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環境工学における KETpic の活用の試み
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The Use of KETpic for Environmental Engineering
On Graphics, Engineering Drawing and Environmental Data ―
Setsuo TAKATO1, Katsuo TAKAHASHI 2, Satoshi YAMASHITA3

Abstract : We developed KETpic as a plug-in based on Computer Algebra System
（CAS）to insert precise and expressive ﬁgures into a TEX document. In some pa-

pers we reported that KETpic was user − friendly and suitable for making mathematics class materials with ﬁgures. To use KETpic, we need the mathematical
knowledge of ﬁgures and vectors.

Recently we no-ticed that the use of KETpic
was useful for understanding and establishing this mathematical knowledge. In
this paper we introduce some examples for the use of KETpic by Takahashi, one
of authors, and settle the aforesaid.

Key Words : TEX, CAS, KETpic, understanding vectors, engineering drawing
1．はじめに
KETpic は，TEX 文書に図を入れるため，数式処理システム（Computer Algebra System，
略して CAS）のマクロパッケージとして 2006 年に開発された．KETpic で作成された図の特

長は，線画であること，正確な長さで描けること，文字や数式が TEX と同じ字体で書けるこ

と，図を自在にカスタマイズできることなどが挙げられる．また，図ファイルが画像でなく，
テキストで作成されるため，容量が非常に小さいことも顕著な特長である．このような特長は
図入り数学教材の作成に適しており，KETpic の利用が数学教育に深く関わっている．近年，
中学や高校における数学の単位数削減の影響で，大学（または高専）入学者の数学の学力差が

激しく，これまでの教科書のみによる数学教育では通用しなくなった．そこで，これまでの数
学教育を脱却し，図入り数学教材などの副教材を利用しながら，数学的な概念を学生が理解し
東邦大学薬学部 Toho University
木更津高専（名誉教授） Kisarazu National College of Technology（Emeritus Prof.）
3
木更津高専 Kisarazu National College of Technology
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やすいように工夫する必要がある．このことから，効果的な図入り数学教材を TEX で容易に

作成するために，KETpic の開発を進めてきた．したがって，KETpic ユーザーとして，数学
や自然科学の教育関係者を対象としており，数学の基礎的事項を身に付けていることを前提と

していた．とくに，KETpic を利用するために必要な数学の基礎的事項は，関数の式，図形の
方程式，平面ベクトル，空間ベクトルなどが挙げられる．ところが，最近，TEX の普及に伴い，

工学教育の関係者や大学・高専の学生の間で KETpic が利用されるようになってきた．これら

のユーザーは，KETpic を利用するために必要な数学の基礎的事項を身に付けているとは限ら

ない．しかし，TEX 文書へ思い通りに図を入れられることや KETpic の操作が簡単であるこ
との利点に興味を抱き，操作に必要な数学の基礎的事項を独力で復習している．このことは，

KETpic の操作を通して，操作に必要な数学の基礎的事項を修得し定着させることができるこ
とを示唆している．著者の高橋は，環境工学を専門とし，木更津高専環境都市工学科 1 年を対
象とした図学の授業を長年続けてきた．2009 年度から，R 版 KETpic を用いて，図学教材の
作成を試みており，上述の典型的なユーザーの一人である．高橋は，大日本図書から出版され
ている高専用数学教科書シリーズの『基礎数学』と『線形代数』を用いて，三角形の内心・外
心や平面ベクトルについて復習しながら，KETpic プログラムに役立て，オリジナルの図学教
材を作成している．本論文では，高橋によるオリジナルの図学教材や環境工学データを紹介し
ながら，KETpic の操作に必要な数学的概念の理解と定着の方法についてまとめる．
2．図学，製図と KETpic
一般に，工学では，図学またはそれを応用する工学製図が必修科目となっている．これらの
科目の学習では，定規とコンパスを用いて，基本的な作図課題を正確に仕上げなければならな
い．そのため，教師には，正確な図を入れた練習用作図教材およびその解答図面の作成が求め
られる．しかし，これらの作成は教員にとって負担が大きいため，通常の授業では，市販の練
習用教材（解答図面がないものが多い）を使用し，その解答図面の代わりに黒板の概略図を説
明して済ませてしまうことも少なくない．こうすると，学生がその作図課題の本質を見落とし
て正しい理解を妨げられるという弊害がある．これらを克服するために，CAD が利用されて
きた．教師が作図教材の作成に CAD を利用すれば，正確な図を入れた練習用作図教材および
その解答図面は作成できるが，CAD の操作に労力を割かれてしまい，本質的な教材を追究す
るまでには及ばない．また，図面を少し修正して再利用する場合でも，CAD のメニュー操作
の単調さに嫌気を感じてしまうことも少なくない．一方，授業内で学生に CAD を利用させる
と，「作図手順を手作業で追いながら図的思考能力を養う」という学生にとって教育的に重要
なことができなくなる．CAD の利用が質の高い教材の作成や質の高い授業に向いているとは
言い難い．そこで，高橋が，木更津高専環境都市工学科 1 年を対象とした図学の教材で R 版
KETpic の利用を試みた．図学の教材作成における KETpic の特長は以下の通りである．
①実寸および任意尺度で描画可能である

②幾何学的解析（交点の座標の取得，図形の変換など）に必要なコマンド群がある
③一連の作図操作において，プロットデータ（PD）の作成と描画操作が分離されている
①，②によって，図からその一部分を抜き取り尺度を変えた図も簡単に作成できる．③は図学
において特に有用な特長である．なぜならば，作図作業は，多くの作図線や作図点を図面に書
き込んだり，不必要な作図線を消しゴムで消したりしながら，図を完成させていく作業であり，
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③の特長でこれらを実現できるからである．ここでは，③の特長に関する一例として，2 直線
の交点を求めて表示するプログラムを示す．
1:A<-c(1, 4);B<-c(3, 1); C<-c(1, 1);D<-c(4, 3)
2:G1<-Listplot(A, B); G2<-Listplot(C, D)

3:Kouten<-Intersectcrvs(G1, G2)[[1]]

4:Windisp(G1, G2, Kouten)

第 1 行目から第 3 行目が PD 作成部であり，図面に書き込むすべての作図線の PD および作
図点の座標を記述する．第 4 行目が図表示部であり，表示したい作図線の PD や作図点の座標
のみを記述すればよい．このように多くの作図線の中から，表示したい作図線や作図点のみ
描画できるようになっている．
3．R 版 KETpic の図・グラフ作成の手順
R 版 KETpic による作図手順の概要を示す．実際に使用したソフトの一例を併記した．

（I）R ＋ KETpic 機能

1）テキストエディタ（TeraPad）で R ＋ KETpic 用ソースファイルを作成
2）R ＋ KETpic の実行

a）表示画面で図を確認
b）図ファイルの出力

（II）TEX 機能

3）TEX 用エディタ（EasyTeX）で TEX 用ソースファイルに 2b）の図ファイルを挿入
4）TEX の実行と dviout（dvi viewer）による表示
a）表示画面で図を確認
b）PDF ファイルの出力

上記で利用するソフトはすべて無料である．ただし，データを作成する場合やグラフの概
要を確認する場合には，表計算ソフトを使用する．また，R 版 KETpic はインタープリタ言

語で，表示画面で図やグラフを確認し，問題があればソースコードを修正し，再描写が容易
にできる環境となっている．これはちょうど手で図を描く場合，消しゴムを使って修正する
ような感覚である．
4．図学での KETpic の利用

本節では，環境工学における，図学，製図および環境データのグラフ化を対象に KETpic

の活用事例を紹介し，KETpic の有効性とその課題について述べる．
4.1

等角図と楕円プレート

等角投影図（等角図）とは，3 本の座標軸（x 軸，y
軸，z 軸）のなす角が原点のまわりで 120°になるように
平行投影した図のことである．正確には，平行投影した
図上では座標軸上の長さは実長ではない（実長の約 0.82
倍）が，実長に拡大した図を等角図と呼んでいる．図 2
は立方体の等角図で，点 3 を原点とし，辺（稜）34 が x

図 1

等角図の投影方向
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軸，辺 32 が y 軸，点 3 から真下に下ろした辺が z 軸となっている．この等角図は，物体の正
面に対して左へ 45°回り，さらに 36°16 ' 上がった方向から，平行光線を当てたときにできる
投影図である（図 1 参照）．等角図を描くために，正三角形格子で切られた専用の方眼紙があ
り，それを利用すれば，立方体の等角図は簡単に描くことができる．図 2 には，立方体の各面
（正方形）に内接した円の等角図も描かれている．等角図上では楕円になるから，36°16 ' の等
角図楕円用テンプレート（市販されている）で作図できるが，一般的には，コンパスを用いて，
楕円の周の各部分を円弧で代用した弧成楕円で近似して作図する．図 2 の上面には弧成楕円 1
（太線），弧成楕円 2（細線）と正楕円（点線）が描画されており，弧成楕円 1 はほとんど正楕
円と重なることがわかる．この近似の良さを測るために，KETpic で作成した等角図楕円用テ
ンプレート図（図 3）を用いる．例えば，図 3 の 1 番上にある楕円は，楕円の 30°方向の斜軸

の長さが 40 mm であることを意味する．この図を弧成楕円に当てることで，学生は近似の程
度を確認できる．
以上のように，KETpic はこれら 3 種類の楕円の差異を表現する図面の作成に有効である．

弧成楕円 1 は正楕円に近く，実用的な作図方法であるが，手順も多く手間がかかるため，通常
は弧成楕円 2 で作図することが多い．実際の授業では，正楕円と弧成楕円 2 を学生に示し，正
楕円と弧成楕円の形状の違いを考えさせることができた．以下に，弧成楕円 1 と弧成楕円 2 の
作図法を示す．
（1）弧成楕円 1 の作図法
手順 1：D1 は辺 12 の中点とする．D2 ，D3 ，D4 も同様に対応する辺の中点である．
手順 2：線分 1D3 と線分 D1D2，線分 3D1 と線分 D3D4 の交点をそれぞれ 5，6 とする．
手順 3：2 点 5，6 から線分 D3D4，D1D2 に平行な直線を 2 本引き，交点 7 を定める．
手順 4：点 1 を中心として半径 1D3 の円弧 D2D3 を描く．
手順 5：点 5 を中心として半径 5D3 の円弧 D39 を描く．
手順 6：点 6 を中心として半径 6D1 の円弧 D18 を描く．
手順 7：点 7 を中心として半径 79 の円弧 89 を描く．

図 2

立方体の等角図と円の等角図

図 3

等角図楕円用テンプレート
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（2）弧成楕円 2 の作図法
手順 1：円弧 D2D3 は弧成楕円 1 と同様に描く．
手順 2：線分 1D3 と線分 3D1 の交点 10 を中心として，半径 10D3 の円弧 D3D1 を描く．
4.2

透視図

図 4

透視図（視点左）

図 5

透視図（視点中央）

空間の一点から対象物（対象図形）を放射状に投影し，
投影線と投影面との交点を求める幾何学的操作が中心投影
である．投影面（画面，picture plane）を平面とし，画面
の手前側に投影の中心を置き，画面の後方に位置する対象
図形の中心投影を透視投影という．図 4，図 5 は有角透視
図（透視図）の作図例を示す．立方体の透視図では，底
面が水平面（基面，ground plane）に平行で他が画面に傾
く場合で，二消点法による作図となる（図 6 参照）
．図 4，
図 5 は KETpic で描画した，視点の異なる 2 つの透視図で
ある．記号および名称は次の通りである．

図 6

透視図の基面と画面

G. P.

基面：視点の高さを規定する基準面

P. P.

画面：透視図を作図する面，基面と垂直

G. L.

基線（ground line）：基面と画面との交線

H. L.

水平線（horizontal line）：視点を含む水平面と画面との交線で G. L. に平行

S

停点（station point）
：視点の基面への平面図

V1，V2

消点（vanishing point）：対象図形の平行線群が画面上で収束する点

図 5 は直方体の上面が隠れる場合であり，学生は，このことを直ちには理解できないようで
ある．学生が誤りやすいため，完成図は視点の違いによる透視図の形状の理解を助ける好材料
となっている．さらに，KETpic によるソースコードを作成しておくと，学生の要望に応じて，
H. L. や S などのパラメータを変化させた透視図を即座に提供できる．
4.3

50 kgN レール断面図（写図）と円弧定規

図 7 は JIS 50 kgN レールの実物写真である．レールの断面が直線と円弧の接続によって形
作られるいることを実物に触れて理解させることを意図し教材として活用した．レールは知っ
ていても，実際に断面を見たことのある学生は少ない．授業でレールに触れ，「これが実際の
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レールなのか」といって興味を示す学生がいて，工学
教育における実物の教材の意義を示す一例となった．
実物を見た後で，JIS 50 kgN レール断面図（尺度 1：
1）の写図の作図をさせた．この写図は，図面の読み
方，勾配の表わし方，円弧と円弧の接続，円弧と直線
の接続など，平面図形のかき方で学んだ基礎的な作図
法を含む課題である．
断面図には，半径 300 mm，470 mm，500 mm の円
弧を描く部分があるが，学生がもっているコンパス
でかける円弧の半径は 120 mm 程度である．このた
め，大きい半径をもつ円弧を描くために，円周定規や
円弧定規を使用することになる．授業では，製図に必

図 7

50 kgN レール断面

要な 3 種の円弧定規（図 7）を KETpic で作成した．

図 7 には円弧の長さ 10 mm ごとに円弧の中心方向が
刻まれていて，円弧上の任意点から中心へ向かう線を
引くことができるようになっている．刻み線の長さは
20 mm である．つまり，R ＝ 500 の円弧では，外側
の円弧が半径 500 mm で，内側の円弧は 480 mm（＝
500−20）の半径となっている．

図 8

図 8 は，実寸のレール断面図で，写図した図面の正

円弧定規

確さを確認するためのものである．透明用紙に印刷
し，学生が作成した図面に重ね合わせ，大きな間違い
を見つけるために使用している．また，製図の途中で
利用することで，かき方の正しさを確認でき，学生が
安心して作業を進めることができるようにしている．
JIS 50 kgN レール断面図の写図の中で学生が理解し
難い箇所は，半径の異なる 3 つの円弧と直線を接続す
る部分で，車輪が載るレールの頭頂部から頭部側面に
至る円弧と上首部の円弧である．そこで，レールの頭
頂部から頭部側面に至る円弧を定規とコンパスで作図
する方法を理解させるために，図 9 の課題を練習用に
作成した．図 9 の作図手順は以下の通りに行えばよい．
手順 1：半径 OP 上に，1P＝30 mm となる点 1 と
2P＝20 mm となる点 2 をとる．
手順 2：点 1 を中心として半径 10 mm の円弧を

図 9

50 kgN レール断面図の写図

描く．
手順 3：直線の垂線 O3 上に，43＝20 mm となる点 4 をとる．
手順 4：点 4 から直線に平行な線を引き，手順 2 の円弧との交点を点 5 とする．
手順 5：半直線 15 を引き，点 1 を中心として半径 30 mm の円弧を半直線との交点 6 まで
描く．

環境工学における KETpic の活用の試み
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レール頭頂部練習用課題（左図）と正解例（右図）

手順 6：点 5 から直線に垂線を下ろし，その交点を点 7 とする．点 5 を中心として半径
20 mm の円弧を点 6 から点 7 まで描く．
これを数回練習することで，上述の箇所の作図方法を学ぶことができる．
4.4

三角スケールと対数目盛等分目盛スケール

以上，KETpic を活用した図学および製図に関する

活用事例を紹介したが，製図や測量でよく使用される
用具に三角スケールがある．長さ 30 cm と 15 cm（図
10）のものが市販されている．三角スケールは図面か

図 10

三角スケール

ら寸法を読み取り，尺度を拡大・縮小して模写する際，欠かせない用具である．
授業では，図 10 の 15 cm の三角スケールに対応した図 11 の三角スケール目盛り用紙を配
付し利用している．三角スケールを使い始めた段階では，目盛りの違いとその使い方に手間取
る学生が多い．三角スケール目盛り用紙は，6 つの縮尺の目盛りが用紙 1 枚にかかれているこ

図 11

三角スケール
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対数目盛等分目盛スケール

とから，実際の三角スケールのように回転することなく，縮尺ごとの目盛りの差異を一目で確
認できる．図 12 は対数目盛と等分目盛を重ねて表示したスケールであり，対数計算に利用で
きる．
5．環境データのグラフ化
5.1

環境データのグラフ化の例

環境情報が多くの機関からホームページ
を通して公表されている．環境工学分野で
もそのデータは多種多様である．以下，放
射線モニタリング情報を基にした環境デー
タのグラフ化の KETpic 活用例を 2 つ紹介

する．矢線を含むグラフと左右両側に縦軸
を付けたグラフである．

（1）福島第一原子力発電所モニタリング
カーによる計測状況のグラフ化
データは，福島第一原子力発電所正門に
おける 2011 年 3 月 15 日の「福島第一原子
力発電所モニタリングカーによる計測状況」
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環境データのグラフ例 1

図 14

環境データのグラフ例 2

である［10］
．このデータには数値と風向
データが含まれ，KETpic の矢線を配置す
るコマンドが利用できる．結果を図 13 に

示す．各時間における風向と γ 放射線量
を上下に配置した．この図は表計算ソフト
では容易に作成できないため，KETpic に
助けられた事例である．

（2）福島第一原子力発電所の 20 km 以遠
の積算線量結果のグラフ化
データは，「東京電力株式会社福島第一
原子力発電所の 20 km 以遠の積算線量結
果」である［11］．本データは，簡易型線
量計を用いた固定測定点における積算線量
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の測定結果として，継続して測定し毎日公表されている．
図 14 のグラフは，約 5 ヶ月（145 日）の積算線量曲線となっている．グラフの左の縦軸は
積算線量曲線を示し，右縦軸は積算線量を測定日ごとの積算時間で除した値で，経過時間内の
線量平均値（μSv ＝ h）を示している．このように，KETpic は縦軸を左右両側に配置したり，
ときにはさらに縦軸を追加することも可能で，思い通りに手作り感覚でグラフが容易に作成で
きる．
6．ま

と

め

以上の事例から，図学や工学製図の作図教材と解答図面の作成および環境データのグラフ作
成において，KETpic は有用であることがわかる．そこで，KETpic の特長をまとめてみよう．
図学や工学製図の作図では，その作図手順を理解したうえで，定規とコンパスを使い，2 点

を通る直線を引くことや，任意の点を中心として与えられた半径の円を描くことを繰り返しな
がら，図を完成させていく．一方，CAD や KETpic などのコンピュータ作図では，CAD や

KETpic などが定規やコンパスの代わりとなり，作図手順をプログラムで指示することにより，
描画する．では，KETpic が CAD など他のソフトウェアより優れている点は何か．次の 3 つ
の特長に集約される：①任意尺度で描画可能であること，②幾何学的解析に必要なコマンドを
殆ど備えていること，③プロットデータの作成部と描画部が区別されていること．
①により，実寸の教材を作成することが容易である．②により，描画図の一部分を自在に切
り出すなど，描画図を簡単に加工できる．③により，手書き感覚でプログラムソースコードを
書くことができ，図の修正も簡単である．
ただし，誰でも簡単に KETpic を使いこなせるわけではない．KETpic を使いこなすために

必要な能力としてまず挙げられることは，各コマンドの作図技法に関する数学的知識である．
例えば，ある線分の中点から 20 mm 離れた点を中心として，この線分に平行な長さ 40 mm の
線分を描く作図課題を解くためには，方向ベクトル，垂直ベクトル，単位ベクトル，逆ベクト
ル，ベクトルの大きさなど，基礎的なベクトルの知識が欠かせない．このような数学的知識は，
KETpic プログラミングを作図の本質を考える作業へと導き，結果的には，作図手順を論理的
に組み立てる能力や工業製図に欠かせない空間把握能力を養成することへとつながる．このよ

うに，KETpic の操作を通して，図形やベクトルに関する基礎的事項を理解することができ，
KETpic で作成された図を確認することによって，これらの概念の意味を把握しながら定着し

ていくことが可能となる．

最後に，KETpic が作図技法を発揮できるのは．対話型プログラム（インタプリタ）環境で

ある CAS のもっているプログラミング力の高さであることを述べておきたい．
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