
　

はじめに

本書はベクトル空間に関する基礎を丁寧に解説することをめざ

した本である．ベクトル空間は現代数学の諸分野を学ぶ際には欠か

せない重要な概念である．したがってベクトル空間に関する重要な

結果を証明抜きで与えるよりは，証明を完全な形で載せることにし

た．ただし，初めて学ぶ方でも理解できるように丁寧に記述するこ

とを心がけた．

一般に数学の勉強をする時，例えば命題の証明を読んで勉強して

いる途中で道に迷ってしまい，結局何を言っているのかわからなく

なってしまう人も多くいるのではないであろうか．このようなこと

が何回かあると根気が続かなくなり，最終的に勉強をやめてしまう

ということにもつながりかねない．そこで本書では道筋をきちんと

与えることにより，一人でも迷うことなくゴールにたどり着けるよ

うに配慮した．具体的には

• 各証明ごとに証明の手順や目標を述べることにより学習意欲の
持続をはかり，証明の流れをつかめるように記述した．さらに

その手順に必要な証明を丁寧に書いた．

• できる限り例題や問題を多く取り入れ，ベクトル空間に関する
定理をいかに実践で用いるかについて詳しく記述した．また，

問題の解答についてもできる限り詳しく記述した．

したがって初めて学ぶ方でも十分に読破できるであろうし，さら
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に分野に関係なく「数学でよく使われる考え方」を修得することも

できると期待している．

以上の方針であることを考慮すると，読者は次のようにして本書

を読むことをお勧めする．

(1)「証明はどうも苦手だ」という方は，まず定義や定理の主張に

ついて読み，それに関する例題をみることで，ベクトル空間につい

て慣れることをめざすのがよいであろう．

(2)「証明は苦手だが，どういう流れで示すのかを知りたい」とい

う方は，先に述べたように，各証明ごとに証明の手順や目標を述

べ，証明の流れをつかめるように記述したので，詳しい証明までは

読まずに，証明の流れや目標のみを読み，先に進むことをお勧めす

る．

(3)「証明も読んで理解しながら進めたい」という方や，「ベクトル

空間論はすでに学んでいるが，もう一度きちんと学びたい」という

方は，第 1章から第 6章まで証明を含めじっくりと読み進めると

よいであろう．

本書の構成は以下の通りである．

まず第 1章でベクトル空間の定義を与え，いくつかの性質を見

る．第 2章では第 1章で与えたベクトル空間の定義に従っていく

つかの集合がベクトル空間になることを確認する．第 3章では部

分ベクトル空間について考察する．部分集合がいつベクトル空間と

なるかについて考える．第 4章では一次独立，基底，次元につい

て見ていく．第 5章では線形写像を定義し，いくつかの性質を見

る．さらに線形写像に関する次元定理などを示す．第 6章では有

限次元ベクトル空間 V とW の間の線形写像 f : V → W が V と

W の基底を（順序をこめて）1つ決めると，行列を用いて表すこ

とができることについて述べる．これにより線形写像の性質を調べ

る際に行列の理論を用いることが可能になる．このようにベクトル

空間を考察する際においても行列に関する基礎事項が必要となる．
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そのような場合には，本書では [5]を適宜引用しつつ話を進めてい

くことにする．

最後になりましたが，今回この本の執筆をお勧め下さった学習院

大学名誉教授の飯高茂先生に感謝いたします．また，多くの有益な

助言をいただきました編集委員の先生方にこの場を借りてお礼を申

し上げます．そして [5]と本書においてすばらしいイラストを描い

ていただきました飯高順氏に心から感謝します．さらに本書の出版

に際して色々とお世話いただきました共立出版の三浦拓馬さんにお

礼を申し上げます．

平成 26年 2月

福間 慶明
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本書で用いられる記号

　R 実数全体からなる集合．

C 複素数全体からなる集合．

0V ベクトル空間 V の零元（第 1章 1.2節 参照）．

−v ベクトル空間 V の元 vの逆元（第 1章 1.2節 参

照）．

R
n n次元数ベクトル空間（第 2章 2.1節 定義 2.2参

照）．

e1, . . . , en n次元数ベクトル空間の標準基底（第 4章 4.2節定

義 4.8参照）．

M(n, R) 各成分が実数の n次正方行列全体からなる集合

（第 2章 2.2節 参照）．

GL(n, R) 各成分が実数の n次正則行列全体からなる集合

（第 3章 3.1節 命題 3.4参照）．

P (n, R) 次数が n以下の実数係数多項式全体からなる集合

（第 2章 2.3節 参照）．

V1 + V2 ベクトル空間 V1 と V2 の和（第 3章 3.1節 参照）．

TR(n, R) 各成分が実数の n次正方行列で，トレースが 0と

なるもの全体からなる集合（第 3章 3.2節 例 3.12

参照）．

Tr(A) 正方行列 Aのトレース（第 3章 3.2節 例 3.12参

照）．

〈S〉 S で生成される部分ベクトル空間（第 3章 3.3節定

義 3.18参照）．

〈a1, . . . , an〉 元 a1, . . . , an で生成される部分ベクトル空間（第

3章 3.3節 記号 3.19参照）．

dim V ベクトル空間 V の次元（第 4章 4.3節 定義 4.10

参照）．



ix

　V1 ⊕ V2 ベクトル空間 V1 と V2 の直和（第 2章 2.4節 定義

2.6参照）．

g ◦ f 写像 f と gの合成写像（第 5章 5.1節 問題 5.5参

照）．

V ∼= W ベクトル空間 V とW が同型である（第 5章 5.2節

定義 5.9参照）．

f−1 同型写像 f の逆写像（第 5章 5.2節 例題 5.10参

照）．

mA 第 5章 5.2節 定義 5.12で定義される写像．

Ker(f) 線形写像 f の核（第 5章 5.3節 定義 5.15参照）．

Im(f) 線形写像 f の像（第 5章 5.3節 定義 5.15参照）．

idV ベクトル空間 V から V への恒等写像（第 6章 6.1

節 問題 6.6参照）．

bV 第 6章 6.1節 定義 6.7で定義される線形写像．

En n次単位行列．

rank A 行列 Aの階数．

Om,n m × n行列の零行列．


