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Abstract

Clothing is constructed by some plane parts of cloth. And its aim is to cover a complex surface of human body by 

using simple surfaces of cloth. Developability of a surface is one of the most important concepts with regard to the 

aim. The developability is defined by using Gaussian curvature. If only Gaussian curvature of arbitrary point on a 

surface is equal to zero, the surface may be said as a developable one. Sum of two integrated values, Gaussian 

curvature inside a surface and geodesic curvature on the boundary curve, is equal to the multiplied value of 2 n and 

Euler number. This relation is well known as Gauss-Bonnet theorem in the field of differential geometry.

In this paper, the theorem was discussed in the words of clothing construction. Especially •gcutting•h and •gsewing•h 

techniques were interpreted as an exchange between Gaussian curvature and geodesic curvature. Because the 

theorem was a kind of angle conservation law like energy conservation law, a new concept, sharing of angle, was 

introduced. To clarify the concept, a new relationship between the curvatures before sewing and after sewing was 

introduced and referred to as sewing equations. The concept and equations will be useful in the field of clothing 

construction. (Received October 11, 1995)

Key Words : Gaussian curvature, geodesic curvature, Gauss-Bonnet theorem, sharing of angle, sewing equations.

(Journal of the Japan Research Association for Textile End-Uses, Vol.37, pp. 422-429, 1996)

要 旨

衣服構成の目的は,布 とい う単純な面で人体 とい う複雑な面を覆 うことである.こ の目的から考 える

と,あ る面が平面に展開できるか どうかが重要で,そ れはガウスの曲率で定義することができる.も し

面の至る所でガウスの曲率がゼロであれば,可 展面 と呼ばれる.こ のガウスの曲率に関 して,曲 面内の

ガウスの曲率の総和と境界線上の測地的曲率の総和を加えた ものは,2π ×オイラー標数 と等 しい とい

うガウス-ボネの定理がある.本 論文では,こ の定理 を衣服構成の立場で議論する.特 に,裁 断 と縫合 と

い う技術はガウスの曲率 と測地的曲率の変化 と捉 えることが出来る.こ の定理は一種 の角度保存則 と考

えられるので,角 度の配分という考え方を導入することができる.こ の考え方をより明確にするために,

縫合の前後で各曲率がどの様 に変化するかを示 し,こ の関係を縫合の式 と呼ぶ ことにする.角 度の配分

という考え方 と縫合の式は衣服構成にとって有益であると考える.
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1.緒 言

衣服の設計 において,型 紙 は設計図 として重

要な役割 を果 している.ま た,裁 断 と縫製は衣

服作製における必須の技術である.言 うまで も

な く,型 紙は2次 元空間に配置 されてお り,一

方,衣 服 は3次 元空間に配置 されている.衣 服

を,複 雑 な人体表面 を覆 うための平面状の布 か

ら構成 された物体であると考えると,衣 服設計

の一つの基本は曲面の幾何学 となる.幾 何学は

長 さや角度 などの幾何量を取 り扱 うが,従 来の

型紙設計 において,興 味の中心は“長 さ”であっ

た.こ れは当然 であ り,対 象 としている人体 を

覆 うため には必要最低 限の “長 さ”が存在する.

さらに詳細な議論を行 うには“角度”や“曲率”が

必要 となる.衣 服設計の中心課題が複雑な曲面

を平坦 な布で覆 うことであると考 える と,あ る

意味では“曲率”が “長 さ”より本質的である.人

体 形状が複雑 な曲面であることの意味は,,平 面

に展開で きない曲面である ということであ る.

もし人体表面が平面 に展 開で きる,例 えば筒状

の形態であるならば,衣 服設計は極めて容易に

なる.曲 面が平面に展開で きるか どうかを表す

指標が“ガウスの曲率”である.こ の意味で,曲

率が重要であることを指摘 したい.た だ し,曲

率 と長 さは深い関係があ り,一 方だけで十分 と

い うことはない.例 えば,い たるところで長 さ

を変 えない等長変換でガウスの曲率は不変であ

るという定理が証明されている1).

本論文ではあえて曲率に注 目す る.ガ ウスの

曲率に関する最も重要な定理 と考えられるGauss-

Bonnetの 定理1)を 紹介 し,必 要 な拡 張を行 う.

そ して,い かに平坦な布(ガ ウスの曲率 はゼロ)

か ら複雑 な衣服(ガ ウスの曲率がゼロでない)が

構成 されてい くのかを示 し,裁 縫 の曲率的意味

を明 らかにす る.次 に,“ 縫合 の式”を導入 し,

具体的な曲率の計算方法を示す.最 後に衣服設

計すなわち型紙設計の方針 として,マ クロな設

計 と ミクロな設計 とい う系統だった設計方針を

提案する.Gauss-Bonnetの 定理は,曲 率の総和

(角度 と考 えてよい)に 関する一種の保存則であ

るので,“ 角度の配分”とい う概 念が 自然に導入

で きる.“ 角度の配分”によってマクロな衣服設

計が可能 となる.こ のマクロな設計の後で,“ 角

度や曲率の配分”による ミクロな設計が行える.

衣服の分野でガウスの曲率及びGauss-Bonnetの

定理 に最初に注 目したのは,Hindsら2)で ある.

彼 らは平面展開の問題 について議論 しているが,

本論文では衣服構成 という逆の プロセスを対象

としている.

2.Gauss-Bonnetの 定理 と裁縫の曲率的意味

Gauss-Bonnetの 定理は微分幾何学および位相幾

何学の分野で良 く知 られた定理である.今 ある

曲面に注 目している とする.曲 面全体 にはオイ

ラー標数が与 えられる.曲 面内の全ての点に対

してガウスの曲率が定め られているとす る.曲

面 の境界が存在すれば,境 界線上の全ての点に

測地的 曲率が定め られてい る とす る.Gauss-

Bonnetの 定理 はオイラー標数,ガ ウスの曲率,

測地的曲率の3量 間の関係を表 したもので,ガ

ウスの曲率の総和(面 積分)と 測地的曲率の総和

(線積分)の 和が2π とオイラー標数の積に等 し

い ことを保証する ものである.こ の定理か ら,

例えばオイラー標数 と測地的曲率の総和が変化

しなければ,ガ ウスの曲率の総和は変化 しない

ことが言え,一 種の保存則であると考 えること

がで きる.す なわち,こ のような場合,ガ ウス

の曲率 を自由に設計す ることはで きな くなるこ

とを意味 している.衣 服設計が,あ ちらを立て

ればこちらが立たず というような不 自由である

ことの本質はこの定理にあると言える.

2-1オ イラー標数

すべての曲面Dは 固有のオイラー標数 を持つ.

オイラー標数は整数の値 を取 る.ま ず,3角 形

か ら構成される多面体について考 える.Dの オ

イラー標数x(D)は(1)式 で定義される.

x(D)=点 の数-線 の数+面 の数(1)

滑 らかな曲面 については,次 の定理か ら適当

な多面体 について計算すればよい.

[定理]2つ の曲面SとTの 間に同相写像が存在

すれば,x(S)=x(T)で ある.

ちょうど曲面が ゴムでで きてお り,伸 び縮み

が 自在であるとす る.も との曲面 を伸 び縮み さ

せて変形 した曲面 は同相である.た だ し,こ の

定理の逆 は成立 しない.こ こで図1に 幾つかの

例 を示す.例 えばスカー トは,図 に示 した図形
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の中央部を上に引 き上げて立体 にすると出来上

がるので,こ の図 と同相で オイラー標数は0と

なる.こ れらの例のように平面図形 と同相 にな

らない ものとして,球 面や円環面(ト ーラス)が

あ り,そ のオイラー標数はそれぞれ2と0で あ

る.

2-2ガ ウスの曲率

ガウスの曲率は,通 常滑 らかな曲面上の点に

対 して定義され,正,ゼ ロ,負 の実数値 を取る.

滑 らかでない曲面に対する拡張は後に述べ るが,

まず滑らかな曲面上の点について考える.

曲面 を(2)式 で記述する と,曲 面の第一基本

量,第2基 本量は(3),(4)式 で表 され,ガ ウ

スの曲率Kは(5)式 で定義 される.

r=r(u,v)(2)

E=(ru,ru),F=(ru,rv),G=(rv,rv)

(3)
L=(n,ruu),M=(n,ruv),N=(n,rvv)

(4)

ただし,nは 単位法線ベク トル.

Fig.1 Euler numbers of typical examples.

Fig.2 Gaussian curvatures of typical examples.

(a) Positive case. Sphere is typical. (b) Negative case.
 Saddle is typical. (c) Zero case. Plane is trivial. Cylinder
 and cone are typical.

〓(5)

ここで,図2に 代表的な例 を示す.ガ ウスの

曲率 は球状の曲面上では正であ り,鞍 状の曲面

上では負であ る.平 面上 はもちろんであるが,

柱状 や錐状の 曲面上ではゼ ロである.そ して,

ガウスの曲率 がいたるところでゼロの曲面 を可

展面と呼ぶ3).

次 に連続であるが滑 らかで ない曲面 について

考 える.上 記 のガウスの曲率は面分布 した曲率

であ り,単 位は[1/m2]で ある.こ れ以外 に,

線分布 した曲率[1/m]と 点分布 した曲率[non]

を考えることが出来 る.人 体や衣服 をコンピュ

ータグラフィックスで表示する場合に用いられ

る多面体では点分布が必要であ り,滑 らか な曲

線 を縫合すると線分布が表れる.点 分布 に関 し

てはすでに研究されているが4),こ こでは点分布,

線分布,面 分布を統一的に扱 うために単位 を異

にする定義をする.図3,4を 参照.

点分布の場合:Kp=2π-Σ θi(6)

線分布の場合:Kl=1/R・[cos(θ1)+

cos(θ2)](7)

なお,(7)の 式の詳細は3章 で述べる.

2-3測 地的曲率

測地的曲率 も滑 らかな曲線 と滑 らかでない曲

線に対する定義が必要である.ま ず,滑 らかな

曲線上の点 に対 して定義する.正,ゼ ロ,負 の

実数値を取 り,単 位は[1/m]で ある.最 初 に

曲面 を無視 して,単 なる空間曲線 と見る.単 位

Fig.3 Gaussian curvature distributed on a point.

Fig.4 Gaussian curvature distributed on a curve.
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接ベ ク トルをtと し,主 法線ベ ク トルをωとす

る.曲 線の曲率は κである.こ こでこの曲線が

その上に存在する曲面を考える.曲 面の表方向

の単位法ベ ク トルをnと する.ま た,単 位接ベ

ク トルtの 左手方向が内側 とし,tに 直交する

接平面内の左手方向の単位ベク トルをngと する

(ng=n×t).図5を 参照.

測地的曲率kは(8)式 で定義 される.

knB=κ ω-(κ ω,n)n(8)

す なわち,空 間曲線 と見た ときの主法線ベ ク

トルの接平面への射影 されたベク トルを考 えて

いることになる.面 自体が曲がっている影響 を

取 り除いた曲線の曲が り具合が測地的曲率 であ

る.な お,k=0の 曲線を測地線 と言う.図6

に円錐や円柱の場合の例 を示すが,底 面上の円

の曲率半径rは その曲線の曲率半径であ り,測 地

的曲率半径 は円錐では母線の長さ4に なる.別

の表現で言えば,測 地的曲率 とは平面展開後の

曲率である.型 紙は平面上に置かれているので,

型紙の曲率は測地的曲率そのもの となる.

次に折れ曲がっている曲線の,折 れ曲が って

いる点 に置ける測地的曲率を定義す る.上 記の

曲率が線分布[1/m]で あるのに対 して,こ の

場合点分布[non]と なる.図7参 照.

多面体:k,=π-Σ θi(9)

滑 らかな面:kp=θ(10)

Fig.5 Definition of geodesic curvature.

Fig.6 Geodesio curvature of typical examples. Three curves are

 the same, but each geodesic curvature is different. 

Geodesic curvature means the curvature of the developed 

curve i.e. the curvature of boundary curves of a paper

 pattern.

2-4Gauss-Bonnetの 定理

すでに述べたようにGauss-Bonnetの 定理はオイ

ラー標数,ガ ウスの曲率,測 地的曲率の3量 間

の関係 を表 した ものである.ガ ウスの曲率 には

点分布,線 分布,面 分布の3種 類があ り,測 地

的曲率 には点分布 と線分布 の2種 類がある.こ

れ らの種類 によって総和の取 り方が異なるので

それを表1に 示す.

曲面 をD,境 界 をδDと し,総 和の記号を代

表 してガウスの曲率では∬を,測 地的曲率では

∫を用いるとGauss-Bonnetの 定理は(11)式 とな

る.

∬DKdS+∫ δDkds=2π ・x(D)(11)

2-5裁 縫の曲率的意味

衣服作製のプロセスは,裁 断 と縫製が基本で

ある.裁 断は反物から型紙 を切 り出す作業であ

り,縫 製 は切 り出 されたパ ーツを縫 い合わせる

ことで衣服 を作製する作業である.こ の二つの

作業 を曲率の立場か ら解釈する.裁 断は測地的

曲率 を設計 していることになる.裁 断時には各

パーツは平面に置かれているので,輪 郭線の曲 ・

率 は測地 的曲率 と等 しい.次 に縫合 であるが,

これは二つのパター ンがあ り,測 地的曲率 と測

地的曲率から,新 たな測地的曲率を生成する場

合 と新たにガウスの曲率 を生成する場合 とがあ

る.共 に重要であるが,新 たにガウスの曲率 を

Fig.7 Geodesic curvature distributed on a joint point. 

(a) Between two bounday lines. (b) Between two
 bounday smooth curves. Two arrows are tangent vectors.

Table 1 Types of curvature distribution and types of integration.
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生成す る場合 に初めてゼロでないガウスの曲率

が生成 され,折 り畳めない立体的 な形態が発生

する.具 体的 にはアイロンやブ レス,布 の力学

的特性,着 用者の身体形状 などによって変形す

るが,ゼ ロで ないガウスの曲率 は縫合 によって

まず生成される.

以上 をまとめると,裁 断は測地的曲率を創造

するプロセスであ り,縫 合は二つ以上の測地的

曲率からガウスの曲率 を生成するプロセスであ

る.そ して,こ れらのプロセスは完全 に自由で

あるわけではな く,Gauss-Bonnetの 定理に示 され

る制約 を受けている.

3.縫 合の式

ここでは,測 地的曲率 と測地的曲率か ら,新

たな測地的曲率 を生成する場合 と新たにガウス

の曲率 を生成する場合とについて,縫 合の式 を

導入する.

3-1測 地的曲率が生成 される場合

基本 として,点 分布 について考 える.図8参

照.k1=π-θ1,k2=π-θ2,k=π-(θ1+

θ2)よ り(12)式 となる.

k=kl+k2-π(12)

実用的には,縫 合によってループがで きる次

の場合 を考 えてお くと便利である.測 地的曲率

の配分 を型紙か ら求める場合に用いる.そ のル

ープ全体の測地的曲率の総和k 8は出来たループ

Fig.8 A new geodesic curvature is created by sewing operation.

Fig.9 Integrated geodesic curvature along a closed loop. The 

 value k=ƒÎ-ƒÆ for left figure, k=ƒÎ+ƒÆ for right figure 

 means integrated geodesic curvature before sewing. In 

 the left figure, a small loop is discussed. In the right 

figure, a large loop is discussed. After sewing, it changes 

to k-ƒÎ=-ƒÆ for left,+ ƒÆ for right.

の形状 によらず,平 面上の二つの縫合線のなす

角度か ら計算 される縫合前の測地的曲率の総和

kに よって定 まり,(13)式 となる.図9を 参照.

ks=k-n(13)

図9に 示す ように,小 ループと大ループの測

地的 曲率の総和 はそれぞれ-θ と+θ にな り,

その総和はGauss-Bonnetの 定理からループの形状

に依存 しないことが分かる.

3-2ガ ウスの曲率が生成される場合

縫合 によって二つの測地的曲率からどの よう

なガウスの曲率が生成 されるか を示す.ま ず,

測地的曲率には点分布 と線分布の二種類がある

ので,縫 合の種類 を表2に 示す.い ずれの場合

も,縫 合の式は(14)式 で表すことが出来る.

K=k1+k2(14)

ただ し,点 分布 と線分布 の組み合わせ では,

k2=0と する.

[証明]点 分布 と点分布の組み合わせは簡単であ

る(図10(a)).k1=π-θ1,k2=π-θ2,

K=2π-(θ1+θ2)よ り成立する.点 分布 と

線分布 ではすべての滑 らかな曲線 はある点の近

傍では直線 とみなせるか らk2=0と して,点 分

布 と点分布の組み合わせ に帰着する.線 分布 と

線分布の場合,Gauss-Bonnetの 定理 を用いる.

(7)式 に用いた図4の ように二つの円錐が半径R

の円で縫合 されているとする.筒 同士の縫合では

点の数と線の数が同 じことか らオイラー標数は変

化 しない.2πR・K=2πR・k1+2πR・k2

Table 2 Three sewing types caused by the difference of

 distribution types.

Fig.10 New Gaussion curvatures are created by sewing

 operation.
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より成立する.

なお,(7)式 では(15)式 を用いている.図4,

6を 参照.

k1=cos(θ1)/R,

ka=cos(Ba)/R(15)

次 にダーツの ような縫合 を考える.こ の場合,

点分布の測地的曲率が点分布の ガウスの曲率 に

変化する.図10(b)で,k=π-θ.K=2π-

θより(16)式 となる.

K=k+π(16)

測地的曲率が πである とは一本の線であ るの

で,(16)式 を(14)式 に含めて考 えることが出来

る.

実用的には,二 つのループの縫合によってで

きるガウスの曲率の総和 を考えてお くと便利で

ある.ガ ウスの曲率の配分 を型紙か ら求める場

合に用いる.そ のループ全体のガウスの曲率の

総和は出来たループの形状 によらず,二 つの測

地的曲率の総和の和 となる.こ の関係 は次 に示

すいせ込みの場合 も成立する.

3-3い せ込み と縫合
一般の自由曲線の縫合 においては

,二 つの縫

合される線同士の長 さが同じである必要はなく,

いせ込みや伸ば しが用 いられることも多い.こ

こではいせ込みについて,縫 合の式が どの よう

に変化するかを検討す る.図11に いせ込みの場

合の模式図を示す.左 の図は大 きさの異 なる円

を縫合 しようとしていることを示 している.中

央の図は下の円がいせ込 まれたことを示 してい

る.右 の図は縫合 されたことを示 している.い

せ込みの操作で測地的曲率が測地的曲率 とガウ

スの曲率 に変化する.縫 合の操作 によって上下

の測地的曲率がガウスの曲率 に変化する.Gauss-

Bonnetの 定理 と縫合の式から,出 来上がった二

つの ガウスの曲率の総和の和は,元 の二つの測

地的曲率の総和の和 と等 しいことが言える.出

Fig.11 Shining and sewing operations.

来上が った二つのガウスの曲率の総和は布の物

性 などによって大 きく変化するが,そ の和は一

定である.

4.マ クロな設計 とミクロな設計

通常服種によってオイラー標数は決まるので,

Gauss-Bonnetの 定理から,ガ ウスの曲率と測地的

曲率の総和(角 度)は 一定である.そ こで,衣 服

を大 まかな部分 に分け,各 部分での曲率の総和

(角度)を 考えることが出来る.こ れを各部分 に

対す る角度の配分 と言 うことにす る.各 部分 を

どの ように考 えるかの一般的 な規則 はないが,

境界の閉曲線での測地的曲率の総和,曲 面内部

でのガウスの曲率の総和(正 の総和 と負の総和に

分けると便利なことがある)な どが最 も大 まかな

部分分割であ ろう.こ の配分 をマクロな設計 と

考えることが 出来る.各 部分への配分が決定 し

たら,次 に各部分内での再配分 を考 えることが

出来 る.こ れをミクロな設計 と呼ぶことにする.

ミクロな設計では,点 分布 なら角度 として,線

分布や面分布 なら曲率 として配分 される.本 論

文ではマ クロな設計について検討する.

Fig.12 An example of sharing of angle. In this case, the total

 angle of torso is -720 degrees and the total angle of

 sleeve is 0 degree.
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ここでは,マ クロな設計 として,具 体的な型

紙で どの ように角度が配分 されているかを検討

する.図12は 身頃と袖について,あ る衣服原型5)

の角度の配分を示 したものである.用 いた衣服

原型 は,背 丈38㎝,乳 頭位胸囲82㎝,胴 囲63㎝

な どのほぼ標準サ イズに対応す るものである.

示 した数値は,2直 線の角度 を計算 して求めた

結果である.こ の図の ように,型 紙 に対 してマ

クロな角度の配分図を添付することが重要であ

る と考える.角 度の立場か ら言えば,こ の様な

角度の配分図がその衣服のマクロな特徴であ り,

個 人差はこの配分図の差 として捉える ことが肝

要である.そ して,こ の配分図 を読み こなす技

術が当然 なが ら重要 になる.例 えば,型 紙上の

前 身頃の肩線の角度 を変えると,角 度の配分図

ではネックラインとアームホール間で角度の ト

レー ドが行われる.角 度の配分が変わると言 う

ことは,詳 細 には ミクロな配分による検討が必

要であるが,図6に 示 した ように,立 体では注

目している線 に対する面の角度が変わることを

意味する.

5.結 言

従来の衣服設計 は“長 さ”が中心であった.本

論文では,あ えて“角度”を中心 とした考察 を行

った.裁 縫の曲率的な解釈 を行 うと,裁 断は測

地的曲率 を創造す るプロセスであ り,縫 合は二

つ以上の測地的曲率からガウスの曲率 を生成す

るプロセスであるとまとめることがで きた.角

度 にはGauss-Bonnetの 定理 に示されてい るよう

に,一 種の保存則が成立 している.こ の ことか

ら“角度の配分”という考え方が自然 に導入で き

た.ま た,縫 合の式によって,縫 合の数量的意

味 を明確にすることが出来 た.こ れ らの考え方

は,衣 服設計 にとって有益であると考 える.実

際 には,従 来の長 さ中心の設計法 と相補的な関

係にあり,両 者 をうまく連携 させる必要がある.

その一例 として,衣 服原型の角度の配分図を示

した.こ れは型紙か ら容易に導出できるもので,

型紙が長さを中心 とした表現であるのに対 して,

角度を中心 とした設計図であると言える.

今後の研究課題 として,ミ クロな設計問題の

検討,角 度の配分 による型紙の特徴抽出,人 体

計測値 と型紙の比較,曲 率の詳細 な配分が明確

な2次 元アパ レルCADの 開発などが挙げ られる.

なお,本 研究の一部 は,平 成7年 度文部省科

学研究費 「一般研究(C)課 題番7680016」 の助成

によるものである.
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付録(本 文 式(11)に つい て)

ガウス。ボネの定理 は微分幾何学 の本に掲載 されているので詳 し

くはそ れを参照 されたい.こ こではその基本 的考 え方 について

2点 補足 してお く.

1.ロ ー カルな量 とグローバルな値

今考 えている面が三角形 か らなる多 面体であ る とす る.点 の数

をv,線(辺)の 数 をe,面 の数 をfと す る.オ イラー標 数Xは

[1]式 で定義 され る.

x=v-e+f[1]

ここでs点 を内点 と境 界点に分け,そ の数 をviとvbと す る(v=

vi +vb).線 も同様 に内線 と境界線 に分け,そ の数 をeiとebと す

る(e=ei+eb).

境界では点の数 と線 の数は同 じであ るか ら[2]式 が成立す る.

vb=eb[2]

全ての三角 形につい て3辺 を一度つ つ描 くと,内 線は2回,境

界線は1回 描かれ るので,[3]式 が成立す る.

3f=2ei+eb[3]

[1],[2],[3]式 よ りeiとebを消去す る と[4]式 が求め られ

る.

2vi+vb-f=2x[4]

次に角 度につ いて考 える.三 角形 の内角 の和 はnで あ るので,

πsは 全 ての内角の和 となる.こ れを,内 点 周 りの内角 の総和

と境界 点周 りの内角 の総和 に分 けて考 える.突 然 で はあるが,

[4]式 を利 用す ると,次 の[5]式 の関係が成 り立つ.

Σ(2π-そ の内点周 りの内角の和)

内点

+Σ(π-そ の境 界点周 りの内角の和)

境界点

=2πvi+πvb-全 ての内角 の和

=π(2vi+vb-f)

=2nx[5]

これが,多 面体 での ガウスーボ ネの定理 である.ま ず大切 なの は,

左辺の(2π 一その内点周 りの内角 の和)と(π-そ の境 界点周

りの内角 の和)は ロー カルな量(角 度)で あ り,右 辺 のxは グ ロ

ーバル な値(オ イラー標数 は細 かい形に関係 しない)で ある とい

う点であ る.次 に大切 なのは,滑 らかな面 に対 して,左 辺 の量

に相当す る密度を考 えるこ とがで きる点であ る.こ の ことにつ

(428) 繊消誌
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いて次に説明す る.

2.密 度 と しての ガウスの曲率 と測地的曲率.

ここでは,滑 らか な面 を考え る.滑 らかな面 を,先 の三角形 を

いびつ にな らない ように どん どん細 か くして行 った極 限 と して

考 える.三 角形 を細か くして行 くと,[5]式 の左辺の(2π-

そ の内点周 りの内角の和)は ゼロに近づい て行 く(そ うな らない

と滑 らか とは言 えない).(π-そ の境 界点周 りの内角 の和)は

ゼ ロに近づ く部分 とそ うでない部分 が考え られ,ゼ ロに近づ く

部 分は境界線 が滑 らか な部 分であ る.こ こで,密 度 とい う考 え

方 が必 要 になる.滑 らかな面上のあ る点 を固定 して考え,そ の

点 の周 りに小 さな領域 を考える.こ の領域 をもっ と細 かい多 数

の 三角形 で近似す る.今 考 えてい る領域内 で(2π-そ の内 点

周 りの内角 の和)の 総和 を求め る.こ の量 は考 えてい る領域 を

小 さくすれば どん どん小 さくなるが,こ の量 をそ の領 域の面積

で割 った もの,す なわち面密度 は,考 えている点 に依 存 して一

定 の値 に近づ くと考え られる.こ の密度 がガ ウスの曲率 である.

ガウスの曲率 を考 える場合,総 和の演算 は面積分 となる.人 口

の総 和を求め る場合 に,人 口密 度の面積分 を使 うの と同 じこと

で ある.今 度 は面 ではな く,境 界線 を対象 とす る.面 の時 と同

様 に考えれば,(π 一その境 界点周 りの 内角の和〉の総和 とい う

量 を長 さで割 った もの,す なわち線密度 を定 義す るこ とがで き

る.こ の密度が測地的曲率であ り,総 和 の演 算は線積分 となる.

交 さ 点

インターネ ッ トでア クセク?!

ここ1,2年 の いわ ゆる イ ン ター ネ ッ トブー ムに は 目を見張 る ものが あ る.マ ス コ ミで も年 間9,000件 に

もお よぶ特 集 記事 が掲 載 され た と もい われ てお り,本 紙 で も「ミニ講 座 パ ソコ ンと遊 ぶ」な る記 事 でBBS

や イ ンター ネ ッ トの 紹介 が行 わ れ てい る.イ ン ター ネ ッ トにお ける最 大 の需 要 はブ ラ ウザ を用 いたWWW

サ ーバ ーの利 用 であ り,こ れ は ネ ッ トサ ー フ ァー と呼 ば れ る情報 の消 費者 の 数 を飛 躍 的 に拡大 し,日 本 で

もそ の利用 者 は200万 人 に もお よぶ と さえ いわ れ てい る.

この イ ンター ネ ッ トの普 及 は,わ ず か な経 済的 負担 で,場 合 に よって は無料 で,個 人 レベ ルで の ホー ム

ペ ー ジの 開設 ・発信 を可 能 とし,情 報 の消 費者 を きわめ て容易 に情報 の発 信者 に変貌 させ る に至 ってい る.

イ ン ター ネ ッ トは,互 い に情報 を提 供 しあい そ れ を利 用 しあ う参 加型 の ネ ッ トワー クであ る こ とに大 きな

意 義が あ る との観点 か らは,非 常 に好 ま しい こ とであ り,決 して これ を否 定す るこ とはで きな い.し か し,

情 報 の消 費者 と情 報の 発信 者 との相 違 は,そ の責 任 の重大 さか らみ れば きわ めて 明確 であ り,必 然的 に情

報 発信 者 のモ ラルが問 わ れ,一 方 で は,情 報 の消 費 者の情 報 選択 能力 が 問わ れ る ことに なろ う.た だ,現

状 の情 報 の消 費者 は,イ ンター ネ ッ トとい う環 境 に何 とな く飛 び込 んだ り,否 応 な く放 り込 まれ た とい っ

た場 合 が大 多数 を しめ るの では ない だろ うか.

今 しば ら くは,情 報 の発 信 者が,イ ン ター ネ ッ トに ア クセス した情 報の 消 費者 が誤 っ た情報 に振 り回 さ

れ て ア クセ ク しない です む よ うに,責 任 の あ る情報 発信 を行 う ことを心 がけ なけ れば な らない であ ろ う.

(K.M.)

「交 さ点」投稿のすすめ

会員の方のご意見などを掲載するための欄として「交さ点」を本文中に設けていますので,随 筆その他を積

極的にお寄せ下さい.形 式は問いません.匿 名希望の場合はその旨付記して下さい.

(尚掲載後,薄 謝としてテレホンカードを贈呈)
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