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ここでは、正多面体とアルキメデスの多面体について、多面体間の相互関係を示しながら、VRML を用
いて立体的に表示する手法を示す。 VRML(Virtual Reality Modeling Language)は、画面上に奥行きをもつ
仮想の三次元空間を表現し、その空間上に、静止立体や動的な立体を表示できる。また、 VRML ファイ
ルは、簡単な機能のテキストエディタがあれば作成でき、ブラウザソフトによりディスプレイ画面上に
表示できるため、最も手軽に誰でも使用できるツールである。この手法はこれらの多面体のみならず
様々な立体に応用できる。

1. はじめに
正多面体やアルキメデスの多面体は、形は幾何学的で
単純ではあるが、その美しさに魅せられて、多くの文献
や著書で紹介されている。また、児童書などでも図入り
で丁寧に解説されている。これらの多面体は見る方向に
よっていろいろな形に見える。また、多面体間で相互に
多くの関係を持っている。著者は 10 年ほど前に、これら
の多面体の特徴や多面体間の関係を分かりやすく説明す
るため、プロッタ ー出力用ソフトを用いて任意の方向か
ら見た多面体の透視図や、任意の大きさの展開図を画用
紙に出力する FORTRAN プログラムを開発した[5]。その
後、急速なパソコンの機能向上と普及に伴いディスプレ
イ画面上に立体図形を簡単に表示できるようになった。
そこで、今回は正多面体とアルキメデスの多面体をパソ
コンの画面上に三次元表示し、任意の方向から観察する
ことにより、特徴を立体的に捉えることを目的として、
新たに VRML(Virtual Reality Modeling Language)を用いた
三次元表示用コードを作成した。
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Fig.1 正多面体

2. 頂点の座標と面の構成データ
多面体を、 VRML を用いて画面に表示するには、多面
体の各頂点の三次元座標と多面体の各面の構成データ
（面を構成する頂点と面の表裏（多面体の外側か内側か）
を示すデータ）が必要である。正多面体間や正多面体と
アルキメデスの多面体の相互関係を示しながら、多面体
の頂点の座標の求め方と面の構成データの作成方法を以
下に記す。
2.1 正多面体
正多面体は正 4 面体、立方体、正 8 面体、正 12 面体、
正 20 面体の 5 個である。正多面体の各頂点の三次元座標
と面の構成データは幾何学的に比較的簡単に求められる。
ここでは、立体の中心を原点として各頂点の座標を求め
ている。形の立体的特徴を捉えやすい方向から見た正多
面体の VRML 表示画面を Fig.1 に示す。
正多面体をある方向から見ると正多角形に見える。こ
の正多角形をペトリー多角形という。5 個の正多面体をペ
トリー多角形に見える方向から見た VRML 表示画面を
Fig.2 に示す。正 4 面体は正方形に、立方体と正 8 面体は
正 6 角形に、正 12 面体と正 20 面体は正 10 角形に見える。
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Fig.2 ペトリー多角形
各正多面体の双対多面体の VRML 表示画面を Fig.3 に
示す。双対多面体は正多面体の各面の中心を結んででき
る多面体で、正 4 面体では正 4 面体が、立方体では正 8
面体が、正 8 面体では立方体が、正 12 面体では正 20 面
体が、正 20 面体では正 12 面体ができる。 Fig.3 では、そ
れぞれの正多面体と双対多面体との関係が分かりやすく
表示できている。

Fig.4 に示した面の切り口から、もとの正多面体の辺の
長さと、頂点が切り落とされてできる切頭多面体の辺の
長さとの比が決まるので、切頭 多面体の各頂点の座標が
求められる。また、切頭多面体の面はもとの正多面体の
面上にできる面と頂点を切り落としたあとにできる面で
あるので、面の構成データも作成できる。
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Fig.3 双対多面体

正 3 角形の面

2.2 アルキメデスの多面体
2.2.1 切頭多面体
正多面体の各頂点（頭）を切り落としてできる立体を
切頭多面体という。 Fig.4 に示すように、正 4 面体、正 8
面体、正 20 面体では正 3 角形の各面を正 6 角形になるよ
うに切り落とし、立方体では正方形の面を正 8 角形にな
るように切り落とし、正 12 面体では正 5 角形の面を正 10
角形になるように切り落とす。
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2.2.2 6-8 面体と 20- 12 面体
正多面体の各面を Fig.6 に示すように、各辺の中点を結
ぶ面で切り落としてできる立体が 6-8 面体と 20- 12 面体で
ある。前節の切頭多面体よりも深く切り落としている。
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Fig.6 6-8 面体と 20-12 面体の切り口
立方体を切り落としてできる立体と、正 8 面体を切り
落としてできる立体はまったく同じ形であり、6-8 面体と
呼ばれる。
同様に正 12 面体を切り落としてできる立体と、
正 20 面体を切り落としてできる立体はまったく同じ形で
あり、 20- 12 面体と呼ばれる。これを VRML で表示した
画面が Fig.7 である。正多面体の面上に新しい頂点と新し
い面（もとの面と同じ形）ができる。さらにもとの正多
面体を切り落としたあとに、切頭多面体と同様に新しい
正多角形（正 3 角形、正方形、正 5 角形）の面ができる。
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Fig.4 切頭多面体の面の切り口
5 個の正多面体からそれぞれできる切頭多面体をもと
の多面体とともに VRML 表示した画面が Fig.5 である。
正多面体の面上に新しい頂点と新しい面ができ、もとの
正多面体の頂点を切り落としたあとに、新しい正多角形
の面ができる。正 4 面体、立方体、正 12 面体では、 1 つ
の頂点に 3 個の面が集まっているので頂点を切り落とし
たあとに正 3 角形の面ができる。正 8 面体では 1 つの頂
点に 4 個の面、正 20 面体では 5 個の面が集まっているの
でそれぞれ正方形、正 5 角形の面ができる。
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Fig.7 6-8 面体と 20-12 面体
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Fig.5 切頭多面体
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Fig.6 に示した面の切り口の関係から、もとの正多面体
の辺の長さと切り落とされてできる 6-8 面体および 20- 12
面体の辺の長さとの比が決まるので、切頭多面体と同様
の手順で各頂点の座標と面の構成データが作成できる。
2.2.3 小菱形 6-8 面体と小菱形 20-12 面体
正多面体の各面を Fig.8 に示すように、頂点と辺を切り
落としてできる立体が小菱形 6-8 面体と小菱形 20-12 面体
である。
もとの正多角形の正 3 角形の面には正 3 角形が、
正方形の面には正方形が、正 5 角形の面には正 5 角形が
でき、各辺に沿って切り落とす時にできる面は正方形で
ある。この条件からもとの正多面体の辺の長さと新しい
立体の辺の長さとの比が決まり、新しい頂点の座標が求

められる。
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小菱形 6-8 面体と小菱形 20-12 面体の切り口

立方体を切り落としてできる立体と、正 8 面体を切り
落としてできる立体はまったく同じ形であり、小菱形 6-8
面体と呼ばれる。同様に正 12 面体を切り落としてできる
立体と、正 20 面体を切り落としてできる立体はまったく
同じ形であり、小菱形 20-12 面体と呼ばれる。これを
VRML で表示した画面が Fig.9 である。正多面体の面上に
新しい頂点と新しい面（もとの面と同じ形）ができ、も
との正多面体の頂点を切り落としたあとに、新しい正多
角形（正 3 角形、正方形、正 5 角形）の面ができる。さ
らに辺に沿って切り落としてできる面は正方形になる。
これらのことから、面の構成データが作成できる。

立体と、正 20 面体を切り落としてできる立体はまったく
同じ形であり、大菱形 20-12 面体と呼ばれる。これを
VRML で表示した画面が Fig.11 である。正多面体の面上
に新しい頂点と新しい面（正 6 角形、正 8 角形、正 10 角
形）ができ、もとの正多面体の頂点を切り落としたあと
に、新しい正多角形（正 6 角形、正 8 角形、正 10 角形）
の面ができる。さらに辺に沿って切り落としてできる面
は正方形になる。これらのことから、面の構成データが
作成できる。
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Fig.11 大菱形 6-8 面体と大菱形 20-12 面体
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Fig.9

2.2.5 ねじれ立方体とねじれ 12 面体
立方体または正 12 面体の各面（正方形と正 5 角形）に
ついて、Fig.12 に示すように、面の中に面の中心を回転の
中心として回転させた新しい面を作る。もとの正多面体
の辺の両側にできた新しい 4 個の頂点を 2 つの正 3 角形
の面で結ぶ。さらに、もとの正多面体の頂点を切り落と
したあとに正 3 角形の面ができる。

小菱形 6-8 面体と小菱形 20-12 面体

2.2.4 大菱形 6-8 面体と大菱形 20-12 面体
正多面体の各面を Fig.10 に示すように、頂点と辺を切
り落としてできる立体が大菱形 6-8 面体と大菱形 20-12 面
体である。もとの正多角形の正 3 角形の面には正 6 角形
が、正方形の面には正 8 角形が、正 5 角形の面には正 10
角形ができる。各辺に沿って切り落とす時にできる面は
正方形である。この条件からもとの 正多面体の辺の長さ
と、新しい立体の辺の長さとの比が決まり、新しい頂点
の座標が求められる。
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Fig.12 ねじれ立方体とねじれ 12 面体の切り口
新しくできる面が正 3 角形であることから、もとの正
多面体の辺の長さと新しい立体の辺の長さとの比と、面
の回転の角度が決まる。
立方体を変形してできる立体をねじれ立方体と呼び正
12 面体を変形してできる立体をねじれ 12 面体と呼ぶ。ね
じれ立方体とねじれ 12 面体を Fig.13 に示す。もとの面に
対する新しい面の回転の向きにより鏡像関係にある 2 つ
の立体ができる。

正 5 角形の面

Fig.10 大菱形 6-8 面体と大菱形 20-12 面体の切り口
立方体を切り落としてできる立体と、正 8 面体を切り
落としてできる立体はまったく同じ形であり、大菱形 6-8
面体と呼ばれる。同様に正 12 面体を切り落としてできる

（立方体）
（立方体）
Fig.13 ねじれ立方体とねじれ 12 面体（続く）
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Fig.13 ねじれ立方体とねじれ 12 面体（続き）
3．多面体の VRML 表示
前章では、正多面体とアルキメデスの多面体の各頂点
の座標と面の構成データの求め方を示した。多面体の形
状や特徴、多面体間の相互関係等を分かりやすく手軽に
表現するには、 VRML が適している。
立体座標の VRML 化
VRML では多面体の頂点の三次元座標値と面の構成デ
ータを指定することにより、任意の方向から見た多面体
を仮想三次元空間上に表示できる。また、画面上に表示
された立体をブラウザソフトによりいろいろな視点から
表示し直して見ることができる。 Fig.14 に VRML で表示
したアルキメデスの多面体の一覧を示す。
3.1

切頭 4 面体
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ねじれ 12 面体
Fig.14 アルキメデスの多面体（続き）
立体の回転とアニメーション
前節の VRML コードにセンサーとインターポレータ
ーの機能を設定して、アルキメデスの多面体を自動的に
回転させて表示するアニメーションを作成した。 Fig.15
はねじれ 12 面体を回転させたものである。
3.2

切頭 8 面体

Fig.15 ねじれ 12 面体の回転
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4．おわりに
正多面体とアルキメデスの多面体について、その幾何
学的特徴や多面体間の相互関係を分かりやすく画面上に
表示することを目的として、 VRML コードを作成した。
この方法は、正多面体とアルキメデスの多面体に限らず、
立体の頂点の三次元座標と面を構成する頂点のデータを
作成できれば、いろいろな立体に応用し、その特徴を仮
想空間上に視覚的に示すことができる。
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This paper proposes the numerical method which visualizes Regular polyhedra and Archimedean polyhedra
used by VRML (Virtual Reality Modeling Language). VRML is an effective representing language for static and animated
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