
Surface Category

曲面は, 座標 (u, v)によってあらわされる空間 R2上の長方形から, 座
標 (x, y, z)による空間 R3への写像として, 記述される. 長方形は, 区間
[uMin, uMax]と [vMin, vMax]の積であり, 長方形の各点 (u, v)は, 座標
(x(u, v), y(u, v), z(u, v))の点 P に写される. 写像は, P の成分を uと vの
関数と 9個の大域的「パラメタ」aa, bb, cc, dd, ee, ff , gg, hh, iiによっ
て定義するパスカルの方法によって得られる. (例えば, 楕円体は三本の
準軸, aa, bb, ccに依存している.)

曲面を離散化すると, (u, v)空間の領域は, uMinから uMaxへかけて u

方向に uResolutionごとに位置する点と, vMinから vMaxへかけて v方
向に uResolutionごとに位置する点とをもつ格子に分けられる. この格子
は, (u, v)領域の長方形を, さらに小さな長方形に分割する. 曲面が「造ら
れる」とき, 写像 (u, v) 7→ (x, y, z)は, 各格子点に適用され, (u, v)空間の
小格子は (x, y, z)空間の「パッチ」と呼ばれる四辺形に移される. これら
のパッチを集めたものは, 実際, 三次元空間にはめ込まれた曲面を表現し
ている. (この離散化する過程の詳細は”View Help panel”の「Resolution

Factor」(分割要素)についての議論を参照のこと.)

曲線を「見る」ために, スクリーン上へのパッチの二次元射影を作る
ことが必要である. これをおこなうために, プログラムは (透視図法的に,

または正射影的に)各パッチを”View Point”から (”FocalLength(焦点の距
離)”)の距離だけ離れた平面 (”ImagePlane(像平面)”)に射影する. 像平面
は”ViewDirection”と呼ばれる方向に直交し, そのため, View Pointから
ViewDirectionにのびる線は, ”ImagePlaneCenter”と呼ばれる, View Point

からFocalLengthだけ離れた点で, 像平面と交わる. ImagePlaneCenterは
常に, Graphics Windowの中心にある. もちろん, 透視図法的な射影の中
心はView Pointである. Clip距離と呼ばれる距離があって, それは通常
FocalLengthの有理数倍 (ClipRatio)を設定する. また, あるパッチのど
んな頂点もClip平面 (View PointからClip距離だけはなれた像平面と平
行な平面)の裏側に存在するとき, またその時に限ってパッチは「切り取
られる」, つまり, 射影されない. さらに, もうひとつのデータが, パッ
チをコンピュータースクリーン上に置いてために必要である. それは, す
なわち, 像平面における距離と, モニター上の距離の関係である. これは,

”Graphic-Scale”と呼ばれる整数で定義され, 像平面上で単位長さあたり
のピクセルの数を与える. すなわち,標準の画面,解像度 72dpiで像平面の
単位長さの線分は, モニターではGraphic-scale/72インチの長さになる.
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(通常の縮尺の値は, ピクセルで画像画面の高さと幅の合計の十分の一に
なっている. これは, ウインドウの大きさにあわせて対象物を縮尺するの
に便利で, 縮尺の値は普通, 70から 100の間になる.) さて, 曲面をスク
リーンに映すのに, 最後にあとひとつ情報が必要になる. それは, 像平面
をモニターに表示する方向である.

初期値によると, パッチはView Pointからパッチの中心への距離で区
切られており, スクリーン上に遠い方から近い方へと順にえがかれている
(”Painter’s Algorithm”). (Painter’s Algorithmでは, はめ込み曲面の二重
点の線に沿うことに失敗するが, 適当な高解像度においてはそれほど深刻
な問題でない.) 初期設定では, パッチにはView Pointからのびる白い光
に照らされていて, 赤, 緑, 青の三色の光がそれぞれ別の方向からのびて
いる. この３色の明かりは実際の曲面の三次元の様子をわかりやすくする
ためのものだ. 明るさと, 各パッチの色はパッチにひいた法線と光のやっ
てくる方向のつくる角度の余弦に依存している.

都合上, パッチは透明にしておき, 曲面は金網でできていると見ること
にしよう. 前者と後者を切り替えるために, View menuから”Wire frame”

か”Patch”を選んでほしい.

Surface menuから特殊な曲面を選ぶと, ある初期パラメーター値によ
るバージョンが表示される. 曲面がパラメーターにどう依存しているの
か見るために, Action menuから”About this object”を選んでほしい. 次
に, 再び曲面を作る前に, Setting menuでパラメーターを変えてみよう.

プログラムは, 同じ族 (Setting menuから”Set Morphing...”を選んで設
定することができる)の二曲面間を線形的に書き換えることができる. ”

モーフィング” でのステップの回数は映写スライドのフレームの数であ
り, これもセットできる整数である. 映写スライドを再生させると, 最初
の曲面と最後の曲面の間で曲面がだんだんと変化していく「動き」を見
ることができる. また, 曲面を空間内で回転させて映写スライドを作るこ
ともでき, その動きを再生させることも可能である. これは, 曲面の三次
元的な性質を見るという大変よい錯視を与える. 論より証拠とばかりに,

スクリーン上で曲面をマウスでドラッグして回転させることが簡単であ
る. 片方のレンズが赤でもう片方が緑の眼鏡を使うことで, 動きをステレ
オヴィジョンでよりリアルに見ることができる. (View Menuでステレオ
ヴィジョン, モノヴィジョンの切り替えができる.)

Surfaces menuのUser Defined...のアイテムのひとつを選ぶことで, 曲
面のひとつを定義することができる. このとき二つの曲面変数 u, vと９個
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のパラメーター aa, bb, ..., iiを含む代数式を作ることを可能にするダイア
ログが現れる. 代数式がちゃんと定義された式だと確かめるために, ある
チェックがなされてはいるのだが,他の,例えばゼロで割ってしまうなどの
記述できない結果になってしまうような間違いを避けるように, 気を付け
なければならない. 式を作るのに混乱してわけがわからなくなってしまっ
たら, Default buttonを押して元の値にリセットしよう. 式の変更を終え
たら, Create ボタンを押すと曲面をすぐ作ることができる. Setting menu

で設定を変える場合には OKボタンを押し, 設定を変えてから, Surface

menuの”Create”を選べばよい. 関数 f(x, y)のグラフを描きたいとき, つ
まり, z = f(x, Y )の曲面を表示したいときには, パラメーターによる等式
P.x = u,P.y = v,P.z = f(u, v)を使えるということに注意してほしい.

User Definedの曲面では, ルーチンを解析, 評価するDavid Eckの式を
使う. 式には演算子「+, −, ∗, /, ↑」と, 以下のよく利用する組み込まれ
た関数, sin, cos, tan, cot, csc, sec, sinh, cosh, tanh, coth, arcsin, arccos,

arctan, arccot, exp, ln, sprt, cubert, abs, round, trunc,そして, 三個の
Jacobi楕円関数 sn, cn, dnを使うことができる.

パラメーターによる曲面を作ると, Action menuの Show Parallel Sur-

faces menu のアイテムが選択できるようになっていると思う. それを選
ぶと, まず, 二つの焦点集合が表示され, それから平行曲面が与えられた
曲面に移動するアニメーションが見られる. (すなわち, 平行曲面は与え
られた曲面の法面方向に, ある距離だけ離れているのである.) アニメー
ションの間, シフトキーを押しつづけることで, それを離すまで焦点の組
を表示しつづけることができる. (平行曲面は, 焦点集合と交わっている
ところで, 特異点集合になる.) 右矢印キーを押すと, アニメーションの動
きは速くなり, 左矢印を押すと遅くなる. 上矢印を押すと, アニメーショ
ンの方向を逆転させることができる.

（翻訳：TS, 監訳：KM）
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