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Abstract  In this review, we report a state of an approach: application of polyhedron geometry to description of skeletal 

structures of radiolarian.  Some kinds of radiolarian skeleton can be approximated as convex polyhedrons.  In such cases, pore 

frames and bars of radiolarian skeletons can be regarded as faces and edges of polyhedrons, respectively.  We introduce two 

useful theorems: the Euler's polyhedron theorem and the Steinitz' one.  By applying the Euler's polyhedron theorem, the 

numbers of edges and vertices can be described by the number of faces if all vertices are degree of three.  According to Steiniz' 

theorem, its structure can be illustrated using a planer graph.  We summarize the applications of two tools: Zome system and 

modular origami.  The tools enable us to reconstruct the 3D structures of the skeletal structures from planer graphs.  We also 

introduce an estimation method for frequency distribution of polygons on the surface of spherical radiolarian skeletons.   
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はじめに 

 本レビュー論文では放散虫の骨格構造を考える上

での多面体幾何学の利用方法を紹介する．放散虫の

骨格はトムソン(Thompson, 1961)の時代から幾何学

的な立場からも注目されてきたが，積極的に幾何学

を用いた研究はそれほど増えてはいない．その理由

のひとつに，どのような幾何学的知見が骨格構造に

応用できるのかについて不明な点が多いことが考え

られる．ここでは，筆者らが行ってきた研究をもと

に，放散虫の研究において有用であると考えられる

多面体幾何学の知見について紹介する． 

 幾何学の放散虫骨格への応用は，本論文で紹介す

る以上に広範囲に渡ると思われる．例えば， 

Callimitra の骨格構造は古くからプラトー問題（極

小 表 面 問 題 ） と の 関 係 が 指 摘 さ れ て い る

（Thompson, 1961）．また Mirifusus の骨格構造が時

間の経過とともに幾何学的に整ったものになってい

くことは，力学的な視点から見た最適化であること

も示されている（吉野ほか, 2009）．放散虫の形状

の記載に数学的な手法を取り入れていくことで，こ

のような問題に取り組む手法も進んでいくことが期

待される． 

 

三次元の多面体幾何学と放散虫の骨格 

 

多面体幾何学の基礎 

 多面体幾何学（polyhedron geometry）とは  次元

の立体についての幾何学である．研究の中心は凸多

面体と呼ばれる多面体についてである．「凸領域」

とは「その領域に含まれる２点を結ぶ線上にある点

が常にその領域に含まれるような領域」を言う．す

なわち，凸であるとは凹みがないことを意味してい

る． 

 規則的な三次元凸多面体（正多面体，準正多面体） 

 

 

Fig. 1. Illustrations of Platonic polyhedrons. 

についてはギリシャ時代からその記録が残っている．

Fig. 1 に，規則的な凸面体の例としてプラトンの正

多面体と呼ばれる多面体を示した．プラトンの正多

面体は「すべての面およびすべての頂点が正則であ

る凸多面体」と定義されている（Coxeter, 1969 また

は Fejes Tóth, 1972）．「正則」であるということはす

べての頂点（面）が同じ回転対称性をもつことを意

味している． Fig. 1に示したように，プラトンの正

多面体は，正四面体，正六面体（立方体），正八面

体，正十二面体，そして，正二十面体の 5種類であ

る．放散虫についてこれらの形状そのものであるも

のはないが，円石藻には正十二面体の形を持つもの

がある． 

 プラトンの正多面体ほど条件が厳しくない多面体

として，アルキメデスの準正多面体がある．アルキ

メデスの準正多面体は「各面は正多角形であり，頂

点は合同であるが正則ではない凸多面体」である

（Coxeter, 1969 または Fejes Tóth, 1972）．アルキメ

デス多面体のひとつに，Fig. 2 で示したような切頂

二十面体がある．この形は古くからサッカーボール

の形として知られている．炭素原子がこの頂点上に

ある構造をもつ炭素化合物が C60 である．  

 多面体の頂点の性質を表す量のひとつに次数（頂

点次数）がある．これは，頂点と隣接する辺の数，

すなわち，その頂点を構成する辺（面）の数である．

前述の正多面体や準正多面体では，すべての頂点が

同じ次数をもつが，一般的には頂点ごとに次数が違

っていてよい．おそらく構造的な理由からと考えら 

 

 

Fig. 2.  An example of Archimedean polyhedrons (Truncated  

            icosahedron). 
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れるが，自然界で観察される剛構造（力を加えても

ほとんど変形しない構造）で見られる頂点の多くは

3次である． 

 一部の放散虫は骨格構造を多面体（凸多面体）に

近似することが可能である．殻孔枠（pore frame）

を面（face, facet）に， 骨格（bar）を辺（edge）に，

そして，骨格が集まる点を頂点（vertex）に見たて

る．この「見たて」によって，一部の放散虫骨格の

構造を表現するときに多面体幾何学の知見を適用す

ることができるようになる．また，以下の例でも示

されるように，構造の一部を凸多面体と見たてる場

合もある．更に，もとの構造が凸ではなくても球面

に対する写像が１対１対応していれば問題なく多面

体幾何学の知識を用いることができる．表面に現れ

る構造だけを考える場合には三次元の凸多面体の幾

何学を用いる．  

 本論文では深く追求しないが多面体を考える上で

は，「双対」という考え方が重要である．双対図形

とは，もとの図形について頂点を面に面を頂点に変

換する操作を行って得られる新しい図形である．

Fig. 3 に双対な関係の例を示した．双対変換では，

頂点を切りとって面を作り，これまで面であった部

分を頂点に変える．従って，もとの多面体とその双

対多面体では頂点数と面数が入れかわっている．辺

数には変化がない．例えば正十二面体と正二十面体

は相対の関係にある．この概念を放散虫骨格に適用

した例として，Yoshino et al. (2012) におけるシミュ

レーションを挙げておく． 

 ここでは有用なふたつの定理を紹介する．ひとつ

は，オイラーの多面体定理（Euler's polyhedron 

theorem）と呼ばれるもので，凸多面体の頂点数・ 

 

 

Fig. 3. Examples of dual polyhedrons. 

辺数・面数の関係式である．もうひとつは，シュタ

イニッツの定理（Steinitz' theorem）と呼ばれるもの

で，三次元凸多面体が平面グラフにできることを保

証するものである．以下では，これらの定理の数学

的な記述（例えば証明）ではなく，どのように応用

するのかを紹介する． 

 

オイラーの多面体定理 

 オイラーの多面体定理（Euler's polyhedron theorem）

とは，三次元凸多面体についての以下の関係式を言

う（Coxeter, 1969 または Fejes Tóth, 1972）． 

𝑉 + 𝐹 = 𝐸 + 2 

ここで， 𝑉 は頂点の個数， 𝐹 は面の個数， 𝐸 は

辺の個数である．三次元空間で凸多面体を構成する

立体は必ずこの関係を満たす．すなわち，三次元凸

多面体はその頂点数・辺数・面数の組み合わせを自

由に選ぶことはできない．この定理は凸多面体を作

るときの必要条件であることに注意する．すなわち，

この定理を満たす関係が存在しても，実際にその多

面体を作ることができるとは限らない．この定理の

簡単な例として立方体を考える．頂点の数は 8，辺

の数は 12，面の数は 6 であり，オイラーの多面体

定理は 8 + 6 = 12 + 2 となる．この定理自体が凸

多面体を作るためのひとつの束縛条件であるが，以

下に述べる条件が与えられると，凸多面体の構造は

さらに限られたものになる． 

 オイラーの多面体定理を放散虫の骨格に応用する

ことを考える．次のふたつの特徴を持つ放散虫の骨

格（殻孔枠）を対象とする．A) 凸多面体に近似で

きる（凹みがない）．B) ３次の頂点で構成されてい

る（すべての頂点は三本の辺が集まって作られてい

る）．これらふたつの特徴は多くの放散虫について

適用できるものである．これらの条件が満たされる

場合，殻孔の数を 𝑛 と置くと頂点の数は 2(𝑛 − 2)，

辺の数は 3(𝑛 − 2) とまとめられる．すなわち，殻

孔の数が与えられると，自動的に辺の数と頂点の数

は決まる．頂点の数を推定したい場合には，殻孔の

数がわかればよい．Fig. 2 に示した切頂 20 面体は

12個の正 5角形と 20個の正 6角形の合計 32個の面

で構成されている．頂点数は 60，辺数は 90でオ 

duality
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Table 1. Number of polygons of convex polyhedron under the assumption of vertices of degree of three. 

Number of 

quadrangles 

Number of 

pentagons 
Number of hexagons 

Number of 

heptagons 

0 12 𝑛 − 12 0 
0 12 + 𝑎 𝑛 − 12 − 2𝑎 𝑎 
𝑏 12 + 𝑎 − 2𝑏 𝑛 − 12 − 2𝑎 + 𝑏 𝑎 

 

 

イラーの多面体定理に従っていることも確認できる． 

 注意すべき点として，オイラーの多面体定理は対

称性とは全く関係ないことが挙げられる．どの多角

形がどこにあっても構わない．逆にいえば，オイラ

ーの多面体定理からは，具体的な構造に関する情報

を得ることはできない．面数が 32 の場合，準正多

面体には対称性が要求されるので Fig. 2 のように形

が限定されるが，これ以外の面の配置方法があって

もよい． 

 さらに，「3 次の頂点のみの多面体」という特徴

を持つ骨格構造について，どのような多角形が何個

あるのかという問題を考えてみる．多角形の数は

Table 1のようにまとめられる．5角形と 6角形のみ

で構成される多面体（骨格）の場合，5 角形は 12

と固定されており，6 角形の数は面の総数から 12

を引いた数となる．これは正 6角形を規則的に並べ

ると平面を覆いつくすことができることを思い出す

と理解しやすい．12 個の 5 角形は，6 角形を敷き詰

めた平面を曲げる役割があると解釈することができ

る．頂点数（辺数）の多い多角形を使うとその分だ

け頂点数の少ない多角形も使わねばならなくなる．

そして，それらの数だけ 6角形の数は少なくなる． 

 

シュタイニッツの定理 

 シュタイニッツの定理（Steinitz' theorem）は「任

したがって連結である」というものである（Ziegler, 

1995）．これを，厳密さが失われるがわかりやすい

言葉で表すと，「凸多面体の頂点と辺の関係は辺を

交わらせることなく平面に潰して表現することがで

きる」となるだろう．この平面に潰して表した関係

を平面グラフもしくはシュレーゲル図という．Fig. 

4 に多面体とその平面グラフの対応関係の例を挙げ

る． 

 平面グラフを用いることの意義はふたつある．ひ

とつは平面上で多面体の構造が記述できることであ 

り，もうひとつは平面上に書かれているために情報

の伝達が容易であることである．これまでの放散虫

骨格の表現は SEM 画像によるものであったために，

一方向からの二次元情報のみであった．これは，見

えない部分を類推することしかできないため，骨組

の正しい連結構造や殻孔の正しい数などの情報を伝

えることは困難である．しかし，後述のように，放

散虫の骨格構造は三次元データとして得られるよう

になってきている．その三次元情報を表現する手法

のひとつとして，平面グラフによる表現は有効であ

ろう． 

 平面グラフを用いる上で注意すべきことが 2点あ

る．ひとつは面の形が潰れてもとの形とは異なるも

のになること，もうひとつは外枠もまた面であるこ

とである．Fig. 4 に示したように，正四面体は 3 次

の頂点と 4つの正三角形で構成されている．これを

平面グラフにすることで，外枠の三角形の中に 3個

の潰れた三角形があらわれる．  

 シュタイニッツの定理の応用として，マイクロ X

線 CT によって得られた画像から作られた 

Pantanellium の模型をもとに，その骨格構造を平面

グラフで表現する手順について説明する（Matsuoka 

et al., 2012）．この試みは最近に始められたものなの

で，まだ幾つかの曖昧な部分が残されている．その 

 

 

Fig. 4. Examples of planer graphs.  (a) tetrahedron, (b) cube. 

(a) (b)
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意の 3-多面体 P の実現空間 P  は可縮であり,
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Fig. 5. Examples of STL image and 3D model of same sample  

              data.  (a) STL image and (b) 3D model. 

 

ため，ここでの記述は「現状を紹介しているもの」

と見なすべきである．シュタイニッツの定理から凸

多面体が平面グラフで記述できることは保証されて

いる．従って，放散虫の骨格が凸多面体に近似でき

るのであれば，その構造は平面グラフで表すことが

できる． 

 Pantanellium 模型の作製方法の概要は以下のとお

りである．はじめに X線マイクロ CTを用いてサン

プルの撮影を行う．サンプルを撮影台に載せて，一

定の角度だけ回転させてから X 線撮影を行うこと

を回転角が 180度になるまで繰り返す．得られたた

くさんの画像からその三次元構造を再構成する．構

成された構造を STL データ（三次元 CAD のための

データ）に変換して構造の情報を保存する．最後に，

各種の三次元プリンターを用いて STL データから

三 次 元 模 型 を 製 作 す る ． Fig. 5 に 我 々 が 

Pantanellium 1 号と呼んでいるサンプルの STL デー

タをもとに作られた画像とその模型を示した．この

模型は樹脂で作られているが，他にも石膏や別の種

類の樹脂を用いることもある．  

 Pantanellium の骨格は主棘を無視すると凸多面体

に近似できるので，ここまでで述べてきた手法を適

用することができる．これまでに，SEM による観

察から約 25 個の殻孔で構成されていることが知ら

れていた．また，例外があるものの，ほとんど場合

について殻孔は 5角形と 6角形のみで構成されてい

る．しかし，その構造の詳細は，三次元データを取

得する方法がなかったために， Matsuoka et al. 

(2012) による報告までは説明がなされていなかっ

た．この報告で示された Pantanellium の平面グラフ

を Fig. 6 に示す．グラフでは 5角形の位置が明ら 

 

Fig. 6. Planer graphs of Pantanellium No. 1 (after Matsuoka et al., 

2012). 

 

かになっている．そして，その数がオイラーの多面

体定理から予想される 12 個であることも簡単に確

かめられる．さらに主棘の位置を白丸で表示するこ

とで構造の情報を追加している．これまで 4個体に

ついて平面グラフ化が終了しているが，ここでの目

的は骨格構造の幾何学的な記述が目的なので，

（我々が 1号と呼んでいる）最初に作られた模型と

その平面グラフのみを示した．  

 

平面グラフから骨格構造を再現する 

 

 この節では，これまでとは逆の問題，すなわち

「平面グラフから骨格構造を再現すること」につい

て検討する．ここで検討するのは，正多面体を作る

ための科学おもちゃゾムツールを用いる方法と，モ

ジュラー折り紙を用いる方法である．STL データを

もとにした積層造形法は主観を入れずに実物の放散

虫骨格を拡大しているので，放散虫の骨格を確認す

るために最良の方法である．しかし現在のところ，

この方法は高価な装置が必要であり，一般的である

とは言い難い．そのため，平面グラフを用いて記述

される骨格を安価に再現できる手法を確立すること

には意義がある． 

 

ゾムツール 

 ゾムツールは，ノードと呼ばれる直径約 18 mm  
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Fig. 7.  Basic parts of Zome system.  (a) nodes, (b) struts. 

 

の ABS 樹脂製のボール（Fig. 7a）に，数種類の長

さと断面をもったストラットと呼ばれる ABS 樹脂

製の棒（Fig. 7b）を差し込んでワイヤー・フレーム

を構築する科学おもちゃである（Hildebrandt, 2005）．  

ノードには正 3角形・長方形・正 5角形の形をした

合計 62 個の穴があり，ここに各色のストラットを

差し込む．差し込むストラットの色は，ストラット

の形（断面の形）によって決まっており，黄（正 3

角形，穴の数は 20）， 青（長方形，穴の数は 30），

赤・緑（正 5 角形，穴の数は 12）の各色が存在す

る．ゾムツールは対称性のよい多面体の模型を製作

することを目的としたものなので，対称性があまり

良くない凸多面体に対してどの程度まで応用できる

のかは現在のところ不明である．ノード形状による

制限とストラットの長さの制限のために（これがゾ

ムツールの長所でもあるが）すべての形状が可能と

いうわけではない． 

 Fig. 6 で示した平面グラフで表現された

Pantanellium の骨格構造をゾムツールで再構築した．

結果を Fig. 8 に示す．Fig. 8(a) は使用するストラッ

トの情報を含んだ設計図であり，Fig. 8(b) は設計図

に従って作成した模型である．設計図では，赤いス

トラットに相当する部分を細実線で，青いストラッ

トに相当する部分を太破線で表している．

Pantanellium の骨格は正多角形ではないので，スト

ラットの長さとノードの位置制限に対応する方法と

してはストラットを曲げる以外に方法はない．従っ

て，正多角形から歪めば歪むほどストラットの曲が

りは大きくなる．今回の場合には最も長いストラッ

トを使うことで Pantanellium の骨組を再現すること

に成功したものの，個々のストラットにはたわみが

生じているのが見える．今回は長いストラットを用

いたために，主棘をつける遊びを入れる余裕ができ 

Fig. 8. Planer graph  and Zome of  the Pantanellium specimen  

                No.1. 

 

た． 

 

モジュラー折り紙 

 同じ形をしたパーツを連結させて形を構築する折 

り紙は「モジュラー折り紙」と呼ばれている（例え

ば，布施，2005）．インターネット上の記事（Make 

Japan, 2010）にはモジュラー折り紙による炭素化合

物 C70 の模型が掲載されている．12 個の正 5 角形

と 25 個の正 6 角形からなる C70 を折り紙で構成す

ることが可能ならば，12 個の「ほぼ正 5 角形」と

15 個の「ほぼ正 6 角形」で構築されている骨格は

再現できるはずである．そこで前述の Pantanellium

の平面グラフ（Fig. 6）について，モジュラー折り

紙による再現を試みた． 

 Pantanellium の骨格（主棘を除く）はモジュラー

折り紙で再現することができる． おそらく多くの

球形放散虫の骨格は折り紙で構成することができる

だろう．ほとんど予備知識のない文系の学生に平面

グラフ（ Fig. 6 ）を設計図として与えて， 

Pantanellium の外殻の構造を作ってもらった．使用

した折り紙は市販されているもので，1 辺の長さは

15.0 cm である．一枚の紙からふたつのモジュール

を作成することができる．モジュールは辺の数だけ

必要なので，今回の場合には 75 個のモジュールを

使用した．辺の数はオイラーの多面体定理から 

3(27 − 2) = 75 と計算できる．完成した模型を 

Fig. 9 に示す．モジュールの作り方とグラフの見方

を確認したあとで，作業を任せたところ特に問題な

く完成することができた．このことは，平面グラフ

の読み方さえわかれば，Pantanellium の骨格は折り

紙でも再現できることを示すものだろう． 

(a) (b)
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多面体幾何学の放散虫骨格構造への応用 

 

Fig. 9. Modular origami of skeletal structures constructed from  

            planer graph of Fig. 6. 

 

二次元画像からの幾何情報の推定 

 

 骨格の幾何学的な特徴をどのようにして得れば良

いのかは大きな問題である．前述のような X 線マ

イクロ CT 技術と積層造形法によって拡大模型を得

る方法が最良ではあるが，その環境を構築すること

はなかなか難しい．二次元画像から三次元構造全体

（もしくはその一部）を推定することは重要な問題

である．試みのひとつとして二次元データから三次

元データを推定する最近行ったアプローチを紹介す

る． 

 球形の放散虫の SEM 画像をもとに，その表面の

多角形頻度分布を推定した例を紹介する（Yoshino 

et al., 2012）．これは骨格の構造が一様だろうと仮定

し，一部分の分布情報から全体を推定するものであ

る．その手順を Fig. 10 に示した．画像は

Cyrtidosphaera reticulata Haeckel であり，スケールは 

50 μmである． 

 

 

Fig. 10.  An example of procedure obtaining frequency 

distribution of polygons on the surface of spherical 

radiolarian skeleton.  Scale bar denotes 50 μm (after 

Yoshino et al.,  2012). 

 

Fig. 11. Estimated polygon frequency distribution of a spherical 

radiolarian skeleton (after Yoshino et al.,  2012). 

 

 この画像に対して次に示した 4つのステップを経

て殻孔を作る多角形の頻度分布を推定した．(a)球

形に合致する円を描く（Fig. 10a）．(b)多角形の分布

がつかめる部分だけを囲む同心円を描く（Fig. 10b）．

このとき，もとの円との半径比を 𝜉とおく（0 <

𝜉 < 1）．(c)内側の円に含まれる多角形の分布を抽出

する（Fig. 10c）．(d)頻度分布を表面積比倍する．す

なわち，1 − √1 − 𝜉2 を乗じる．ステップ(d)で用

いた乗数は，単位球面上の半径 𝜉 の球帽（spherical 

cap）の表面積に相当するものである．この手順を

行なって得られた頻度分布を Fig. 11 に示した．殻

孔の総数の推定値は 1540であった． 

 このようにして得られた頻度分布の正当性を確認

するために，再びオイラーの多面体定理を用いる．

ひとつの方法は，5 角形と 6 角形のみで構成されて

いる凸多面体の場合で，この場合には 5角形の推定

個数が 12 に近いことが頻度分布の正当性を保証す

る．もうひとつの手法は以下のとおりである．再び，

骨格が凸多面体で近似でき，すべての頂点が 3次で

ある仮定する．このとき，オイラーの多面体定理か

ら， 

1

6
∑ 𝑖

∞

𝑖=3

𝑃𝑖 −
2

𝑛
= 1 

という等式が導ける．ここで は殻孔の総数であり，

𝑃𝑖 は 𝑖 角形の出現割合である．このとき，左辺の

値を推定された頻度分布から求め，その値が 1に近

(a) (b) (c) (d)
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いことで分布に正当性が確かめられる． 

 上記の確認手法を用いて Fig. 11 の頻度分布の妥

当性を評価してみると，左辺値は 0.998 となること

がわかった．１に極めて近いことは，頻度分布の推

定結果が幾何学的に矛盾していないことを示してい

る．  

 

まとめと議論 

 放散虫研究に多面体の幾何学を用いる方法につい

て，その概要を示した．その骨子は凸多面体に近似

できる形ならば，1)頂点数，辺数，面数の関係が明

確であること，および，2)さらに，3 次の頂点とい

う条件が満たされれば，その構造は平面グラフにで

きることである．これらについて， Pantanellium の

模型をもとに具体的な応用例を示した．また，骨格

構造を平面グラフ化した結果から，逆に三次元構造

を再現する試みについても示した．球形の放散虫に

ついて，表面を覆う多角形の頻度分布を求める方法

も示した． 

 四次元の多面体幾何学も放散虫の骨格構造に応用

できる可能性を秘めている．これは，四次元に拡張

されたオイラーの多面体定理と，中心投影と呼ばれ

る四次元構造を三次元に投影する方法のひとつを組

み合わせることによって行えると考えられる（中心

投影とは，ある点から「放射状」に光を放って壁に

あたる絵を見ることと考えると「放散虫」との相性

の良さが想像できるかもしれない）．筆者らはこの

手法を用いることで骨格内部の構造について更なる

束縛条件を設定することができるだろうと考えてい

る．  

 平面グラフを作成する上で特に重要な問題は，

「どの部分をグラフの中心にするのか」である．ひ

とつの方法は特徴的な方向を中心にグラフを作成す

ることである．しかし，この定義だけでは曖昧さが

残ってしまう．また，球形に近い種の場合は，特徴

的な方向がはっきりしないことも考えられる．特徴

的な方向に相当するのが，頂点の場合と面の場合が

ある（辺の場合もあるかもしれない）．さらに，中

心と上下（もしくは左右）をどのように選ぶのかは

これからの議論によることになるだろう．  

 Pantanellium 骨格の場合について，この問題に対

して行った方策は以下のようにまとめられる． 

Pantanellium の場合には二本のほぼ同一直線上にあ

り逆向きの主棘があるので，この向きを特徴的な方

向とみなすべきだろう．実際には，本論文ではこの

向きを中心にするのではなく，この向きに直交する

方向にある多角形を中心にした．主棘は頂点を作る

ので，正面と背面に多角形がないためである．主棘

以外の外層殻を球に見たて，主棘が示す方向にある

頂点（外層殻と主棘の連結部分の中心）を球の極と

みなし，その極に対する赤道にある多角形を中心に

平面グラフを描いた．しかしこの方法を用いても赤

道上のどの多角形を中心にするのかという曖昧さが

残っている． 

 今回示した平面グラフからの三次元模型構築方法

は，もとの形が球形に近く，すべての辺がほぼ同じ

長さのものに限られる．どの程度の長さの違いまで

対応できるかは不明である． 
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