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１．緒言 
本研究は，「如何にして学習者を深い学びに
導けるか？」という問いに対して，知的好奇
心の喚起とアクティブ・ラーニング（AL）の
2つの手法を組み合わせて実証を試みる。知
的好奇心の喚起は，クラインの壺をテーマに
した学習で実現する。AL は，ゼミ形式の 4
年次学科横断科目「リベラルアーツ特論」で
の協同学習で実践する。クラインの壺の作成
や，3次元下で埋め込み不可能である理由等
の課題に挑み，その学習成果を報告する。 
 
２．オイラー数による比較 
球、トーラス、クラインのオイラー数をそれ
ぞれ求めた。その結果、球の場合は球を多面
体と見れるのでオイラー数は 2 であると考
えられる。トーラスの場合、向き付け可能な
閉曲面かつ穴の空いた閉曲面であるため n=
穴の数としたときオイラー数=2－2n とおけ
る。よってトーラスのオイラー数は n=1 よ
り 0と考えられる。クラインの壺の場合、向
き付け不可能な閉曲面であるため、オイラー
数は含まれるメビウスの帯の個数を s とし
たとき 2－s で求められる。なのでクライン
の壺のオイラー数は s=2 で 0 であり、同じ
オイラー数であるトーラスとの関係を窺わ
せるものがある。 
 
３．曲率による比較 
ガウス曲率とは曲面の曲がり具合を指し、 
K= κ 1 κ2と定義される。ここに 示され
るκ1 と κ2 は主曲率である。また、曲線
S 上の点 P に対するガウス曲率 K は、曲線
S の第 1 基本量及び第 2 基本量を用いて、
K=LN－M2/EG－F2と表すことが出来る。こ
れを算出すると、球のガウス曲率は 
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となる。また、トーラスは曲面上でガウス曲
率を連続的に足していけば一定の値になる。
よってトーラスは、正の曲率と負の曲率が打
ち消しあって、全体として０になると考えら

れる。 
同様にして、クラインの壺のガウス曲率は０
になる。その他、2人乗りの浮き輪のような
形、射影平面などは図１、２のようになる。 

 
図１ 球・トーラス等のオイラー標数と全曲率 
   の符号 
 
 

 
図２ 射影平面・クラインの壺等のオイラー 
   標数と全曲率の符号 
 
 
４．クラインの壺の作成および不可能性の確認 
3次元下のクラインの壺には必ず交わり（特
異点）がある。実際に表すと図６〜図７に示
す作成した壺の交わりの部分のことである。
この原因としては、SOLIDWORKS での作
成の際、交わり部分には平面を作り自己交差
をさせることで作成したことが原因に挙げ
られる。しかし、3次元下でクラインの壺を
作成する際必ず交わる部分には自己交差が
発生する。この様な理由から 3次元下におい
てクラインの壺は作成不可能だということ
だ。一方で、クラインの壺は 4次元空間、曲
率を 0とすれば 5次元では作成可能になる。

オイラー標数 2 0 -2

全曲率 正 0 負

曲面 M1 M2 M3

オイラー標数 2 0 -2

全曲率 正 0 負

メビウスの輪
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これらの空間であれば曲面上で交わること
がないからだ。例えば 4次元空間の場合、特
異点をイソトピー変形を行うことで取り払
うことが出来る。 
 

 
左：図３ 作成用設計図 
右：図４ 完成概形 
 
 

 
図５ 作成に用いた 3Dプリンタ 
 
 

 
図６ 完成した壺の断面図 
 

 
図７ 重ね合わせたもの 
 
５．結論 
本稿では 3 次元化におけるクラインの壺の
作成及び解析について述べた。クラインの壺
はトポロジーの分野中でも比興なテーマの
ひとつと言える。クラインの壺の作成につい
て結果は判明していたが、解析を通してクラ
インの壺の 3 次元空間内における曲率の関
係性を図示することが出来た。クラインの壺
は疾うに作成不可能という結論が出されて
いる研究だが、実際に作成を試みることで曲
率がどのように 3 次元空間内に影響してい
るかを新たに学習することができた。以上の
ことからクラインの壺の解析は有意義な研
究だったと言えるだろう。 
 
６．今後の課題 
三次元下で作成不可能な図形のなかにはク
ラインの壺のように四次元下で作成できる
ものもあれば錯視を用いた二次元下でのみ
作成可能なものもある。今回の活動で我々は
三次元より高次元の図形について調べたた
め今後の活動で二次元下の図形について調
べていきたい。 
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本研究は，「如何にして学習者を深い学びに導ける
か？」という問いに対して，知的好奇心の喚起とア
クティブ・ラーニング（AL）の2つの手法を組み合わ
せて実証を試みる。知的好奇心の喚起は，クライン
の壺をテーマにした学習で実現する。ALは，ゼミ形
式の4年次学科横断科目「リベラルアーツ特論」での
協同学習で実践する。クラインの壺の作成や，3次元
下で埋め込み不可能である理由等の課題に挑み，そ
の学習成果を報告する。

1. 緒言

球、トーラス、クラインのオイラー数をそれぞれ求
めた。その結果、球の場合は球を多面体と見れるの
でオイラー数は2であると考えられる。トーラスの
場合、向き付け可能な閉曲面かつ穴の空いた閉曲面
であるためn=穴の数としたときオイラー数=2－2nと
おける。よってトーラスのオイラー数はn=1より0と
考えられる。クラインの壺の場合、向き付け不可能
な閉曲面であるため、オイラー数は含まれるメビウ
スの帯の個数をsとしたとき2－sで求められる。な
のでクラインの壺のオイラー数はs=2で0であり、同
じオイラー数であるトーラスと何かしらの関係があ
るかもしれない。

2. オイラー数による比較

本稿では3次元化におけるクラインの壺の作成及び解析に
ついて述べた。クラインの壺はトポロジーの分野中でも
比興なテーマのひとつと言える。クラインの壺の作成に
ついて結果は判明していたが、解析を通してクラインの
壺の3次元空間内における曲率の関係性を図示することが
出来た。クラインの壺は疾うに作成不可能という結論が
出されている研究だが、実際に作成を試みることで曲率
がどのように3次元空間内に影響しているかを新たに学習
することができた。以上のことからクラインの壺の解析
は有意義な研究だったと言えるだろう。

5. 結論

三次元下で作成不可能な図形のなかにはク
ラインの壺のように四次元下で作成できる
ものもあれば錯視を用いた二次元下でのみ
作成可能なものもある。今回の活動で我々
は三次元より高次元の図形について調べた
ため今後の活動で二次元下の図形について
調べていきたい。

6．今後の課題

ガウス曲率とは曲面の曲がり具
合を指し、
K= κ 1 κ2と定義される。ここに
示されるκ1 と κ2 は主曲率であ
る。また、曲線S上の点Pに対す
るガウス曲率Kは、曲線Sの第1
基本量及び第2基本量を用いて、
K=LN－M2/EG－F2と表すこと
が出来る。これを算出すると、
球のガウス曲率は
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となる。また、トーラスは曲面
上でガウス曲率を連続的に足し
ていけば一定の値になる。よっ
てトーラスは、正の曲率と負の
曲率が打ち消しあって、全体と
して０になると考えられる。
同様にして、クラインの壺のガ
ウス曲率は０になる。その他、2
人乗りの浮き輪のような形、射
影平面などは図１、２のように
なる。

3. 曲率による比較

3次元下のクラインの壺には必ず交わり
（特異点）がある。実際に表すと図６〜図
７に示す作成した壺の交わりの部分のこと
で あ る 。 こ の 原 因 と し て は 、
SOLIDWORKSでの作成の際、交わり部
分には平面を作り自己交差をさせることで
作成したことが原因に挙げられる。しかし、
3次元下でクラインの壺を作成する際必ず
交わる部分には自己交差が発生する。この
様な理由から3次元下においてクラインの
壺は作成不可能だということだ。一方で、
クラインの壺は4次元空間、曲率を0とす
れば5次元では作成可能になる。これらの
空間であれば曲面上で交わることがないか
らだ。例えば4次元空間の場合、特異点を
イソトピー変形を行うことで取り払うこと
が出来る。

4．クラインの壺の作成
及び不可能性の確認
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球、トーラス、クラインのオイラー数をそれぞれ求
めた。その結果、球の場合は球を多面体と見れるの
でオイラー数は2であると考えられる。トーラスの
場合、向き付け可能な閉曲面かつ穴の空いた閉曲面
であるためn=穴の数としたときオイラー数=2－2nと
おける。よってトーラスのオイラー数はn=1より0と
考えられる。クラインの壺の場合、向き付け不可能
な閉曲面であるため、オイラー数は含まれるメビウ
スの帯の個数をsとしたとき2－sで求められる。な
のでクラインの壺のオイラー数はs=2で0であり、同
じオイラー数であるトーラスと何かしらの関係があ
るかもしれない。

本研究は，「如何にして学習者を深い学びに導ける
か？」という問いに対して，知的好奇心の喚起とア
クティブ・ラーニング（AL）の2つの手法を組み合わ
せて実証を試みる。知的好奇心の喚起は，クライン
の壺をテーマにした学習で実現する。ALは，ゼミ形
式の4年次学科横断科目「リベラルアーツ特論」での
協同学習で実践する。クラインの壺の作成や，3次元
下で埋め込み不可能である理由等の課題に挑み，そ
の学習成果を報告する。

2． オイラー数による比較

3次元下のクラインの壺には必ず交わ
り（特異点）がある。実際に表すと
右に示す作成した壺の交わりの部分
のことである。この原因としては、
SOLIDWORKSでの作成の際、交わり部
分には平面を作り自己交差をさせる
ことで作成したことが原因に挙げら
れる。しかし、3次元下でクラインの
壺を作成する際必ず交わる部分には
自己交差が発生する。この様な理由
から3次元下においてクラインの壺は
作成不可能だということだ。一方で、
クラインの壺は4次元空間、曲率を0
とすれば5次元では作成可能になる。
これらの空間であれば曲面上で交わ
ることがないからだ。例えば4次元空
間の場合、特異点をイソトピー変形
を行うことで取り払うことが出来る。

本稿では3次元化におけるクラインの壺の作成及び解析に
ついて述べた。クラインの壺はトポロジーの分野中でも
興味深いテーマのひとつと言える。クラインの壺の作成
について結果は判明していたが、解析を通してクライン
の壺の3次元空間内における曲率の関係性を図示すること
が出来た。クラインの壺は古くから作成不可能という結
論が出されている研究だが、実際に作成を試みることで
曲率がどのように3次元空間内に影響しているかを新たに
学習することができた。以上のことからクラインの壺の
解析は有意義な研究だったと言えるだろう。

三次元下で作成不可能な図形のなかにはク
ラインの壺のように四次元下で作成できる
ものもあれば錯視を用いた二次元下でのみ
作成可能なものもある。今回の活動で我々
は三次元より高次元の図形について調べた
ため今後の活動で二次元下の図形について
調べていきたい。

ガウス曲率とは曲面の曲
がり具合を指し、
K=κ1κ2と定義される。こ
こに示されるκ1とκ2は主
曲率である。また、曲線S
上の点Pに対するガウス曲
率Kは、曲線Sの第1基本量
及び第2基本量を用いて、
K=LN－M2/EG－F2と表
すことが出来る。これを
算出すると、球のガウス
曲率は

K＝
     

     
＝

          

            

＝
       

       
＝

 

  

となる。トーラスは曲面
上でガウス曲率を連続的
に足していけば一定の値

になる。よってトーラスは、正の曲率と負の曲率が打
ち消しあって、全体として０になると考えられる。
同様にして、クラインの壺のガウス曲率は０になる。
その他、2人乗りの浮き輪のような形、射影平面などは
右のようになる。
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