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予定

対話式幾何ソフト概略
KSEG
描画、変形、計測
三角形の外接円
楕円、放物線、三角関数
サイクロイド、懸垂線、アポロニウスの円
コンストラクション

ディオクレスの疾走線
パラメータ表示
Risa/Asir で陰関数表示を計算

エネッパー曲面
Dynagraph, Risa/Asir, surf



対話式 幾何 学ソフト

Cinderella

Sketchpad

Cabri, Cabri3d

KSEG

Dr. Geo

GC



KSEG

Ilya Baran 氏の作品
フリーソフトウェア
Sketchpad に触発されて開発
DOS→UNIX
右クリックで点を描画
左クリックで幾何学的対象を選択
新規に幾何学的対象を描画
幾何学的対象の間に親子関係が生成



幾何学的 対象 の描画

線分、半直線、直線、円
2 点を選択して描画

弧、角の 2 等分線
3 点を選択して描画

中点
1 線分を選択して描画

交点
2 線を選択して描画

平行線、垂線、円
点と線を選択して描画

軌跡
駆動点と描画点を選択して描画



変形 による描画

ベクトルを選択
変換（移動）

ミラーを選択
鏡映

中心、割合を選択
倍率

中心、角度を選択
回転



幾何学的 対象 の計測

2 点間の距離
線分の長さ
半径
角度
割合
傾き
面積
計算

四則演算、累乗、平方根



楕円

2 点（焦点）からの距離の和が一定
駆動点のためのコントローラの作成
2 円の交点（描画点）の軌跡として描画



放物 線

標準的な構成
焦点からの距離と準線からの距離が等しい
鏡映を利用して作成

包絡線としての構成
垂心の軌跡としての構成



正弦曲 線

x 軸上 (x>0) に駆動点を取る
x 軸の垂線と y 軸の垂線の交点の軌跡
2 点の距離を回転角に変換



サイクロイド

x 軸上を転がる円上の定点の軌跡
2 点の距離を回転角に変換



懸垂 線

包絡線としての懸垂線
Prof. Stan Wagon, a mathematician at Mac
alester College in St. Paul, Minn.
http://www.sciencenews.org/articles/200
40403/mathtrek.asp



Squa re  W heel

数学デモ→ kseg_sample→square_wheel1.seg



アポ ロニウ スの円

2 点からの距離の比が一定
比一定なコントローラが必要



コンストラクション

描画の手順をプログラムとして保存
保存された手順を再生可能
再帰的な構築が可能



ディオク レスの 疾走 線

Cissoid of Diocles(Διοκληs ）
“On Burning Mirrors” 火取り鏡について
B.C. 180 頃
つたの様な曲線

立方体倍積問題
定規コンパスで　　を作図
　　

有理パラメータ表示
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グレブナー基底

Gröbner basis
1965年 Bruno Buchberger
指導教官 Wolfgang Gröbner
Buchberger Algorithm
“連立代数方程式の解きやすい形の多項式の集合”
「グレブナー基底の計算 基礎編 計算代数入門」
野呂正行、横山和弘著

変数消去
有理パラメータ表示→陰関数表示



陰関数表 示の 生成

Risa/Asir を用いて計算
X=(1+t^2)*x-2*a*t^2;
Y=(1+t^2)*y-2*a*t^3;
G=gr([X,Y],[t,x,y],2);
G[0];

連立代数方程式
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陰関数表示

x3xy2−2ay2=0



立方体倍積問題
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エネ ッパー 曲面

Enneper Surface
パラメータ表示

{
x=3u3uv2−u3

y=3v3u2v−v3

z=3u2−3v2

Dynagraph で描画
x:=3*u+3*u*v^2-u^3;
y:=3*v+3*u^2*v-v^3;
z:=3*u^2-3*v^2;
plot3d([x,y,z],u=-2..2,v=-2..2);



Dyna gra ph で描画



エネッ パー曲 面の 陰関 数表示

Risa/Asir で計算
load(“gr”);
X=3*u+3*u*v^2-u^3-x;
Y=3*v+3*u^2*v-v^3-y;
Z=3*u^2-3*v^2-z;
G=gr([X,Y,Z],[u,v,x,y,z],2);
G[0];
19683*x^6+(-59049*y^2+10935*z^3
+118098*z^2-59049*z)*x^4
+(59049*y^4+(56862*z^3+118098*z)*y^2
+1296*z^6+34992*z^5+174960*z^4-314928*z^3)*x^2
-19683*y^6+(10935*z^3-118098*z^2-59049*z)*y^4
+(-1296*z^6+34992*z^5-174960*z^4-314928*z^3)*y^2
-64*z^9+10368*z^7-419904*z^5



surf

代数曲面の描画

width=400;
height=400;
rot_x=0.1;
rot_y=2.0;
rot_z=0.6;
clear_screen;
surface=19683*x^6+(-59049*y^2+10935*z^3+ ・・・
draw_surface;



surf で描画


