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素人のユーザがステンシルを楽しむためのインタラクティブなドローソフトを提案する．ステンシル型版は常に 1
枚につながっているという制約を満たすようにデザインしていかなくてはいけないため，オリジナルなステンシル型
版をデザインすることは大変難しい．そこで我々はステンシル型版を生成するための手法を提案する．ユーザは通常
のドローソフトのように自由に図柄をデザインしていく．システムはユーザの描いた線を元に制約に基づいてインタ
ラクティブにステンシル型版を生成する．システムの内部ではベクター形式とラスタ形式のハイブリッドの実装に
なっている．ステンシル型版はベクターデータとして出力できるため，カッタープリンタなどを用いて実世界のステ
ンシル型版を作成することができる．ユーザはそれを用いて自由に布や手紙，ポストカードなどにステンシルをする
ことができる．我々は素人のユーザに使用してもらい，本システムの有効性を示す．
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1. はじめに

ステンシルは穴の開いたステンシル型版を用いて上からイン
クなどを使って図柄をデザインするアートである．ステンシル
型版は positiveと negativeの 2種類の領域からなる．negative

な領域は穴の開いた領域であり，インクで描くことができる．
一方，positiveな領域はすべてがつながっているという制約があ
る．ステンシルはクリスマスカード，年賀状，誕生日カードなど
のオリジナルなカードをデザインする際にもよく使われるアー
トであり，ロゴやシンボルなどをデザインする際にも良く使わ
れる．しかし，ステンシル型版には 1枚につながっていなけれ
ばならないという制約があるため，素人がオリジナルなステン
シル型版をデザインすることは非常に難しい (図 1)．そのため，
ステンシル型版をデザインするためには経験と知識が必要とな
り，ほとんどの人々はデザイナーがデザインしたステンシル型
版を購入してきてステンシルを楽しんでいる．自分でオリジナ
ルなステンシルデザインをする人は限られているため，我々は
素人のユーザでも簡単にステンシル型版をデザインできるツー
ルを提案する．
本システムは素人がステンシル型版をデザインするものであ

る．図 2にシステムの概要を示す．ユーザはキャンバス上に自
由にストロークを対話的に描いていくことができる．システム
はユーザの入力した線を元に自動的にステンシル型版を生成す
る．ユーザはシステムが出力したステンシル型版を実際の紙に
写し取る．カッタープリンタなどを用いて切ることも可能であ
る．最後に得られたステンシル型版を用いて上からインクでデ
ザインすることで図柄をステンシルすることができる．我々は
本システムを用いてユーザスタディを行い，素人がステンシル
をデザインできることを確かめた．
内部では，システムはベクターデータとラスタデータを保持し

ているユーザのストロークはベクターデータのプリミティブとし
て保持しており，システムはラスタイメージに変換して boolean
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Fig. 1 ステンシル型版と実際のステンシルの例．ステンシル型版は 1
枚のつながった板からなる．http://www.mintclothes.com/.

operationでラスタイメージに変換している．システムはスト
ロークのまわりに図 1のように positiveな領域を作り，negative

な領域を描く．システムは negativeな領域の周囲をトレースし
てベクターデータとして出力する．本システムでは SVG形式
と DXF形式をサポートしている．

2. 関連研究

本システムは対話的なドローイングエディタである．コン
ピュータグラフィックスの分野ではラスタイメージ形式 (ピク
セルごとの構成)とベクターイメージ形式 (パスごとの構成)の
大きく 2つの種類に分類される．ベクターグラフィックス形式
では点列，線，カーブなどの幾何学的なプリミティブを保持し
ており， Adobe Flash1) や Adobe Illustrator2) などが本形式の
代表例である. TicTacToon?) は 2次元アニメーションスタジオ
の専門家のためのシステムであり，従来の紙ベースでの製作過
程に代わるシステムであり，ベクターベースのスケッチ＆ペイ
ンティングソフトとしては最初のアニメーションシステムであ
る．Gangnetらは TicTacToonのセルの色づけのギャップを解決
したシステム 3) を提案した．Asenteらは planar-map-basedで
すべての元のパスを変えることなく色づけしていくメタファを
提案した 4)．
一方，ラスタイメージはそれぞれの独立したピクセルに対し

て色を決定していく形式である．３次元グラフィックスのボク
セル表現と対応する形式で，Adobe Photoshop5) や Microsoft

PaintBrush?) などがラスタイメージ形式の代表ソフトウェアで
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Fig. 2 システムの概要．ユーザがデザインした図柄からシステムは対話的にステンシル型版を生成する．カッタープリンタなどを用いて実際のステン
シル型版を生成することができ，紙や布などにステンシルをする．

ある．Quらは強い連続性のある領域に同じ色を色づけしてい
く手法を提案し，白黒マンガに適用した 6)．ストローク，ハッ
チング，ハーフトーニング，スクリーニングなどを含むマンガ
の色づけに有効な手法である．McCannらはアーティストがメ
ガピクセルサイズの絵をリアルタイムに描くためのシステムを
提案した ?)．

Bronsonらは 3次元ポリゴンモデルや 2次元イメージデータ
からステンシル型版を生成する手法を提案した 7)．このシステ
ムではユーザは３次元モデルを入力して，作りたい図になるよ
うに角度，ライト環境，線幅などを与えるとシステムがステン
シル型版を生成する．ステンシル型版生成のアルゴリズムは複
数の測定値をもとに適切な領域同士を結んで生成している．橋
を安定させるために歪みを最小化する local featureを見つけて
くる手法である．このシステムでは 3次元モデルや 2次元の絵
からステンシル型版を生成する．我々の提案システムではユー
ザのスケッチ入力から対話的にステンシル型版をデザインして
いく．

3. ユーザインタフェース

ユーザは通常のドローエディタのようにキャンバス上に対話
的にストロークを描く．本システムでは基本的なプリミティブ
(ブラシツール，塗りツール，消しゴムツール)を用意した．ユー
ザはこれらのプリミティブを動かしたり，消したり編集するこ
とができる．システムは自動的にすべての positive領域がつな
がったステンシル型版のイメージを生成する (図 2)．本システ
ムでは negative領域の周りには必ず positive領域が存在するよ
うにステンシル型版を生成する．ユーザが描いていて positive

領域が切断されるような状況になるとシステムは自動的に橋を
生成して positive領域をつなげる処理を行う．詳細は後述する．
ユーザはブラシツール (図 3)か塗りツール (図 4)を選択する．

ブラシツールの場合にはユーザの入力したストロークをそのま
ま negative領域としてシステムはステンシル型版を生成する．
塗りツールの場合には，システムは入力ストロークの始点と終
点をつなげ，ストロークの内部の領域すべてを negative領域と
してステンシル型版を生成する．ユーザはブラシツールと塗り
ツールを用いてステンシルの図柄をデザインしていく．本シス
テムでは常に negative領域の周りに positiveを生成することで，
図 1にある専門家がデザインしたようなスタイルを得ることが
できる．
システムはオーバーライティングモードとアンダーライティ

ングモードの 2つのモードを備えている．オーバーライティン
グモードでは最後に描いたストロークが一番上に描かれていく．
アンダーライティングモードでは最後に描いたストロークが一
番下になるように描かれていく．ユーザは図柄をデザインして
いる最中にモードを切り替えることが可能である．初期設定は

・・・

Fig. 3 ブラシツールを用いてデザインした例．

…

Fig. 4 塗りツールを用いてデザインした例．

アンダーライティングモードになっている．
ユーザは消しゴムツール (図 5 a, b)や領域消去ツール (図 5 c,

d)を用いてすでに描いた図柄を消すことができる．これらの消
しゴムツールは positiveなプリミティブとしてブラシストロー
クや塗りストロークの上に描かれる．消しゴムツールを使った
際には，システムは positive領域をユーザの描いたストローク
に沿って作る．領域消去ツールの際にはシステムは入力された
ストロークの始点と終点をつなげ，内部の領域全体を positive

領域とする．
内部的には，システムはすべてのブラシストロークと消しゴ

ムストロークをプリミティブとして保持している．そのため，
描かれたプリミティブを簡単に編集することができる．ユーザ
は通常のドラッギング操作でストロークを動かすこともできる
(図 6)．ストロークの上で右クリックをすることでポップアップ
メニューが開く．メニューからは消去 (図 7)，順序変更 (図 8)

などのさまざまなコマンドを選ぶことが可能である．

(a) (b) (c) (d)

Fig. 5 消しゴムツール (a, b)や，領域消去ツール (c, d)を用いてデザイ
ンした図柄を消すことができる．



Fig. 6 ストロークを動かした例．

Fig. 7 ポップアップメニューから選択することでストロークを消去で
きる．

すべてのストロークは始点と終点を区別しており，自己交差が
起きたときにも図 9のように適切に処理をする．ユーザはポッ
プアップメニューから「リバース」を選ぶことで，始点と終点を
逆にすることができる．初期設定では自動的にストロークの周
囲にマージンが生成されるが，ユーザが必要ないと判断した場
合にはマージンをなくすこともできる (図 10)．このつなげる処
理をした場合には，ストローク同士がグループとして記録され
る．ユーザはプリミティブを矩形選択で複数選択して，コピー・
ペーストすることもできる (図 11)．
ステンシルの図柄をデザインしていくうちにステンシル型版

と接続していない，孤立した positive領域 (島)ができてしまう
ことがある．システムはこの島を自動的に検出して，ステンシ
ル型版と接続する positive領域 (橋)を生成する．たとえば，図
12(a)のようにユーザがアンダーライティングモードにおいて塗
りストロークを描くと，システムは自動的に島をステンシル型版
に接続する橋を生成する (図 12b)．ユーザがストロークを動か
した際には，システムは自動で橋の位置を修正したり (図 12d)，
橋を生成する必要がなくなった場合には橋を消去する (図 12e)．
自動で生成された橋をユーザが気に入らない場合には，ユーザ
は自分がデザインしたい位置に消しゴムツールで橋を描くこと
で，システムは自動で生成した橋は必要なくなるので消去する
(図 12f)．ユーザは橋やマージンの幅を変更することができ，こ
れらは最終的に作るステンシル型版の素材に応じて決定すると
良い．
ユーザは自動橋生成モードを切ることもできる．この場合に

はシステムは警告モードになり，ステンシル型版に接続しない
positive領域は緑色にハイライトしてユーザに提示する (図 13b)．
この領域がある状態で最終的なベクターデータファイルに出力
した場合には，島となった領域は消される (図 13c)．
システムは最後にステンシル型版をベクター形式の画像とし

Fig. 8 描かれたストロークの順序を変更することができる．

Fig. 9 自己交差の例．

Fig. 10 ストロークをつなげることもできる．

て出力する．本システムでは SVG形式と DXF形式をサポート
している．ユーザは描かれた線に沿って切ることで実際のステ
ンシル型版を得ることができる．カッティングプロッターを使
うと便利である．ユーザは得られたステンシル型版を用いてス
テンシルを楽しむことができる．

4. 実装

プロトタイプシステムは Javaで実装しており，内部的には
ベクター形式とラスター形式の両方を組み合わせた形式になっ
ている．ブラシストロークはポリラインで表現されており，塗
りストロークはポリゴンで表現されている．通常のストローク
は negativeプリミティブとして，消しゴムストロークは positive

プリミティブとして表されており，これらは入力順に保持され
ている．ステンシル型版イメージは図 14のように positiveと
negative領域の booleanラスタイメージである．システムは保
持されているストロークのリストをステンシル型版イメージ上
に 1つ 1つ描画していく．詳細は以下に述べる．
図 15に提案システムのデータ構造を示す．システムはプリミ

ティブのリスト (strokeと group)と自動で生成された橋 (stroke)

のリストを保持する．ユーザがプリミティブの順序を変更した
り消去したり動かしたりした際にはシステムはすべてのプリミ
ティブを再描画する．プリミティブは頂点列とストロークのタ
イプ (ブラシ，塗り，消しゴム，領域消去)の情報を持つ．シス
テムがプリミティブをロードした際にも，すべてのプリミティ
ブを順に再描画する．一方，オーバーライティングモードの場
合にはシステムは最後に描かれたプリミティブのバウンディン
グボックス内だけを描画する．
まず，ステンシル型版の全画素を positiveに初期化する．ブ

ラシツールの際にはユーザのストロークにマージンをつけた
positiveなストロークをステンシルラスタイメージに描く．シス
テムは次に通常の幅で negativeストロークを描く (図 16)．この
ようにすることでストロークの周囲にマージンを生成すること
ができる．塗りツールの場合には，システムは最初にストロー
クの始点と終点を結ぶ．マージンをつけた positive領域をまず

Fig. 11 コピーとペーストの例．
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Fig. 12 システムは自動的に島を検出し，橋を生成する (a, b)．ストロー
クを移動させると橋の位置も自動で更新する (c, d)．ユーザが明示的に
消しゴムツールで橋に該当するストロークを描くと，必要のない橋は消
去される (e, f)．

(b) (c)(a)

Fig. 13 警告モードの例．ユーザが描いているときに島ができるとその
領域をハイライトしてユーザに示す (a, b)．警告を無視して外形トレー
スすると (c)のようになる．

描き，その後通常の領域を negativeとして描く．
システムはプリミティブのリストを 1つずつ順に描画してい

く．ユーザが新しいストロークをキャンバスに描くと，ドローイ
ングモードに応じてプリミティブリストの先頭か末尾に追加す
る．初期設定のアンダーライティングモードではリストの先頭
に追加され，ステンシルイメージ全体を描画し直す．オーバー
ライティングモードでは，描いたストロークはリストの末尾に
追加され，この場合にはすでにあるステンシルイメージは新し
く追加されたストロークのバウンディングボックス内だけを描
画し直す．
自己交差を持つストロークは島領域ができてしまう (図 9)．こ

の問題を解決するために，我々は複雑な処理をしている．ユー
ザが通常のドローツールを選んだ際には，システムは内部でマ
ウスドラッグイベントが呼ばれるたびに，positiveな幅の広いス
トロークと negativeなストロークを少しずつ描画していく．ま
ず，最初に pn−1 から pn の positiveの幅の広いストロークを描
き，次に pn−2 から pn まで普通の negativeストロークを描く．
このようにすることで図 9のように自己交差をもつストローク
を描いたときに島ができないようにすることができる．交差し
ている部分の重なりを逆にしたいとしたときには，システムは
そのストロークの頂点列を逆向きにして再描画する．
消しゴムツールでは，ユーザが入力したストロークをシステ

ムは positiveな通常の幅のストロークとして描画する．領域消
去ツールではシステムはまずストロークの始点と終点をつなぎ，

(a) (b) (c)

Fig. 14 ステンシル型版イメージは Booleanラスタ形式で保持されて
いる．
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Fig. 15 提案システムのデータ構造．

Fig. 16 描かれたストロークのアルゴリズム．この図では positiveな領
域を説明のためにグレーで描いている．(システムでの実装は白色)．

ストロークの内部を positiveな領域として描く．消しストロー
クに関してもプリミティブの 1つとして保持される．
ユーザがストロークをつなげたいとしたときには，システム

は選択されたストロークをグループプリミティブとして登録す
る．プリミティブをレンダリングする際にはまずグループ内の
すべてのストロークに関して positiveな幅の広いストロークを
描き，次に negativeな通常の幅のストロークを描く．
描いたり消したりしている間にステンシルイメージはステン

シル型版では生成できない，孤立した positive領域が作られて
しまう．システムは自動的にこの領域 (島)を検出して橋を生成
する．まず，flood fill アルゴリズムを適用して positive画素を
抽出する．システムは次に 2つの領域の最短距離を計算し，距
離をコストとする完全グラフを生成する．システムは次に最小
木を抽出し，残った枝に対応するエッジに橋を渡す．この橋は
橋リストとしてプリミティブに保存される．これらはユーザが
画像を編集するたびに再計算される．
システムはカッタープロッターなどで出力するために，ベク

ターデータファイルとして出力することができる．本システム
は DXF形式と SVG形式をサポートしている．まずワーニング
モードの際に現れる島領域を消して，マーチングスクエアアル
ゴリズム 8)を用いる．得られたエッジをトレースしてスムージ
ングをする．最後にベクター形式として保存する．

5. 結果

システムは 1.1 GHz Pentium M PC上でリアルタイムに稼動
する．我々は本システムを利用していくつかのステンシルの図
柄をデザインした (図 17)．
また，本システムの有効性を確かめるため，一般の子供たち

(8～11才)とその親 10組を対象にユーザスタディを行った．会
場は日本科学未来館のワークショップ用の部屋を利用し，対象
者は同館主催のワークショップとして友の会会員からの公募で
募集した．参加者にまず 10分程度の簡単な使い方説明を行っ
たが，説明をする前からユーザは自由にシステムを使いこなし
て独自のステンシルデザインをシステム内にデザインしていた．
60分程度かけて自由にステンシルのデザインを行った (図 18

a)．その後，カッタープロッタを用いてステンシル型版を印刷
し，1時間ほどかけて無地の布バッグにステンシルを施していっ
た．(図 18b)．
図 18 (c)に子供たちがワークショップでデザインしたオリジ



(a) (b)

(c) (d)
Fig. 17 本システムを利用してデザインした図柄．(a)システム内でのデザイン；(b)外形トレース；(c)カッタープロッタで印刷；(d)実際にステンシ
ルを施したところ．

ナルなステンシルを示す．参加者はシステムを簡単に使いこな
し，独自のデザインを楽しんでいた．これらは世界で 1つのス
テンシルデザインであり，自分だけのデザインができたことに
子供たちはとても喜んでいた．

(a)システムでデザイン (b)布にステンシルを施す

(c)子供たちがデザインしたステンシルの例．
Fig. 18 本システムを使用したワークショップを開催．

6. まとめと今後の課題

我々はユーザの入力ストロークから対話的にステンシル型版
をデザインするシステムを提案した．内部的には入力ストロー
クはベクター形式で保存されているので編集作業も簡単にでき，
ステンシル型版はラスタ形式で Booleanオペレーションを用い
て処理される．システムは最後にベクター形式 (SVGや DXF形
式など) として出力可能である．ユーザは実際のステンシル型
版をカッタープリンタなどを用いて作ることができ，実際のス
テンシルを楽しむことができる．我々は素人のユーザでも自由
にオリジナルな図柄がデザインできることを示した．
現在の実装では最終的にステンシル型版を作る素材などを考

慮していない．たとえば木などの硬い素材を使うのであれば橋
は細くてよいが，紙などの薄い柔らかい素材を使うのであれば
太い橋でなければならない．加えて，大きな島をつなぐ橋は太
くないといけない．現在のシステムでは白黒で表示しているが，
実際のステンシルでは穴の部分に何色のインクを乗せても良い
ため，カラーをサポートしたい．
本研究は実世界の物体をコンピュータを用いて効率的にデザ

インするシステムである．このアプローチを用いてほかの物質
のデザインなどにも応用していきたい．
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