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図 1：本システムの概要：(a) 入力 3 次元モデル; (b) カバー形状の領域分割と縮まらない展開手法; (c) ユーザが取り出し口をデザイン；(d) 取
り出しテスト; (e) 生成された型紙で実際に作ったカバー． 

 
1. はじめに  
 カメラやティーポット，車など，日常の 3 次元物体

にはカバーが存在する．各々の持ち物に応じて自分だ

けのカバーをデザインしたい場合もあるだろう．しか

し，既存の 3 次元オブジェクトを包むためのカバーを

デザインすることは素人には難しい．そこで我々は既

存 3 次元モデルを包むカバーをデザインするシステム

を提案する．既存 3 次元モデルからカバー形状を計算

し，領域分割をした後，2 次元へと展開し型紙を生成

する．また，ユーザによってデザインされた取り出し

口から 3 次元モデルを取り出すことが可能か否かを取

り出しテストによって検証する．  
 本論文の学術的貢献は以下の 2 点である．1 点目は

カバー生成のための新たな展開手法である．提案する

展開手法は 3 次元モデル上のエッジよりも展開された

2 次元エッジのほうが必ず長くなるように展開される．

本展開手法を利用することにより，必ず包めるカバー

を生成することができる．2 点目はユーザがデザイン

した取り出し口からオブジェクトを取り出せるか否か

をテストする手法である．取り出し口の初期形状を 3
次元モデルの周りを伸びすぎないように仮想的にひっ

ぱることで取り出せるか否かをテストする．  

 
図  2: 実際のカバーの例  

 

   (a) wrapping カバー       (b) draping カバー  
図３：計算されたカバー形状．  

 

2. 関連研究  
実世界の物体をデザインするシステムが近年提案

されている．3 次元モデルを入力として実世界に出力

する研究では，ウェットスーツ [25], ペーパークラフト

[18], ぬいぐるみ [10], あみぐるみ [9]などが行われて

いる．スケッチインタフェースを用いてインタラクテ

ィブにモデルをデザインするシステムでは洋服 [4], ぬ
いぐるみ [19], あみぐるみ [8]などが提案されている .  
これらのシステムは従来の工業分野における CAD 
(computer-aided design) システムとは異なり，物質の紙

や布という素材の特性を熟知していない素人がデザイ

ンを行う．   
 コンピュータグラフィックスの分野では，3 次元モ

デルの頂点に 2 次元座標を割り当てる研究は surface 
flattening，mesh parameterization の分野で多く提案され

ている．中でも，テクスチャマッピングを目的とした

研究 [12][23]が多い．また，low-stretch 手法 [26]，形状

を保存する手法 [15], 特徴的なカーブの長さ保存する

手法 [25]など，長さを保存する手法も多い．しかし，

これらの手法は伸びることと同様に，縮むことも許し

ており，縮まない展開のための手法は存在しない．  
衝 突 検 出 で は 近 年 ， DELMIA[3] や Tehcnomatrix 

Robcad[21] などの，computer-aided process engineering
システムが動的 /静的な衝突検出に使われている．例え



 

 

ば，車の座席を設置する際の座席と車体が衝突しない

経路を算出するシミュレーションを，3 次元モデルを

用いて行い，構築する際のロボットの動きを計算する

のに用いられる．多くの既存手法は剛体のオブジェク

ト同士の衝突判定 [11][27][28]である．我々は硬いオブ

ジェクトと柔らかい変形可能なオブジェクトを扱い，

素人のユーザがデザインする際の支援を行った．  
 

3. システム概要  
本章では，カバーデザインの過程をユーザの視点か

ら説明する．詳細なアルゴリズムは 4, 5 章で述べる． 
 
モデル収集：まずユーザはターゲットとなる物体の 3
次元モデル (M)を用意する．汎用のモデリングソフトウ

ェア [17][1]を利用してモデリングしたり，3D スキャナ

を利用して用意したりする．また画像処理技術を利用

して 2 次元画像から３次元モデルを構築することも行

われている．インターネット上からダウンロードでき

るものも多い．本論文ではこれらの手法を組み合わせ

て用いているが，細かいモデル収集方法に関してはこ

の論文では問題としない．本システムは convex hull を
適用するだけであるので，ポリゴンモデルや，頂点モ

デルを入力すればよい．  
 
カバー形状の決定：入力した 3 次元モデルに対して，

カバー形状を計算する．本システムではカバー形状は

wrapping カバーと，draping カバーの 2 つのタイプを

用意した．wrapping カバーは入力モデルの全体を包む

カバーでデジタル機器などのケースによく用いられて

いる (図 2a)．draping カバーは上部と側面からできた

カバーでピアノカバーやティーコージーなどに用いら

れている (図 2b)．カバーをデザインする際に，入力モ

デルの細部は必要なく，実際のカバー形状に注目して

(図 2)，我々は入力モデルのカバー形状に convex hull
を用いることにした (図 3a)．draping カバーの場合に

は，システムは入力モデルのすべての頂点を底面に投

影した状態の convex hull を計算し，底面を取り除い

た形状を用いた (図 3b)．alpha hull [5]を用いればさら

にフィットするカバーを生成することが可能となるが，

実際のカバー形状のほとんどが convex hull であるこ

とから，今回は単純な手法である convex hull を用いた．

また凸面と仮定することで，展開や取り出しテストの

アルゴリズムも簡単にすることが可能となる．  
システムはまず convex hull メッシュ  CH (M) を等

辺の三角形になるようにリサンプリング [24]を行う．

図 4(b)のようにリサンプリングすることで，リラクゼ

ーションの過程によって布のようなふるまいにするこ

とが可能となる．システムはこのリサンプリングした

convex hull G をガイド形状としてリラクゼーション

に用いる (詳細は 5.1 章に述べる )．システムはリサンプ

リングした convex hull G を複製して，すべての頂点

を法線方向に一定の距離動かすことで膨らませたメッ

シュ C0 を生成する (図 4c)．  
 

領域分割：カバー形状 C0 が得られたら，次は 2 次元に

展開するための領域分割を行う．自動で領域分割をす

る研究は多く行われている [10][13][14]が，システムは

入力されたモデルの意味を理解しているわけではない

ので，自動領域分割の結果は常に良いわけではない．

また，図 5 のように異なる領域分割はできあがりの形

状も異なる．そのため，本システムではユーザが領域

分割線をデザインできるように，手動で編集するイン

タフェースを備えた．現在の実装ではユーザはメッシ

ュのエッジ上だけを領域分割線に指定することができ

る．ユーザがデザインしない場合に，システムは自動

で 領 域 分 割 す る 機 能 も 備 え た ． 領 域 分 割 に は

region-growing 手法 [16][2]を用いた (図 6)．システムは

指定された領域数になるまで，ランダムに平面近似の

プ ロ キ シ を 配 置 し て い く ． 領 域 数 の 初 期 値 に は

wrapping カバーは 6 枚，draping カバーには 5 枚を用

いたが，ユーザは適宜変更することができる．本手法

はサーフェスの表面を歪みが少なくなるようにプロキ

シを更新していきながら，収束するまで領域を拡大し

ていくことで領域分割を行う．プロキシを平面でなく

可展面にした手法 [10]も提案されているが，平面近似

のプロキシは領域の境界線がよりシンプルになること

から，我々は平面近似による領域分割を選択した．  

(c) enlarged 
resampled mesh

(d) segmentation 
result

(a) convex 
hull mesh

(b) resampled
mesh  

図 4: リサンプリングと領域分割．  

 
図 5：展開された型紙を縫い合わせたカバー形状 C の提示． 

(a) (b) (c) (d)  
図 6: メッシュの領域分割の例：  (a, b) convex hull カバー；

(c, d) draping カバー．  
 
２次元への展開 (縮まらない展開 )：領域分割されたカ

バー形状 C0 のそれぞれの領域を 2 次元の型紙へと展開

する．展開は自動で行い，図 1(b)のように結果を 2 次

元に表示することでそれ自体を 2 次元の型紙として利

用することが可能となる．展開アルゴリズムの詳細は

４章で述べる．ユーザは展開結果のパッチに対して，

手動で領域を変形したり，スムージングをかけたりす

ることができる．この編集操作は領域境界線の重要な

特徴を保持しながら，ジグザグを取り除くことができ

るので便利である．  



 

 

システムはリラクゼーションを適用することで展

開された２次元の型紙を用いて仮想的に縫い合わせた

カバー形状 C を表示する (図 5)．リラクゼーションに

は簡単な布シミュレーション [6]を用いている．これは

過大な伸びや縮みがおこらないように頂点を動かして

いく．また，パッチの境界線を除いて，隣り合う面が

なるべく 180 度になるような力も加えている．縫い合

わせた形状 C がユーザの意図に合わなければ，ユーザ

は手動で領域分割線を消して描き直すことで，領域分

割をやり直すことが簡単にできる．  
 
取り出し口のデザイン：  wrapping カバーに対しては

ユーザはカバーの取り出し口をデザインする (図 1c)．
取り出し口はカバー形状の縫い目上にのみデザインで

き，取り出し口から内部の入力モデルを取り出すこと

ができるか否かを取り出しテストにて検証する (図 7)．
もし取り出せない場合には警告を，取り出せる場合に

はその旨を提示することで，実際に縫ってみる前に取

り出し口の大きさを試してみることができる．詳細は

5 章に述べる．  

 

 

図 7：取り出しテスト．  成功例 (上段 )と失敗例 (下段 )．  
 
印刷と裁縫： 2 次元に展開した型紙をプリンタで印

刷・切断し，布を裁断・裁縫することで実世界でカバ

ーを作成する (図 1e)．型紙の配置は自動で行っている

が，印刷するために手動で再配置するための機能 [19]
も付加してある．   
 

4. 縮まらない展開手法 (Shrink-free flattening) 
本提案手法は 3 次元のエッジの長さよりも展開後の

2 次元エッジの長さのほうが必ず長くなるような制約

付きの展開手法である．展開した形状が小さければ 3
次元物体を包むことができなくなってしまい，大きけ

れば余分なしわや領域ができてしまうため，この制約

付き展開は必要不可欠である．  
 
４．１アルゴリズム  

まず，通常の展開手法を用いて 2 次元座標を決定す

る．その後，縮まない制約を加えて繰り返し展開を行

いうことで結果を良くしていく．初期の 2 次元座標の

決 定 に は 領 域 を 固 定 し な い 展 開 (e.g., LSCM[12] ，  
ABF++[23] )であればどの手法でも構わない．今回は文

献 [2]と同様の手法を利用して，第 1 ステップとしてス

ケールを無視して展開した後，第 2 ステップとしてス

ケールを調整して結果を提示する．  
この第 2 ステップをエッジに重みをつけて繰り返し

展開することで，対応する 3 次元メッシュ上のエッジ

の長さよりも等しいか長いエッジに展開することがで

きる．前回の展開結果における 2 次元の長さを用いて

図 8 に示す関数でエッジの重みを更新する．この関数

は伸びたエッジを 1，縮んだエッジを 1000 として，そ

の間を線形につないだ関数である．この展開は文献

[15]で述べられているように，それぞれのエッジの回

転も許す．システムはすべてのエッジの座標が制約を

満たす位置に決定するか，短いエッジへの重み付けが

終了したら繰り返し展開するのを終了する．図 9 に反

復して展開する様子を示す．  
この展開手法にはいくつかの問題が存在する．1 点

目は，最小二乗最適化を行うためには，少なくとも 2
つの頂点を拘束しなければならない．本システムでは

パッチの中央のエッジの両端を拘束した．これは一般

にメッシュの中央ほど縮まって展開され，メッシュの

外周に近いほど引き伸ばされて展開されることに基づ

いている．今後，拘束を使わない手法 [20]を考えたい．  
2 点目は，重みを大きくすることで目的の値には近

づくが，最小二乗法は望んだ値に近づけるだけなので，

大きいエッジの重みを与えたからといって，元の 3 次

元メッシュ上のエッジの長さと必ず等しくなるわけで

はないということである．小さな収縮は今回の問題に

は大きく左右されないので，本システムでは無視して

いる．(2D_edge_length > 3D_edge_length * 0.94 を現在

の実装では用いている． ) 
3 点目は，本手法ですべての制約を必ず満たすとい

う証明ができていないことである．何度もの反復の後，

短いエッジがでてきてしまう可能性もあるかもしれな

い．しかし，我々の実験ではそのような失敗は起こら

ず，何度かの反復の後，すべてのエッジが制約を満た

した状態になることが確認できた (図 10)．これにはエ

ッジの重み付け関数 (図 8)のデザインが鍵となってい

る．我々はたくさんの種類の関数やパラメタをテスト

した結果，図 8 に示した関数とパラメタが最適である

と結論付けた．  
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図 8：エッジの重み関数．  

 

 
図 9: 反復して展開する様子．短いエッジが消えていく様子

がわかる．黒点は固定した頂点．エッジの色は図 8 を参照． 
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図 10: 反復の結果，短いエッジが減少していく様子．  
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図 11：我々の展開手法と ABF++の比較．エッジの色は図 8
の ratio による．黒い点は固定した点．我々の展開手法では，

短いエッジ (赤いエッジ )が存在しない．  
 
４．２ 結果  
 図 11 は 本 手 法 で の 展 開 と 既 存 の 展 開 手 法

ABF++[23]での展開とを比較したものである．この結

果から，我々の手法ではすべての 2 次元エッジが元の

3 次元エッジよりも等しいか長くなっていることがわ

かる．一方，ABF++では，ほぼ半分のエッジが元の 3
次元上のエッジの長さよりも短くなっていることがわ

かる．ABF++での展開結果を拡大することはできるが，

不必要な部分までも大きく広がってしまう．表 1 には

定量的な評価 [22]を示した．この結果より，提案手法

は縮まないという制約付きの 2 次元への展開技術とし

て有効であると言える．提案手法は sparse linear シス

テムを複数回計算しているため，計算時間はかかって

いるが，1,2 秒で収束していることがわかる．  
実際の布でも既存手法との比較を行った (図 12)．1/4 

の球を実際に用意し，その３次元形状を既存ソフトで

モデリング，その後それぞれの手法で展開をして，実

際の布を裁断し，用意した 1/4 球に貼り付けて比較を

した．我々の展開手法によって展開した布はサーフェ

スの表面を覆えている．一方，ABF++によって展開し

た布は左右が短すぎて，上下は長すぎる結果となった． 

(a) quarter 
sphere object

(c) ABF++(b) our flattening 
method  

図 12：実際の布での比較；(b) 我々の展開手法と (c) ABF++．   
 

表 1: 定量的な評価の比較．  
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５ . 取り出しテスト (Uncovering Test) 
本章ではユーザがデザインした取り出し口から内

部の入力３次元モデルを取り出すことが可能か否かを

テストするアルゴリズムを述べる．これは取り出し口

の形状だけでなく，カバー全体の形状が関係してくる

ので非常に難しい問題である．我々は現実世界におい

てユーザが取り出し口から内部のものを取り出す操作

を真似て近似することで，解を得ることに成功した．

システムはまずカバーの取り出し口を物体と反対側に

３次元物体の表面に沿って仮想的にひっぱり，その後

カバー全体のエッジが伸びすぎないように調整する．

システムは取り出し口を徐々にずらしていき，カバー

が内部の物体の片側だけに存在するようになるか (成
功 )，内部の物体にひっかかったら (失敗 )，取り出しテ

ストを終了してユーザに結果を提示する．  
 この取り出しテストには，入力した 3 次元モデル M
をリサンプリングした convex hull G (図 4b)を利用する．

このことで，取り出し過程が簡単になり，複雑な凹凸

を持つ入力モデル M でも簡単に扱える．Convex hull G
は常に入力モデル M を包み込む形状であるため，取り

出しテストの結果は常に保守的である．もし，仮想的

な取り出しテストが成功したら，実際の取り出しに関

しても必ず成功する．  
 
５．１ アルゴリズム  

取り出しテストは繰り返して行う．それぞれの繰り

返しサイクルにおいて，システムはカバーC の取り出

し口を，取り出し口の境界方向とは垂直方向に convex 
hull G の上を滑らせるように広げる．次にカバーC に

対してリラクゼーション [6]を適用し，伸びすぎないよ

うにする．本システムはカバー形状の頂点に対して，

形状に沿うように動かす．動かしたカバー上の頂点が，

convex hull G の内部にめり込んだら，システムはその

頂点を外に押し出してめり込まないようにする．  
単純に取り出し口の境界を少しずつずらしていく

ことで，リラクゼーションが小さなしわや，取り出し

口形状付近の布の折れなどは表現できる (図 13a)．シス

テムはカバー上のすべての頂点を取り出し口の境界付

近の頂点と一緒に動かす (図 13b)．Igarashi ら [6]は同様

の手法を用いて洋服全体をドラッグすることを行って

いる．彼らは図 13(c)のように頂点を動かす方向ベクト

ルを物体のサーフェスに対して接線方向になるように

調整して動かしていた．一方，我々はカバーを物体の



 

 

周りをスライドさせながら動かすことではなく，物体

から取り去ることが目的なので図 13(d)のように 3 次

元方向ベクトルを定義して動かす．  
取り出しテストの終了条件は，リサンプリングされ

た convex hull G のそれぞれの頂点がまだカバーに覆

われているか否かをチェックする．システムは convex 
hull G の表面から法線方向に探索して，カバーC との

交点が存在するか否かをチェックする．もし，交点が

存在したら，まだカバーに覆われていると判断する．

取り出しが成功するのはカバー上のすべての頂点が

convex hull G の片側だけに存在する状態になったと

きである  (図 14)．入力モデルの convex hull 上の取り

出せていない頂点の法線ベクトルの平均と，それぞれ

の頂点の法線ベクトルとの角度を計算し，すべての角

度が 90 度以下であれば convex hull  の取り出しに成

功したと判断する．この判定手法は convex hull を用い

ているのでうまくいく手法である．取り出せない検出

はカバーで覆われている頂点数が一定回数以上変化し

ない場合に，ひっかかって取り出せないと判定する．

(現在のプロトタイプでは 10 回と設定している． ) 

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

 
図 13： (a) 1つの頂点を動かす； (b) 全体の頂点を動かす； (c) 
頂点全体をそれぞれのサーフェスの接線方向に動かす； (d) 
頂点全体を同じ方向に動かす．  

 
図  14: 取り出しテストの終了判定．左はまだ取り出せてい

ない状態．右は取り出せた状態．   
 

５．２ 結果  
 取り出しアルゴリズムはさまざまな簡易化を行って

近似している．単純な取り出し口を仮定しているため，

複雑な取り出し口を与えるとうまくいかない．例えば，

取り出し口の形状を “C”の形状のようなほぼ閉じた形

状にデザインすると，取り出しテストでは取り出し口

上の頂点が中央に寄ってしまう (図15d)．この場合，問

題となる領域は次第に縮まっていき，システムは覆う

ことができないと判定する．これらを解決するアルゴ

リズムを考案することは今後の課題である．  
 すでに述べたように，提案手法は実世界よりも保守

的であり，仮想の取り出しテストが成功した際には実

世界での取り出しにも必ず成功する．これは，仮想で

の取り出しテストにはモデルの実際の形状であるMの

代わりに，convex hull G を用いているからである．一

方，仮想の取り出しテストでは成功しなかったもので

も，実際には取り出すことのできるものは存在する．  
 図15は仮想での取り出しテストと実際の物体で取り

出した様子の比較である．上記に示したような制限が

あるものの，提案アルゴリズムは正しい結果を提示し

ている．システムでの結果と実際の結果が異なるのは

図15(f)の場合である．これは実世界では引っ張ったり

回転させたりして取り出したものであるためである．

よって，これらの結果より，本手法は素人が取り出せ

るか否かをテストするガイドツールとして有効である

と示すことができたと言える．  
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図  15: システムでの取り出しテストと実世界での取り出し

テスト．システムは 1.5 GHz Intel Core2 PC (RAM 1.5MB)を
利用した．  
 

６ . ユーザスタディ  
 本システムを２人のユーザに使用してもらい意見を

聞いた．図 16 にいくつかの結果を示す．テストユーザ

はシステムの使い方は 5～10 分で理解することができ，

デザインは 5～20 分で行った．実際のカバーは 1～2
時間かけて裁縫した．本システムはとても使いやすく，

楽しい経験ができたと応えた．特にデザインした取り

出し口が内部の物体を取り出すのに十分か否かをあら

かじめ判定できることがとても助かると述べた．また，

自動で提示される領域分割もどのように領域を分割す

るかデザインを考える際のイメージ例に良いと述べた．

一方，これから改善すると良い点として，領域分割の

際に左右対称な領域をデザインするためのガイドや，

一方を描いたら，反対側にも同じ領域分割線が入るよ

うな機能がほしいと述べた．彼らは Plushie[19] のよう

な簡単なスケッチインタフェースでカバー形状自体も

デザインしたいと述べた．  
 

７ . 今後の課題  
本論文の問題点は理論的に証明できていない点で

ある．本提案手法を用いた初期実験は成功したと言え

るため，今後証明を行いたい．  
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図 8：本システムを用いてユーザがデザインしたカバー  

 
現在のシステムは硬い物体のためのカバーと仮定

している．今後柔らかい物体 (ぬいぐるみなど )や，ジ

ョイントを持つロボットなどのカバーにも対応してい

きたい．また，convex hull カバーではなく，バイオリ

ンケースやグローブなどのように形状にぴったりフィ

ットしたカバーもデザインできるようにしたい．また，

本手法を拡張することで，人間やペットのための洋服

デザインなどにも応用可能と考える．  
本研究はコンピュータ内部でモデルの物質制約と

インタラクティブデザインを組み合わせることで素人

のユーザが実世界の物体をデザインする際に大変便利

で有効な手段だということを示せた．我々はこの手法

を様々な物体をデザインする際に利用していきたい．

例えば，ティーポットの注ぎ口を流れる流体を解析す

ることで使いやすいティーポットをデザインしたり，

磨り減りやすい箇所を頑丈にした革のカバンなどをデ

ザインしたりすることが可能となる．  
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