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スマートデバイスを用いた直感的３次元形状モデリング 
 

堀之内惇樹†1 真部裕太†1 福田将瑛†2 渕田孝康†1 

 

概要：現在，様々な場面で 3 次元コンピュータグラフィックス（3DCG）が利用され，触れる機会も多い．しかし，
3DCG を個人で利用するには，専門的知識が必要であり，3DCG を作成することは容易ではない．一方で，スマート
フォンやタブレット端末などのスマートデバイスが急速に普及している．そこで，本研究では，スマートデバイスを

用いて，誰でも簡単に，そして，より直感的に 3DCGを作成することができるインターフェースの実現を目的として
いる．さらに，作成したアプリを実際に使ってもらい，アンケートをとって，その使用感や性能を評価した． 
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Intuitive three-dimensional shape modeling using a smart device 
 

ATSUKI HORINOUCHI†1 YUTA MANABE†1   

SYOEI HUKUDA†2 TAKAYASU FUCHIDA†1  

 

Abstract: Currently, 3-dimensional computer graphics (3DCG) is used in various scenes and people have many opportunities to 

touch them. However, in order to use 3DCG for individuals, expert knowledge is necessary, and it is not easy to create 3DCG. On 

the other hand, smart devices such as smart phones and tablet terminals are spreading rapidly. In this research, we aim to realize 

an interface that allows anyone to create 3DCG easily and more intuitively using smart devices. Furthermore, we asked the 

questionnaire to actually use the created application, and evaluated its feeling of use and performance. 
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1. はじめに     

近年，ゲームや映画など，様々な場面で３次元コンピュー

タグラフィックス（3DCG）が用いられており，その技術は，

驚異的に進化を遂げている．テレビやパソコン等の急速な

普及により，誰もが普段の生活において，3DCG に触れる

機会が増えている．また，従来のパソコン等では，マウス

を用いた，一点での操作しかできなかったが，スマートデ

バイスの普及により，マルチタッチを用いて，二点以上の

より直感的な操作が可能になった． 

本研究では，スマートフォンやタブレット等のスマートデ

バイスを用いた，直感的な三次元形状の変形手法を提案し，

それを実装することで，誰でも簡単に 3DCG について扱う

ことができるようにすることを目的としている． 

 

2. 外部状況について 

3DCG の変形手法に関する研究や，現在，市場に出回って

いる外部の 3D モデリングソフトについて説明する． 

 

2.1 外部研究について 

2.1.1 制御点を用いたメッシュ変形手法[1] 

3 次元形状メッシュの周囲に複数の制御点を配置し，ユー
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ザーが制御点を移動させることによってメッシュの形状を

変形する PB-FFD 法についてのねじれの変形手法を構築し

ている． 

2.2 スマートデバイスを用いた 3DCG 作成アプリ 

2.2.1 3DC.io (3D Creationist) 

3DC.io では，スマートデバイスを用いて，任意の 3D モデ

ルを作成するための基本的な形状（立方体，球，円錐，円

柱など）を使用し，組み合わせることで立体を形成してい

く．立体を，単に移動・回転・拡大縮小することによって，

3D モデルを形成する．表示例を，図 2.1 に示す． 

 

 

図 2.1 3dc.io による作成例 

 

3. スマートデバイスを用いた 3DCGの表現 

日本のスマートフォン・タブレット端末における市場では，
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Apple の「iOS」と Google の「Android」が主流となってい

る．他には，MicroSoft の「Windows 10 Mobile」や Mozilla

の「Firefox OS」もあるが，日本のスマートフォン・タブレ

ット端末のシェア率は，iOS と Android がほとんどを占め

ている． 

本研究では，Android での開発を進めていくため，Android

における 3DCGモデリングツールを開発するうえで使用し

た開発環境を示す． 

 

3.1 Android Studio 

Android Studio は，Google が提供する Android プラットフ

ォームに対応する統合開発環境である．Android アプリ開

発用の公式な統合開発環境で，IntelliJ IDEA がベースにな

っている． 

 高速かつ機能豊富なエミュレータをもち，全ての Android

端末向けにアプリを開発することができる．広範囲なテス

トツールやフレームワークを持ち，Android アプリの開発

において欠かせないものである． 

本研究では，Android Studio 1.3.2 を使用して開発を行って

いる．以下に Android Studio の開発画面を示す．（図 3.1） 

 

図 3.1 Android Studio 開発画面 

3.2 OpenGL ES（OpenGL for Embedded Systems） 

スマートフォンにおいて，Android 端末上で 3 次元コンピ

ュータグラフィックスを扱う上で，OpenGL ES を使って，

立体の形成変形を行うことができるインターフェースを作

成する． 

OpenGL ES とは，クロスプラットフォームな 3 次元グラ

フィックス API である OpenGL のサブセットで，主に携帯

電話などの組み込みシステムで使用される 3 次元グラフィ

ックス用の API である．主に「リアルタイムで 3D 空間を

表示する」必要がある分野で利用されている． 

OpenGL ES は,  iOS や Android などの携帯端末向け OS

や，PlayStation Vita などのゲーム機で採用されている．バ

ージョンは，OpenGL ES 1.0 から OpenGL ES 3.2 まで公開

されており，本研究では主に OpenGL ES 1.0 と 1.1 を使用

している．OpenGL ES を用いた例を図 3.2 に示す． 

 

図 3.2 OpenGL ES を用いた例 

 

4. 直感的形状変形手法について 

 直感的形状変形手法の提案として，曲線を 3 次元空間上

に作り，それを紐に見立てて画面上で直感的に操作するも

のを検討した． 

本研究に用いる曲線には，β-Spline 曲線を検討した．ま

た，直感的な操作を行う上で DDM [2] を用いたβ-Spline曲

線の変形も行った．  

 

4.1 自由曲線について 

自由に曲がる曲線は，大きく以下の 2 つに分けることが

できる． 

・代数表現 

・パラメトリック表現 

代数表現とは陰関数等を用いた表現法で，いわゆる 

y=f(x) というような形状で現されるものである．  

しかしながら，この表現で扱うことができる曲線は直線，

放物線，双曲線，楕円など，いつくかの限定されたものに

限られてしまう． 

したがって，一般的に自由曲線を表現する場合は以下に述

べるパラメトリック表現が使用される． 

パラメトリック表現とは，曲線の座標値の各々が 1 つの

パラメータで表される形式を言う．たとえば，原点を中心

とする半径 1 の縁を表す場合， 

{
 x =  cos(𝑡)

 y =  sin(𝑡)
 

のような表現が用いられる．ここで， t がパラメータで

ある． 

パラメトリックな表現では，制御ポリゴンで曲線形状を決

定することができる． 

パラメトリックな曲線の代表的なものとして， 

・ベジェ曲線 

・β-Spline 曲線 

の 2 つが挙げられる．（ベジェ曲線を拡張したものがβ-

Spline 曲線と考えられる） 

β-Spline 曲線は，1 本の曲線を複数のセグメントによって
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表現することができ，曲線の次数を上げずに複雑な曲線を

表現することが可能となる． 

本研究では，さまざまなβ-Spline 曲線のうち，「ユニフォ

ームな 3 次のβ-Spline 曲線」を取り扱う． 

ユニフォームなβ-Spline 曲線は，曲線の端点が制御ポリ

ゴンの端点と一致せず，曲線全体を通じて滑らかに変化す

るような曲線となる． 

3 次のβ-Spline 曲線は，複数の曲線セグメントから構成さ

れており，1 つのセグメントは 4 つの制御点によって，以

下の式で決定される． 

R(i, t) = ∑𝑋(𝑗, 𝑡)𝑃(𝑖 + 𝑗)   𝑖 = 0, 1, 2, … , n − 3，j = 0, 1, 2, 3 

ここで，P(k) は k 番目の制御点であり，k = 0,1,2,…,n で

ある( n+1 個の制御点)．また，R(i,t) は i 番目の曲線セグメ

ントであり，3 次の場合は j=0,1,2,3 の以下の 4 つであり， 

X(0, t) =
(1 − 𝑡)3

6
  

X(1, t) =
t3

2
− t2 +

2

3
  

X(2, t) =  −
t3

2
+

t2

2
+

t

2
+

1

6
 

X(3, t) =
t3

6
 

で表せる． 

以下に 3 次のβ-Spline 曲線を示す．（図 4.2） 

 

 

図 4.2 3 次のβ-Spline 曲線 

4.2 曲線のタッチ方法 

3 次元空間上における，カメラの位置（視点）と自分がタ

ッチした点でできる直線と，β-Spline 曲線を構成する点と

の距離を求めて，最も近い点をタッチした点としている． 

曲線のタッチ方法についての図を図 4.3 に示す． 

 

図 4.3 曲線のタッチ取得について 

4.3 曲線胴体部の作成 

曲線の胴体部は，一つの曲線セグメントあたりの円の数と，

一つの円を構成する点の数を設定し，曲線に沿うように配

置し，点をそれぞれ繋げることによって，胴体部を生成し

ている． 

それぞれの円は半径を持っており，半径を操作して胴体部

の変形を実装している． 

 曲線の胴体部描画においては，3 つのバッファを用いて

計算を行う．曲線に沿った最初の円をバッファ 1 に入れ，

次の円をバッファ 2 に格納する．その後，バッファ 3 に 2

つのバッファの点を交互に格納し，胴体部の面描画を行っ

ている．バッファ交換の様子を図 4.4 に示す． 

 

図 4.4 胴体描画時のバッファ交換 

 

5. スマートデバイスを用いた 3D モデリング

ツール 

5.1 実装結果 

スマートデバイスを用いた立体形状変形に関する試作シ

ステムを作成した． 

5.1.1 初期状態 

初期状態においては，3 次元空間上に X 軸，Y 軸，Z 軸を

生成する．それぞれの軸のサイズは，-1 から 1 の範囲で作

成している． 

また，補助用のグリッド線を下部に配置している．初期状

態の画面を図 5.1 に示す． 

 

図 5.1 初期状態画面 

5.1.2 曲線表示 

 曲線の初期状態においては，1 本のβ-Spline 曲線で，10

個の制御点を生成している．10 個の制御点から，7 個のセ
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グメントを構成し，β-Spline 曲線を形作っている．ワイヤ

ーフレーム状態と面ポリゴン表示の状態を図 5.2 に示す 

 曲線の追加方法については，5.2 に記載する． 

 

図 5.2 曲線のワイヤーフレーム表示と面ポリゴン表示 

5.2 タッチを用いた操作 

5.2.1 指 1 点での操作 

(1). 空間全体の回転 

 曲線を触らずに一点を動かすことで空間全体を回転する．

回転は，空間の中心座標を中心に回転する．  

(2). 曲線の選択 

 曲線を触ると曲線が選択される．選択状態では，曲線は

ワイヤーフレーム表示になり，非選択状態では，ポリゴン

表示になる．選択は，複数の曲線を選択することができる．

選択した曲線をタップすると再び非選択状態にすることが

できる．選択と非選択の状態を表したものを図 5.3 に示す． 

 

図 5.3 曲線の選択・非選択 

(3). 曲線単体の回転 

 曲線を触ってから指一本で動かすことで，曲線単体を回

転させる．曲線の回転では，曲線の重心を中心にして，指

の移動方向に対して垂直なベクトルを作り，それを軸とし

て回転する． 

5.2.2 指 2 点での操作 

(1). 曲線の追加 

 2 点の指をタッチして，すぐに離すことで，曲線を追加

する．1 番目にタッチした点を始点，2 番目にタッチした点

を終点とし，始点から終点まで，制御点の個数分分割して，

制御点を配置する．曲線の追加の説明図を図 5.4 に示す． 

 

図 5.4 曲線の追加 

(2). 選択曲線の移動 

 タッチ操作 2 点による曲線の移動は 2 種類ある．曲線を

触らずに二点タッチし，平行移動することで，選択した曲

線の全てを平行移動させる．  

(3). 曲線単体の移動 

 2 つの曲線を触ることで曲線単体の移動になる．一本を

触って，もう一本を動かすことで，二本目の曲線が移動す

る． 

(4). 空間全体の拡大縮小 

 曲線を選択していない状態で，曲線を触らずに，タッチ

二点のピンチ操作を行うことで，空間全体の拡大縮小をす

る． 

(5). 選択曲線の拡大縮小 

 曲線を選択した状態で，曲線を触らずに，タッチ二点の

ピンチ操作を行うことで，選択した曲線の拡大縮小を行う．  

(6). 曲線の変形 

 曲線上の一点を押さえて，曲線上のもう一点を動かすこ

とにより，曲線を変形させる．変形時には，第 4 章で説明

した，DDM を用いて変形を行っている．曲線の変形の様子

を図 5.5 に示す． 

 

図 5.5 曲線の変形前と変形後の様子 

5.2.3 指 3 点での操作 

(1). 曲線胴体部の変形 

 3 点のタッチ操作により，曲線の胴体部の太さを変更す

る．曲線上の一点を押さえて残りの 2 点のピンチ操作によ

り，曲線の胴体部が拡大縮小する．曲線胴体の変形前と変

形後の様子を図 5.6 に示す． 
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図 5.6 曲線胴体の変形後 

5.3 ボタンを用いた操作 

曲線の設定の変更などはタッチ操作では，扱えないためボ

タンによる操作を取り入れた．右上にメニューを追加し，

メニューから保存読み込み機能などを取り入れている．ボ

タンとメニューの表示を図 5.7 に示す． 

 

図 5.7 ボタンとメニュー一覧 

(1). 色変更 

 色ボタンを押すことで，胴体の色の変更用ダイアログを

表示する．曲線の胴体部は，始点と終点の色を決めて，そ

の色のグラデーションにより色が塗られる．初期状態では，

始点も終点もランダムな色を設定する．色のダイアログで

は，色相環を表示し，明度・彩度を変更も可能にしている．  

(2). 選択した曲線の削除 

 削除ボタンを押すことにより選択した曲線を削除する． 

(3). 曲線の結合化 

 見た目では繋がっていても奥行きでは離れていることが

ある．この場合に離れている曲線同士を結合させる．最初

に選択した紐に周りの曲線が結合される．結合前を図 5.8

に，結合後を図 5.9 に示す． 

 

図 5.8 結合前の正面と別視点からの様子 

 

図 5.9 結合後の正面と別視点からの様子 

(4). 曲線の複製 

 選択した曲線の全てを複製する．複製した曲線は座標軸

の中心に複製される．  

(5). 曲線同士のグループ化・グループ解除 

 グループ化したい曲線を選択し，グループ化ボタンを押

すことでグループ化を行うことができる．グループ化を行

った際には，グループに含まれているそれぞれの曲線から

重心を得て，グループの重心を計算し，その重心に伴って，

回転・移動・拡大縮小が行われる． 

 また，グループ化した曲線を選択し，グループ解除ボタ

ンを押すことでグループを解除できる． 

(6). 胴体部の形状変更 

 胴体部の形状を変更できる．現在，円形，三角形，四角

形，五角形の 4 つの状態に変更する．変更時のダイアログ

と，それぞれの変更後の様子を図 5.10 に示す． 

 

図 5.10 胴体部の構成形状変更 

(7). 曲線の線端における形状変更 

 曲線の線端部の形状を変更できる．線端部に何もポリゴ

ンを張らない場合と，平面型，尖った状態の突型の 3 つの

種類がある．線端部の様子を図 5.11 に示す． 

 

図 5.11 線端の状態の一覧 

(8). すべての曲線の削除・新規作成 

 左上のメニューボタンから新規作成を押すことで，全て

の曲線を削除するかの確認ダイアログを表示し，OK を押

すことで，新規作成される．  

(9). 保存 

 保存ボタンを押すことで，保存用ページのダイアログを

開く．キーボードで任意の名前を付けて保存ボタンを押す

ことで，曲線形状を保存する．曲線形状のデータは，拡張

子「.bsc」で保存される．データの内容は，曲線の制御点数，

セグメント構成点数，制御点座標，胴体部の大きさと個数，

1 セグメントあたりの胴体円数，円の構成点数，線端の状
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態，色情報が保存される． 

保存データを，図 5.12 に示す． 

(10). 読み込み 

 メニューボタンから読み込みを押すことで，読み込み用

ダイアログを表示し，読み込みたい項目を選び，読み込み

ボタンを押すことで，作成した物体を表示する．  

 

 

図 5.12 実際の 3D モデルの保存データ 

 (11). 設定 

 設定で各種設定を操作する． 

 現在は，軸，グリッド線，ボタンの表示の切り替えと，

追加する曲線の制御点数の変更，曲線の胴体部の操作範囲

を任意の数に変更することができるようにしている．  

(12). チュートリアル表示 

 画面起動時にチュートリアルを表示する．現在は，10 枚

の説明スライドをスクロールに表示するのみ．チュートリ

アル説明の一部を図 5.13 に示す． 

 

図 5.13 説明文表示 

 

6. 評価方法について 

実装したアプリを 20～25 才の一般男女 16 人に被験者と

して，ラッパを作成させその操作回数と作成時間の記録を

とった． 

また，10 人の被験者に，第 2 章で紹介した「3dc.io」を使

っての比較実験を行った．ラッパの作成には作成例（図 6.1）

を提示し，それを基にラッパを作成した． 

3dc.io では，作成までにどれだけの時間を用いたかを計測

する． 

本アプリでの作成の最後に被験者に曲線変形モデリング

ツールの使いやすさ，直感性，操作性の 3 項目について１

～５段階で評価を付けてもらった．実際に被験者が作成し

た例を示す． 

  

図 6.1 本アプリ(左)と 3dc.io(右)での提示した作成例 

 

6.1 実験環境 

使用した端末：ASUS ZenPad S 8.0 P01MA 

OS：Android 5.0 

 

6.2 本アプリでの時間計測と操作記録 

(1). 本アプリでの計測時間 

 操作時間の平均は，約 14 分になった．個人によって作成

時間が分かれる結果となった．作成の遅い人では，上手く

作ろうとこだわりを持って，細かく操作を行った場合や，

操作が分からずに時間が掛かってしまった場合などがあっ

た．時間の早い人では，3 次元での移動や回転の方向をう

まく認識し，簡易に作成することを可能にしていた．作成

時間をまとめたグラフを図 6.3 に示す． 

 

図 6.3 本アプリによるラッパの作成時間 

(2). 本アプリでのタッチ操作の平均回数 

タッチの操作回数を記録したところ，空間の回転操作が一

番多く，曲線単体での移動回数が一番少ないことが分かっ

た． 

空間の回転操作は一点での操作の基本の操作であり，3 次

元空間を把握する上で使用回数が多くなったとみられる． 

また，曲線単体の移動回数が少ないのは，操作方法が，曲

線 1 本を押さえて，移動したい曲線を動かすという操作で

あり，少々複雑な操作方法であったので，多用されなかっ

たとみられる． 

タッチ操作による操作の平均回数をまとめたグラフを図 

6.4 に示す． 
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図 6.4 タッチを用いた平均操作回数 

(3). 本アプリでのボタン操作による平均回数 

ボタンによる操作回数では，削除ボタンの操作回数が特に

多くなった． 

これは，誤操作による曲線の追加や，β スプライン曲線

の制御点による変形操作，胴体部の変形操作が上手く行わ

れず，元に戻す機能を有していないため，削除の機能を多

用することになったと考えられる． 

また，メニュー表示にある，設定等の機能は，より高度な

曲線作成につかうもので，あまり使われなかったとみられ

る． 

ボタンによる操作の平均回数をまとめたグラフを図  6.5

に示す． 

 

図 6.5 ボタンを用いた平均操作回数 

(4). アンケートによる評価 

 また，アンケートによる 5 段階評価の平均点は図のよう

になった． 

直感性が一番高く，操作していく上で，より感覚的に作成

することを可能にしていると見て取れる． 

しかし，使いやすさの点では，変形等では複雑な操作であ

り，一度理解してから取り組まなければわからないことが

多いので，使いやすい操作を取り入れていく必要があると

考えられる． 

評価の平均点を表したものを図 6.6 に示す． 

 

 

図 6.6 アンケート評価平均点 

 

6.3 3dc.io での時間計測 

3dc.io では平均作成時間が 15 分 49 秒となった． 

立体を矢印に合わせて，移動・回転・拡大縮小することが

できるため，非常にわかりやすいインターフェースとなっ

ているが，軸ごとに操作を行うため，操作の回数に手間が

生じて，少々時間がかかったとみられる． 

3dc.io による操作時間をまとめたグラフを図 6.7 に示す． 

 

図 6.7 3dc.io での作成時間 

6.4 二つのアプリによる比較 

２つのアプリにおける比較時間をまとめたグラフを図 

6.8 に示す．平均時間は，本アプリで作成したほうが早くな

った．本アプリで作成したほうが早くなった人と 3dc.io の

アプリで作成したほうが早くなった人の割合は，半々にな

るという結果になった． 

実際に作成した際に，3dc.io では，立体の移動や回転拡大

の方向が明確であり，使いやすいということが分かったが，

本アプリでは，使用者が，移動方向や変形方向を熟知して

いれば，作成時間が早くなることが分かった． 

 

図 6.8 2 つのアプリによる比較時間 
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7. 結論 

7.1 まとめ 

本研究では，Android タブレットを用いて，曲線を紐に見

立てて変形させ 3DCG を作成する 3D モデリングツールを

作成した．曲線には，β-Spline 曲線を用いることで，曲線

を簡易に曲げる操作を取り入れた．その他にも，曲線の回

転・移動・拡大縮小や，曲線に胴体を取り付けることによ

って胴体の太さを変えること，曲線の結合・複製・グルー

プ化・胴体図形の変更・線端の変更，設定による制御点数

の変更や胴体操作範囲の変更を可能にした． 

また，作成したツールを，実際に複数人に使ってもらい，

3dc.io との比較を行った．比較実験を行うことにより，本

アプリでの操作に複雑な部分があった．3dc.io では，軸ご

とに，移動や拡大の方向が定まっているが，本アプリでは，

見る方向や角度によって，移動や回転が変わってしまうた

め 3 次元空間を把握する力なくしては作成する際に立体の

ずれを直すことが難しいことが分かった． 

 

7.2 今後の課題 

 今後の課題としては，現在評価を行ったうえでの問題を

解決し改良していく必要がある．特に要望の多かったこと

は，誤操作を元に戻す機能であった．βスプライン曲線で

は，変形操作を行った後に，タッチによる前の状態に戻す

操作を行ってもうまく戻らない場合がある．また，曲線胴

体部の変形操作においても，範囲によって戻る量が変化し，

うまくいかない場合があった． 

それらの原因は，移動や拡大縮小などの操作が，回転操作

の後に起きるようになっているので，必然的に画面が移動

してしまい，前の操作との誤差が生まれてしまうことが，

指を使っての元に戻す操作の妨げになっているので，改善

する必要がある． 
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