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レンジデータからの３次元合成オブジェクトの自動生成
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１．はじめに
近年、様々な方法により３次元ポリゴンモデル
を容易に得られるようになった。３次元スキャナ
を使用することによって、実在のオブジェクトか
らレンジデータを生成し、そのデータからポリゴ
ンモデルを生成することが可能である。しかし、
複数の部品から構成されているオブジェクトであ
っても、単一曲面からなるポリゴンモデルデータ
しか得られないという問題がある。そこで、３次
元スキャナを使用して得られる単一ポリゴンモデ
ルデータを複数の部品に分けるセグメンテーショ
ン処理を行う。さらに、分けられた部品は、非常
に多くの頂点からなるデータであり、また、多く
のノイズを含むために凹凸が存在し、そのままで
は３次元グラフィックス応用システムのデータと
しては使用できないという問題がある。そこで、
ノイズがなく少ない頂点からなる典型的な形をも
つ形状データを予め用意しておき、セグメンテー
ション処理によって分けられた部品の代わりに、
それと同じ形をもつものを選んで自動的に割り当
てる。これらの処理により、少ない頂点からなる
ノイズのない部品で構成される３次元合成オブジ
ェクトの自動生成が可能となる。
２．セグメンテーション処理：Watershed
単一ポリゴンモデルデータを部品に分割するた
め、Alan P.Mangan らの提案した Watershed のアル
ゴリズム[1]を利用してセグメンテーション処理を
行う。
Watershed は、ポリゴンの各頂点に高さ情報とな
る特徴値を割り当て等高線図のような３次元地形
図を考え、そこへ水を流し込んでできる集水域ご
とに領域を分割していく考え方である。アルゴリ
ズムは以下の６つのステップからなる。
① 特徴値としてそれぞれの頂点の曲率を計算する。
② 局所領域における曲率の最小値を探し、その頂
点にそれぞれ異なるラベルを貼る。
③ 平坦な面となっているところを探し出し、曲率
が極小の面を Flat Minimum、それ以外を Flat
Plateau と定義する。
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④ Flat Plateau をラベルがついている頂点（ま
たは面）に到達するまで降下させていく。
⑤ ステップ④で Flat Plateau を降下させた際、
Flat Plateau が通った頂点や面は到達した頂
点（または面）と同じラベルを貼る。
⑥ 領域の深さが与えられた閾値以下の場合は領域
を併合する。
２.１．曲率計算
ステップ①の頂点の曲率の計算はそれぞれの頂
点における法線ベクトルを利用する。まず式(1)の
ようにある頂点とその頂点に隣接する頂点の法線
の共分散をとる。ただし、N :ある頂点に隣接する
面の数、 {xt , y t , z t } ：面 t における法線ベクトル
の要素、 a ∈ { x, y , z} , b ∈ { x, y , z} とする。
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次に、求めた共分散から(2)式の行列を定義し、そ
の行列の行列式を曲率 D とする。
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３次元スキャナを使用して得られるデータにはノ
イズが多く含まれるため、正しく分割できないと
いった問題が発生した。そこで、式(3)で求められ
る頂点の曲率を、周りの頂点の曲率との間で平均
をとることによりノイズの影響を少なくした。
３．D2 による形状マッチング
２節のセグメンテーション処理により分割され
た各部品オブジェクトに対し、それぞれ形状マッ
チングを行い、少ない頂点からなるノイズのない
形状に置き換える。形状マッチングには D2 法[2]
を利用する。
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D2 法は形状の表面上のランダムな２点間の距離
の分布（ヒストグラム）を形状の特徴量として使
用する方法である。２つの形状モデルから得られ
るヒストグラムの誤差からその２つの形状モデル
の類似度を計算する。
図１の左図は２節のセグメンテーション処理に
より分割された電卓のボタンのポリゴンモデルで
あり、右図は D2 法により求められた左図のボタン
のヒストグラムである。

合成されたモデルに色をつけたものである。形状
マッチングの際にマッチング対象として用いた図
形は、直方体・トーラス・円柱・球・円錐の５つ
である。

(b)

頻度

(a)

図 1．D2 法
４．実験
２節で説明した Watershed によるセグメンテー
ション処理と３節で説明した D2 法を用いた形状マ
ッチングにより、３次元合成オブジェクトを自動
生成する実験を行った。
図２は、われわれが開発したセグメンテーショ
ンソフトウェアの画面イメージである。左図は３
次元スキャナで得られた電卓のポリゴンモデルデ
ータである。右図は、セグメンテーション後の結
果である。Watershed によるセグメンテーションで
は領域を統合する際の閾値によって結果が大きく
異なる。そこで、対話的に結果を確認しながら閾
値を決めることができるインタフェースを用意し
た。また、うまく分割された領域は閾値を大きく
してもそれ以後統合しないようにロックする機能
を追加した。

電卓のポリゴンモデル セグメンテーション後
図２
図３は、分割された各部品に対し形状マッチン
グを行い、少ない頂点からなるノイズのない形状
に置き換えたシステムの画面イメージである。図
３(a)は分割した部品を簡単な形状に置き換える途
中の段階のイメージである。図３(b)はすべての部
品を置き換えた後の結果である。さらに図３(c)は
合成が終わった後に著者が部品ごとの色を選択し、

(c)
図３. 形状の置き換え
４.１．結果と考察
図２が示す通り、セグメンテーションは閾値を
対話的に変えることにより液晶表示器やボタンの
部分など部品ごとに正確に分割することができた。
また、D2 法による形状の置き換えは、形状の選択
はうまくいったが、ボタンの位置や大きさに多少
のずれが生じた。これはセグメンテーションの際
に、それぞれのボタンごとに切れる範囲が多少違
っていることが原因と考えられる。
５．おわりに
本稿では、３次元スキャナを使用して得られる
単一のポリゴンモデルデータを Watershed 法に基
づくセグメンテーションによって部品に分割する
処理、さらに、分割された各部品を D2 法に基づく
形状マッチングにより少ない頂点からなるノイズ
のない部品に置き換える処理についてそれぞれ説
明した。
今後の課題として、部品それぞれの機能を類推し、
モデルに電卓としての機能を自動で持たせること
が挙げられる。さらに、リモコンやキーボードな
ど様々なモデルで同様の処理を行い、合成機能を
持つ様々な３次元合成機能オブジェクトの自動生
成を行いたいと考えている。
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