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1- はじめに
エンジニアリングシステムは、計算機の仮想空間内
で、設計者の意図する製品の形状モデルを作り、それ
をシミュレーションして製品の要件の充足を確認する
道具として発展してきた。仮想空間に作られた形状モ
デルは、NC工作機械や3Dプリンタを利用して、現実
世界に物体として作り出すことができる。逆に、現実
世界の物体を計算機内の形状モデルとして転写するの
が計測である。計測データをもとに、CADデータと同
様、形状の変更、寸法測定、表面積計算、シミュレー
ション、工具経路計算などを実行する要望が急速に高
まっている。

X線CT装置や非接触光学式計測装置などから得られ
る3次元の計測データは、物体表面を三角形の集まりで
表現することが多い。このような多角形の集まりで形
状を表現するモデルをポリゴンモデルという。従来の
エンジニアリングシステムは、CAD曲面モデル（以後、
曲面モデル）を扱うことを前提に作られている。そのた
め、ポリゴンモデルをエンジニアリングシステムで利
用しようとすると、処理対象として受け付けられない
ことや、処理されても十分な計算精度が得られないこ
とが多い。本稿では、計測データをエンジニアリング
システムで有効に使うための課題と、その対策につい
て論じる。また、対策に必要な要素技術の例として、
筆者らの研究を紹介する。

2- 計測データの利用
計測データをエンジニアリングシステムで利用する
取り組みは、製造業のみならず、医療、建築土木、文
化財保護など様々な分野に広がっている。その例を挙
げる。
１） 自動車の意匠設計で作られるクレイモデルを計測し

て、取り付ける部品の検討や、振動、衝突、風洞な
どのシミュレーションを計算機内で行う。

２） プレス成型や樹脂成型で部品を製造する場合、スプ
リングバックや凝固収縮など様々な理由で、金型表
面と部品表面は同じ形状にはならない。あらかじめ
金型のCADモデルに変形を見込んでおくが、適正
に見込むことは難しい。そのため、試作部品を計測
し、製品のCADモデルとの違いを検査する。許容
誤差以上の差異がある場合は、差異の情報をもとに
金型を変更し再度試作を行う [1]。

３） 製造された樹脂部品や鋳造部品を計測し、肉厚の分
布や、鋳巣と呼ばれる製品内部に生じる不良空洞の
発生状態を調べる。また、製品実物の性能を評価す
るために、計測データから鋳巣の入った状態の有限
要素モデルを作り、シミュレーションを行うことが
求められる。

４） 人工関節などのインプラントを個々の人の体に合わ
せて作りたい。しかし、人体のCT計測データから
部位の表面を取り出す操作に時間が多く掛かるた
め、オーダーメイドのインプラントはほとんど作ら
れていない。

５） 橋梁は、設計データがなかったり、設計時と形が変
わったりするようなので、実物を計測し、シミュ
レーションすることが求められる。

６） 遺跡から出土した遺物を計測し、空気との接触によ
る劣化を防ぐため、実物を保管して、計測データを
もとに寸法測定やシミュレーションなどの調査を行
うことがある。計算機内で、腐食などにより損傷し
ている個所を補修したり、割れた破片を組み立てた
りして元の形を復元できる。

3- ポリゴンエンジニアリング
従来のエンジニアリングシステムは、物体の形状表
現に曲面モデルを使用している。曲面モデルは、図1
（a）のように、平面、円錐面やNURBSなどの数式で表
現された四辺形曲面から、必要な部分を構成面（フェイ
ス）と呼ばれる部分曲面として切り出し、構成面を繋ぎ
合せて全体の形状を表現する。一方、計測から得られ
るポリゴンモデルは、図1（b）のように、三角形を敷き
詰めて形状を表現する。形状モデルの表現方法が異な
るため、ポリゴンモデルをそのままエンジニアリング
システムで利用することはできない。
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- （a）曲面モデル- （b）ポリゴンモデル

図1　曲面モデルとポリゴンモデル

図2　計測データをエンジニアリングシステムで利用

図2は計測データをCAD （設計）、CAE （シミュレー
ション）、CAM （加工）というエンジニアリングシステ
ムで利用する処理の流れである。ここに示すように、
ポリゴンモデルを曲面モデルに変換する必要がある。
この変換が煩わしい作業であり、多くの工数をかけて
曲面モデルを作成している。曲面モデルへの変換を自
動／半自動で行うソフトウェアも市販されているが、
利用者の意図とは異なる領域に構成面分割されること
や、作られる構成面の面品質と境界線品質に問題があ
ると多くの利用者から聞いている。
曲面モデルへの変換を不要にするために、ポリゴン
モデルをエンジニアリングシステムが直接利用するポ
リゴンエンジニアリングの実現を構想した（図3）。

図3　ポリゴンエンジニアリングシステム

3.1- ポリゴンCAD
ポリゴンCADには、ノイズ除去や簡略化、穴埋めな

どポリゴンモデル固有の編集機能はもちろんのこと、
オフセット、集合演算、フィレット掛けというモデリ
ング機能や、形状の評価機能など、CADシステムと同
等の機能が必要になると考える。
三角形の集まりという単純な形状表現であるため、
ポリゴンモデルは次のように従来のCADシステムの問
題点を解決できる。
（1） 三角形という有限平面を対象にする演算であるた
め、NURBSなどの自由曲面に対する図形処理の不
安定要因である収束計算が不要になり、図形処理が
安定する。

（2） ポリゴンモデルは頂点を共有する隙間のない三角形
の集まりなので、構成面間の隙間が原因で発生する
CADのトラブルを回避できる。

（3） ポリゴンモデルを変形するには、頂点の座標値を変
えるだけでよい。CADでは、変形後の構成面間の
接続性も考慮した曲面式の再作成が必要になる。

（4） 多数の三角形群に対する単純な演算には、並列計算
が適している。CADには高速化が求められている
が、GPGPUなどの活用により演算速度の向上を図
れる。

（5） システムが異なっても、三角形群の表現に差異は少
ないので、異なるシステム間の形状モデルのデータ
交換を安定して行える。
このように、ポリゴンモデルには好ましい性質があ
る。しかし、次のような形状表現の問題もある。
（1） 自動車のボディなどの意匠形状では、形状モデルに
対して、曲率が穏やかに変化することが求められ
る。そのため、大域的な曲率の変化を考慮したポリ
ゴンのふくらみの推定や、意匠性を保持したポリゴ
ンモデルの変形が求められる。

（2） 球面や円錐面などの解析面を三角形群で表現するよ
り、曲面式を使う方が少ないデータ量で正確に表現
でき、高速に処理できる。例えば、球面は曲面モデ
ルでは中心と半径で表現できるが、ポリゴンモデル
では、たとえば頂点が球面上に分布した三角形群と
して表現することになる。
そのため、従来のCADをポリゴンCADで、容易に

置き換えられるとは考えていない。意匠面や解析面を
扱う必要がある場合には、ポリゴンモデルと曲面モデ
ルを区別なく操作、演算できるハイブリッドシステム
が有効であると考える。

3.2- ポリゴンCAE
ポリゴンモデルをSTLファイルで入力できるCAEシ
ステムも存在するが、計測から得られるポリゴンモデ
ルは、頂点の並びに形状の特徴が必ずしも反映される
わけではない。そのため、有限要素の並び方が解析結
果に大きく影響する場合は、ポリゴンモデルからいっ
たん曲面モデルを作成し、曲面モデルから有限要素
メッシュを作る。ポリゴンモデルから形状の流れや特
徴を反映した有限要素メッシュを直接作ることができ
れば、曲面モデルを経由する必要がなくなる。直接作
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る方法として、ポリゴンモデルの法線や曲率の変化な
どの情報から、自動的に構成面に相当する単位にポリ
ゴンモデルを領域分割し、それぞれの領域で、頂点の
並びが曲率の変化の傾向に合い、かつポリゴンの大き
さが揃いアスペクト比のよいポリゴンメッシュを再構
成すればよいと考えている。

3.3- ポリゴンCAM
ポリゴンモデルをSTLファイルで入力できるCAMシ

ステムも存在するが、ポリゴンが粗いと、三角形の平
面部分が目立ち、ミラーボールを削るような工具経路
を計算することになる。なめらかな工具経路を作るに
は、ポリゴンと工具の接触計算時に、三角形内部を平
面ではなく、周辺のポリゴンとの接続関係から計算さ
れるふくらみを持つ形状として扱えればよいと考える。
また、切削領域の指示などに使う線として、ポリゴ
ンモデルからフィレット中心線などの特徴線を自動的
に抽出することが求められる。

4- 共同研究
4.1- 理化学研究所との共同研究
理化学研究所（以後、理研）では、 2000年度からポリ
ゴン処理などのVCADシステムの研究を行ってきた。
一方、日本ユニシスグループは、40年に及ぶCAD/
CAMシステムの開発実績を持つ。この研究知財と開発
技術を融合することにより、早期にポリゴンエンジニ
アリングシステムを社会に提供できると考えた。
理研には、企業と共同研究を行うために「産業界との
融合的連携研究制度」が用意されている。理研と企業の
研究開発能力を融合的に連携させて、研究成果を実用
化することにより、日本の産業技術の新しい展開に理
研が貢献することを目的にしている。この制度を利用
して、2012年に理研に計測情報処理研究チームを設立
し、ポリゴンエンジニアリングに必要な要素技術を研
究している [2]。

4.2- VCADシステム研究会
ポリゴンエンジニアリングの研究では、計測データ
からポリゴンモデルの作成、ポリゴンモデルの編集、
CAD、CAM、CAEとの連携など多くの技術課題を扱
う。また、計測データの利用範囲と要望、期待は急速
に拡大し、それを支える学術研究、開発技術研究は発
展が著しい。そのため、理研だけでなく、広く研究
者、利用者、装置メーカー、ITベンダーが集まり、課
題の解決を検討する必要がある。
理研の計測情報処理研究チームと連携をとる外部組
織として、NPO法人VCADシステム研究会にポリゴン
エンジニアリング分科会を設立した。この分科会に多
くの研究者、企業の技術者が参加し、計測データをエ
ンジニアリングシステムで扱うときの課題の抽出や、
研究中のポリゴン関連ソフトウェアを試行し、評価結
果を研究者にフィードバックする活動を行っている。

5- 研究事例
筆者らが行っているポリゴンエンジニアリングの要
素技術研究を紹介する。

- （a）QEMによる簡略化- （b）著者らの簡略化

図4　簡略化の比較

5.1- 簡略化
ポリゴンモデルの形状を保ちながら、ポリゴン数を
減らし、データを軽量化する機能である。ポリゴンモ
デルから尾根／谷線を抽出する理研の吉澤らの研究 [3]

では、尾根／谷線からの距離に応じて簡略化の強さを
変える（尾根／谷線の近くではあまり簡略化をせず遠ざ
かるにしたがって強く簡略化する）ことにより、ポリゴ
ンモデルの尾根／谷の特徴を失わない簡略化を提案し
ている。筆者らは、この考え方を用いて、QEMによる
簡略化 [4]をもとに、機械部品のフィレットのような形
状を検出し、そこからの距離に応じて簡略化度合いを
制御するソフトウェアを研究開発している [5]。約7万ポ
リゴンのモデルを、1/10のポリゴン数に簡略化した例
を図4に示す。（a）は一般的なQEMによる簡略化、（b）
は筆者らの簡略化である。（b）は平坦な部分は強く簡略
化し、曲る部分は弱く簡略化していることがわかる。

5.2- 細分割
3.3節で述べたように、ポリゴンCAMでなめらかな

工具経路を作るためには、三角形のふくらみを推定す
る必要がある。理研では、VCADシステムの研究の中
で、長田パッチ [6]という2次曲面式による補間方法を研
究してきた。しかし、2次式で表現できる形状に制約が
あるため、筆者らは長田パッチを3次式に拡張する研究
を行った [7]。この研究を応用して、前節で述べた簡略
化とは逆に、ふくらみを考慮してポリゴンメッシュを
細かく分割する研究開発を行っている（図5）。

図5　三角形の各辺を5分割する細分割
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ポリゴンメッシュには平坦な部分も曲りの強い部分
もあり、各ポリゴンには大きな三角形も小さな三角形
もある。すべてのポリゴンを一様な分割数で細分割す
ると、細分割の効果を十分には発揮できず、データ量
も膨大になるため、各ポリゴンの大きさや補間曲面と
ポリゴンとの離れに応じて分割数を決め、適応的に細
分割することが求められる。

図6　3Dプリンタ造形モデル- 図7　住宅の模型

5.3- オフセット
形状モデル表面の各面上点を、それぞれの法線方向
に移動し、形状モデルを膨張／収縮させることをオフ
セットと呼ぶ。3Dプリンタで造形する場合、材料費を
節約するため、図6のように、造形物の内部を空洞化す
る。この表側のポリゴンメッシュから、内側のポリゴ
ンメッシュを作る処理がオフセットである。オフセッ
トの計算アルゴリズムには、
・ポリゴンメッシュの各頂点を法線方向にオフセット
量（厚みの量）だけ移動する方法

・ポリゴンメッシュを基準にして距離場を作り、オフ
セット量だけ離れた位置に、元のポリゴンメッシュ
のポリゴン構成には関わらない新たにポリゴンメッ
シュを作る方法

・各三角形の平面をオフセット量だけ平行移動し、平
面群の交点に相当する位置をオフセット後の頂点に
する方法
などが考えられる。また、オフセットの処理では自己
交差する部分の自動的な除去を考慮する必要がある。
図7は、住宅の実寸ポリゴンモデルを縮小して、3D
プリンタで模型を作る例である。単純に縮小しただけ
では、壁の厚みが薄くなりすぎ、頑丈な造形物を作成
できない。そのため、オフセット機能を使って壁の厚

みを調整する。このケースでは、壁面の平行性やコー
ナー形状を保つ必要があるため、三角形の平面を平行
移動する方法が適している。

6- おわりに
ポリゴンモデルを中心に置くエンジニアリングシス
テムにより、計測データ処理とCAD/CAM/CAEは一つ
につながる。製造業をはじめ、高度医療、建築土木、
文化財保護など広い分野で、計測データを利用する新
しい技術を拓くことが期待できる。
また、ポリゴンモデルと曲面モデルを区別なく扱う
ハイブリッド型のエンジニアリングシステムが実現で
きれば、製造業の意匠設計・製品設計・生産準備の工
程の大幅な改造も考えることができる。ソフトウェア
の研究開発により、日本のものづくりに貢献すること
を目指している。
ポリゴンエンジニアリングは、エンジニアリングシ
ステムのデータ表現の中心が曲面モデルからポリゴン
モデルに移るというパラダイムシフトを引き起こし、
エンジニアリングシステムの市場を大きく変える可能
性があると考える。
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