
 
 

 

 

  
 

 

 
 

1. はじめに  

	 本研究は，掌での立体的な造形作法を可能にするヒュー

マンインターフェイス「ろくろ」，及びそれを用いた新たな

3Dモデリング体験を提案するものある．多点入力に対応し

た抵抗膜タッチセンサを円筒形にして表裏 2枚組み合わせ

たものをセンサとし，これを掴む，握る，押し広げる等の

作法により，3Dモデリング操作を可能とする．自由度の高

い立体のセンサにより，人の立体把握能力を活用した立体

的な作法ならではのインタラクションを新たに提案するも

のである． 

	 近年，低価格の 3次元工作機械や 3次元造形サービスや 

ものづくりに関する情報共有サイトが広がりをみせている．  

 3D デ ー タ を 印 刷 す る オ ン デ マ ン ド サ ー ビ ス

Shapeways[11]はユーザによるデータの出品および販売が

可能であり，提供者としてアマチュアの 3D モデラーがそ

れを支えている． 
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	 その中でも注目を集めているのが，「The Vibe iPhone Case」

「Cell Cycle」「Sake Set」といったモデル群で，これらは 3D

モデリングの方法を簡略化したアプリケーションを提供し，

ユーザによるカスタマイズを手助けしている．「Sake Set」 

を例にとれば，ユーザの好みに合わせ陶製の酒器に形やひ

ねりを与えることが可能なアプリケーションをブラウザ上

で提供し，断面図とひねり具合という 2つのパラメータで

の造形により，アマチュアでもすぐに完成形をつくり確認

が容易である． 

	 これらが示すことは，3Dプリントされる用品がアマチュ

アに求められているということ，さらにモデリングのツー

ル，特にアマチュアの要求を正確に伝えるインタフェース

の仕組みを追求する事が，3Dモデリングへのアマチュアの

参加を後押しするということである．しかし，先に挙げた

インタフェースの多くは新たな要求に最適化されていると

は言い難い．上記に示したモデル群で主に用いられている

のは GUIで汎用的に用いられてきたトラックバー，テキス

ト入力形式の流用である．つまり，アマチュアは 3D プリ

ントされた用品，さらには 3D モデリングへの参加を望ん

でいるにもかかわらず，インタフェースに関しては限られ
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	 本研究において制作した「ろくろ」は円筒形のセンサ部を多点入力に対応した抵抗膜タッチセンサとし，これを摘
む，握る，押し広げる等の作法により，人の立体把握能力を活用した立体的な作法ならではのインタラクションを生

み出し，新たなモデリング体験を可能としている．	  
	 近年，大衆の 3Dモデリングへの関心が高まりつつあり，それをささえるソフトウェアやサービスも増えている． 
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を元に「ろくろ」の有効性と今後の課題について述べる． 
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たものしか提供されておらず選択の余地がない現状にある．

これはアマチュアの 3D モデリングという目的，特に好み

の反映という点に関して好ましい状況ではなく，3Dモデリ

ングの大衆化を阻害しているのではないかと考えられる． 

	 本研究では，補助入力装置としての「ろくろ」を制作し，

それを用いて 3D モデリングできるアプリケーションを開

発した．特に入力に関して身体的な面，作法へとつながる

入力方法が特徴である．多様な入力を生むためにより身体

的な動作としての陶芸のろくろを回す所作を参考にし，ツ

ールの選択，操作，といった変形のために行程を分けるの

ではなく，指や掌の動作を優先しその多様な可能性を微細

な変化でも取得することができる入力方法を実現した．こ

れにより，変形させたいという欲求からモデリングまでの

操作行程の簡略化，多様なモデリングの入力可能性を拓い

ている． 

2. 先行研究・製品   

	 マウスやキーボード以外のデバイスを用いたモデリング

体験を提供しているもの一つとして Sensable 社の

PHANTOM[2]があげられる．PHANTOMは位置入力と力出

力が可能な触覚デバイスである．3 個のエンコーダ付き制

御モータが内蔵され，指先の 3次元座標を計測し x,y,zに対

して計算された力を制御モータが加える．PHANTOMを介

し仮想オブジェクトに触れることで形状や質感などに応じ

た触覚情報をリアルタイムにユーザの指先にフィードバッ

クさせ直感的なモデリング体験を行う事が可能である． 

	 しかし PHANTOMが提示する力覚提示は 1点のみであり，

実世界に置いて人が造形を行う際には指先だけではなく，

掌全体の感覚を用い，物体を構成しているサーフェイスを

知覚ため，ユーザは物足りなさを感じるとしている． 

	 穴吹らの AR-Jig[3]ではハンドヘルドな 1 列に並んだ 12

本のピンアレイで 3次元デジタル形状の 2次元曲線を入出

力する．また AR-Jigはハンドヘルドであるがゆえユーザは

より机等に束縛される事無くモデリング体験を行う事が可

能である．この 2つに関しては，形状が抽象的で汎用性が

ある反面で，一見しただけでは造形する際の目的がわかり

にくいという問題点がある． 

	 造形目的を明確にし，且つハンドヘルドなモデリングデ

バイスとしてソフトイーサ株式会社が開発・販売している

QUMARION[4]があげられる．QUMARIONは 1/6スケール

の人間型デバイスである．形状の手足，胴体，首の各部分

は手で自由に動かすことができ，関節内部にある 16個の関

節センサにより，特定の瞬間の人間の姿勢をキャプチャー

し，コンピュータに入力する．これにより直感的に 3D キ

ャラクターのポーズ付けやモーション作成が可能である．	  

	 平本らの FabChair[5]は物理的なモックアップとコンピ

ュータ上の 3次元モデルを連携させるデザインシステムで

ある．実際に一部の形状を調節しパラメトリックモデルの

変数に代入する事ことが可能な 1/4 スケールのロッキング

チェア型デバイスを用いて，揺れ方やカーブの曲がり具合

などの詳細なデザインの検討を実世界で行う事が可能であ

る．	 	 	  

	 アマチュアを対象とした 3D モデリングデバイスの開発

を行うにあたり具体的な形状で造形目的が明確かつハンド

ヘルドなものは有効的であると考えられる． 

	 そ の 他 3Dconnexion 社 か ら 販 売 さ れ て い る

SpaceNavigator[6]というラバーに覆われたキャップ部分を

傾ける・ずらす・ひねる・押す・引くといった操作で 6軸

入力がおこなえ，3 次元アプリケーションで必要な回転，

パン，ズームと言った仮想空間上での視点の変更を容易に

行うものもある.この様な補助入力装置を用いる事で，マウ

ス，キーボードのみでは達成出来ない身体的な 3D モデリ

ング体験を可能にしているといえる．しかし形状が具体的

すぎるが故，使用目的が限られてしまうというも問題もあ

る． 

	 デバイスを用いず且つ造形目的が明確なものとして， 

佐藤らの Rokuro[7]では Microsoft 社のモーションコントロ

ーラーKinect を用い手の形状をリアルタイムで計測しジェ

スチャを行う事で仮想的な陶芸体験を行う．この場合では

正確な入力が行える反面，造形に必要な力覚フィードバッ

クを行う事が出来ず，体験者は不満を覚えると述べている． 

	 以上のことからエンドユーザーが求める 3D モデリング

体験として，造形目的の提示，デバイス自体の形状が中程

度の具体性を持ち且つフィジカルな要素を持ち，入出力の

解像度の高さが求められると考えた．しかしこの全てを補

うことは技術的に難しい，今回の制作では日本写真印刷株

式会社が持つタッチパネルの立体成形技術を用い，入力の

正確さを持ち，且つ体験者が実際に掌全体で触れ操作可能

な 3Dモデリングデバイスを目指すものとした． 

3. 形状・システムの検討  

3.1 デバイス形状  

 

 

図 1	 ボックス型デバイスのアイディアスケッチ 

Figure 1	  Idea sketch of a box-type device． 
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3.1.1 ボックス型 

	 図 1 はボックス型の 3D モデリングデバイスの最初のア

イディアスケッチである．立方体の各面には多点入力可能

なタッチセンサが内蔵されており，掌で触れ，押したりす

ることで予め仮想空間上に配置された立方体の３D オブジ

ェクトを変形させる．デバイス自体の形状は変化しない．

しかし 3DCAD ソフトで一般的な前面，上面，側面，パー

スビューに立方体の各面が対応しており，これにより造形

開始から徐々に仮想オブジェクトが変形してもデバイスと

の間に生まれたギャップに戸惑う事無く，ある程度のモデ

リングを行えると考えた．また通常のタッチセンサでは不

可能な操作も取り入れる事が可能なのではないか．例えば，

角を撫でる事で微妙な Rを作る事は出来ないだろうか．大

きさは手に持てるサイズで良いのでは．など詳細について

のアイディア出しを行った． 

	 しかしそもそも立方体から何を作り出すのかといった造

形目的や，どういった利点があるのか．という疑問や，技

術的難易度，予想コスト，可能であるパフォーマンスとコ

ンセプトのギャップがおそらく大きいとの意見により，「摘

む」などといった良い可能性を残したままデバイスの形状

について改めてアイディアを出した． 

3.1.2 ロクロ型 

	 次のアイディアとしてロクロ型の形状が提案された．両

手で包み込める程度の円筒形のデバイスを用い仮想的な

「陶芸」を行う事を目的とした形状である．掌全体のから

の入力や摘むなどの操作を行う．さらに表面をシリコンで

覆う事で得られた柔らかな触感によって，ユーザに土を触

っている印象をもたせ，ろくろをイメージさせ，且つ造形

過程で生まれるギャップを軽減出来るのではないかと考え

た． 

	 このロクロ型と先のボックス型と比較した時，造形目的

は明確であると感じた．しかし形状があまりにもストレー

トであること，またロクロにて作成される回転体に必要な

断面形状だけを正確に入力出来れば別の形状でも良いので

は考え予備実験を実施した． 

3.2 予備実験  
3.2.1 想定される作法 

現実においてろくろで陶芸を行う際の作法としては， 

	 1．粘土の塊を押しつぶすし，壁を立ち上げる 

	 2．側面を内側・外側から押す事で形状を整える． 

	 3．摘む押すなどの細かな所作により，吞み口や持ち手 

	 等の細かな編集を行う． 

	 4．ろくろから完成物を取り出す． 

であると考えた．仮想空間で行う際にも同様の作法を想定

した． 

3.2.2 デバイスのモックアップ 

 

 

図 2	 予備実験にて使用したモックアップ 

Figure 2	  Mock-up for preliminary experiment． 

	 予備実験では被験者に上の作法を行ってもらいながら，

操作状況を観察し，先にあげた所作に加え，このデバイス

ならではの新たな操作方法を抽出した． 

	 予備実験を行うにあたりの図 2 のようなロクロ字型，U

字型，I字型のモックアップを作成した （図 2）．強度を考

慮し 5mm のアクリルを芯材とし，側面はシリコンに近い

触感を得る為に黒色のウレタンスポンジで覆った． 

3.2.3 予備実験・ビデオプロトタイプによる検討 

 

 
図 3	 予備実験の様子 

Figure 3	  Preliminary experiment 

 

	 学生 3名，グラフィックデザイナー，ハードウェアエン

ジニアを含めた 5名を対象として実験を行った． 

	 被験者は図 3 のように PC モニタ上に表示された 3 次元

CAD ソフト Rhinoceros[8]の操作画面を見ながらモックア

ップを操作し，どういった操作をしようとしているのかを

逐次口頭で説明してもらった．実験者は被験者の横で PC

を操作し，被験者がモックアップに対して行った所作，口

頭での説明を元にソフトウェアのオペレーションを行った．

オペレーションについては作成したデータの一部を操作す

ることが可能な簡易のパラメトリックモデルを使用した．

必要な場合には被験者に操作を止めてもらった． 

	 さらに実験風景からビデオプロトタイプを作成し実験参

加者以外からの意見も集めた． 

3.3 予備実験・ビデオプロトタイプの結果  
	 ロクロ型を試した被験者 2名はいずれものとっくりなど

の陶器に近いものを制作した．また両手で包み込むような

ジェスチャをしたり，本体下部を片手で掴み，もう片方の
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手を上へとスライドさせる事で縦の長さを調節したりとい

った所作を行った．実験後の意見としてペンやペットボト

ルの様なオブジェクトも作れるのではないかといった意見

や，細い棒をあてエッジなどの細かな造形も行う事が出来

ないだろうか意見が得られた． 

	 U字型を使用した被験者のうち 1名はワイングラスを作

成した．その際，側面外側を上からなぞる事で断面形状を

描いた．断面作成後はデバイス上部を回し回転体が出来た

ら良いと意見を言った．実験後の意見として，断面作成後

デバイスを前に移動させる事で回転体以外の押し出し体も

作る事が出来るのではないかと言ったろくろが持つ更なる

可能性を彷彿させる意見が得られた．ネガティブな意見と

して実際のモデリングが進むにつれデバイス形状と仮想形

状のギャップに戸惑うといった意見が得られた． 

	 ビデオプロトタイプに対しての意見として，ロクロ型は

他の形状に比べ目的が限定的すぎるという印象もあるが，

回転を止めて部分的に形を直す，また拡大縮小行う際の動

作が直感的で分かりやすい．U 字型については扱いやすさ

も考えるとインタフェースとして使える気がする．しかし

研究の目的からするとロクロ型の方がなじみを感じてより

扱いやすい気がするという意見が得られた． 

	 以上の結果からユーザが初めて見たときの直感的な分か

りやすさ，技術的実現性を考慮し，ロクロ型の動作プロト

タイプの制作を決定した． 

4. プロトタイプの実装  

4.1 ハードウェアの構成  

	 最終的なプロトタイプとして制作した「ろくろ」を動作

させている様子を図 4に，センサ断面図を図 5に，システ

ムの構成を図 6に示す． 

ろくろは図 6のように円筒形センサ，PC，ディスプレイに

よって構成される．使用者からの入力に用いられているセ

ンサを円筒形センサと呼び，机の高さに配置された土台に

固定されている．これは両手の掌を用いて多様な入力作法

を促すためである．また，土台に固定された芯部分， 

 
図 4	 「ろくろ」を操作している様子 

Figure 4	 An example of how Rokuro used 

その芯の外側と内側に配置された２枚のタッチセンサ，そ

のタッチセンサを覆うよう配置されたシリコンカバーによ

って構成されている．また，２枚のタッチセンサからはシ

リアル通信を用いて専用のマイコンボードを介し PC へと

データを送信している． 

 

 
図 5	 センサ断面図 

Figure 5	  Cross section of sensor． 

 

 
図 6	 ハードウェア構成 

Figure 6	 Hardware architecture． 

4.2 円筒型センサ  
	 円筒形センサに用いているタッチセンサはタッチパネル

で用いられる技術をシリンダー形状に成形したもので，マ

トリクス状に配置した抵抗膜方式によりセンサと指との接

点を，指からの押し込み圧をプリンテッドフォースセンサ

によりセンシングする．円筒形センサの反応点の間隔を縦

横 10mmとし直径 75mmとすることで，タッチセンサ自身

のたわみによる反応点への干渉を防ぎつつも，圧力の弱段

階から強段階までの反応幅を拾うことのできる精度を実現

している．円筒形という立体的なセンサに対する使用者の

動作には複数の指，両手の指，掌など，入力形状や入力圧

の異なる人体の部位が用いられ，複数の指でつまむ，両手

の指で押し広げる，掌で包み込むなど多様なパターンを生

む可能性がある．それらの微細な入力の変化を捉えること

を可能にする為である． 

	 使用者と円筒形センサとの入力作法，特に外側をなぞる

動作，強弱をつけた押し込み動作，この二つを実現するた

めには指とタッチセンサが直接触れる構成では難しく，そ

芯材
タッチセンサ
シリコンカバー

土台

ディスプレイ
円筒形センサ
土台

PC
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の中間に滑りがよく柔らかな素材をタッチセンサと干渉し

ない構成で配置する必要があった．そこで，タッチセンサ

を厚さ 5mm のシリコンを用いて上から下まで覆うように

配置することで，指からの入力を，シリコン素材を介して

タッチセンサへ反応させる構成とし，結果，上記２つの入

力動作を可能にしている．また，タッチセンサとシリコン

カバーの間には上から下まで一定の隙間を与える事でタッ

チセンサとシリコンカバーの接触による誤作動を防ぎ，正

確な値の取得を実現している． 

	 タッチセンサは 4mm のプラスチックを芯材に図２のよ

うに外側と内側計二枚のタッチセンサで値を取得している．

それぞれのタッチセンサからは専用のマイコンボードを介

して同時並行で PCへとデータを送信している． 

4.3 ソフトウェアの構成  
 

 
図 7	 ソフトウェア構成 

Figure 7	 Software Architecture． 

 

	 マイコンボードからのデータを openFrameworks[9]を用

いて開発したアプリケーションで受け o取り，各データを

Processing[10]で処理した後，描画を 3 次元 CAD ソフト

Rhinoceros とそのグラフィカルアルゴリズムエディターの

プラグインである Grasshopper[11]を用いておこなっている．

以上計３つのプログラミング環境を介しており，その通信

には UDPを用いている．はじめに openFrameworksによる

アプリケーションではセンサからのデータを受け取る処理

をおこなう．センサの外側と内側の識別，反応した接点の

位置情報，接点への加圧値などを Processing へと送信して

いる．Processing では個別の位置情報と加圧値を紐づけた

データを格納し，センサ外側内側２つを合算した値を

Grasshopper へと送信する処理をおこなっている．

Grasshopperで扱う総データ量の決定には，円筒形でのスム

ーズな描画とその解像度のトレードオフを用いている．い

くつかの値を試した後，縦 12横 36のグリッド構成，計 512

の配列とし，それをもとに 3D描画をおこなっている． 

5. 展示と結果  

	 図 8は 2012年 3月 23-25日に東京都，アクシスギャラリ

ーにて行った「Publcic-ation」展での「ろくろ」の展示構成

である． 

	 追加要素としてセンサ右前にタブレット端末，左前に 3D

出力された物を配置している．タブレット端末には「ろく

ろ」で 3Dモデリングを行った後 PC上でさらに編集を行い，

表面をメッシュ上に加工した物を表示させている．3D出力

されたモデルは「ろくろ」がもつ入力の解像度の高さを表

している．これら２つは「ろくろ」で提案しようとしてい

る 3D モデリング体験の可能性を想像させる目的で配置し

た． 

 

 
図 8	 展示構成 

Figure 8	  Display configuration． 

 

5.1 アンケート結果  
	 イベント来場者 455人の内 30%の人がアンケートに回答

した．その中で「ろくろ」に対しては 40名程度の人が印象

に残ったと回答し．ポジティブな意見として，楽しかった．

実際のろくろを操作しているようなしていないような不思

議な気持ちになった．触った感じが面白い．触りたいとい

う衝動に駆られた．ろくろ意外にもアイディアが広がりそ

う．操作に慣れれば結構思ったように作る事ができる． 

というコメントを得られた．ネガティブな意見では，セン

サ自体がもう少し「ぐにゃっ」と変形した方が良いという

というコメントが得られたがこれは表面のシリコンカバー

の柔らかさなど素材面からのアプローチにより改善される

と考えるまた，ソフトウェアでテクスチャを貼るなど細か

な微調整をしたい．といったコメントも得られた． 

5.2 体験者の観察結果  

	 老若男女問わず，まず円筒形センサに触ってみるという

行動を確認できた．子供連れの家族が体験していただいた

際には，１歳ほどの子供も円筒形センサに触り，問題なく

モデリングを行うことができた．（図 9） 

	 このことから年齢性別問わず 3D モデリングへの入り口

をひらくという大きな目的を達しているのではないだろう

か． 

	 またほとんどの体験者が手元の円筒形センサを確認せず

にディスプレイに視線を固定していた．これから，まさに
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操作行程の簡略化を実現できていると考えられる． 

 つまり，使用者自身が触ってその影響を表示によって確認

する，この繰り返しによって操作できることを学び，反応

することが確認できた後はすぐに自分の意図を反映させる

べく上部や下部，外側や内側，押し込んだり，つまんだり，

さらには押し広げたりと，操作を理解する導入の段階から

多様な作法へ段階までの移行がシームレスに経験されてい

ることがわかる． 

	 さらにほとんどの使用者は複数回のやり直しをおこなっ

ている.これは，最初こそ自身の意図通りにモデリングする

ことは出来ないが，納得いかない結果をやり直し，自分の

好みを実現したいという思いからではないだろうか． 

	 制作されたモデリングデータに関して，好みの反映とい

う点において使用者それぞれが制作し終えたモデルを確認

した所，残念ながら描画の解像度に関係し，使用者個別の 

特徴づけられるようなバリエーションを確認する事は出来

なかった． 

	 しかし，女性と男性という大きなグループで仕上がるモ

デルに違いが見受けられた．特に女性が制作したモデルが

滑らかな断面図を実現していた．おそらく，指や掌のサイ

ズの違い，加圧する力の変化量によるもので，タッチセン

サのマトリクスの解像度，プリンテッドフォースセンサの

閾値に関して今回の設定と女性の身体的特徴との相性が良

かったのではないかと思われる．これについては，身体的

な入力からくる微細な変化の取得を実現できていると捉え

ている． 

	 ろくろという名前から，センサ部を回転させようとした

来場者もいた．  

6. おわりに  

	 現在のプロトタイプで実現したのは、ろくろに触れ掌か

らの入力を行うシンプルな作法であったが，多くのユーザ

はろくろが提供した新たな 3D モデリング体験を得たので

はではないだろうか．また会期中ろくろの誤動作を抑える

目的でリセットが行えるなど，迅速なアップデートが行わ

れた．これは入力部分に駆動部を持たないこのデバイスな

らではであると考える． 

	 今後，シリコンカバーの柔度調整，デバイス回転機能追

加，所作の追加，デバイスを持ち上げ仮想空間上での視点

移動を行うなど、センサ以外の構成要素についても改善し 

アマチュアのみならず全ての大衆に向けたろくろならでは

の 3Dモデリング体験を実現させたい． 

 

図 9	 小さな子供が 3Dモデリングを行う様子 

Figure 9	 An example of how Rokuro used by a small child． 

 

	 謝辞	 本研究は、情報科学芸術大学院大学と日本写真印

刷株式会社の共同研究「タッチパネル入力の深化と拡張」

の一部として行われました．プロジェクトメンバー皆様に

感謝申し上げます． 

	  

参考文献  
 
1）Shapeways，http:// http://www.shapeways.com  
2）Thomas H.Massie and J.K. Salisbury: The PHANToM Haptic 
Interface: A Device for Probing Virtual Objects; Symposium on Haptic 
Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems, 
pp.295-302 (1994) 
3）穴吹まほろ,石井裕: AR-Jig: 3次元デジタルモデリングのための
ハンドヘルドタンジブルユーザインタフェース, VRSJ, Vol.13, 
pp.151-160,(2008)  
4）QUMARION，http://quma.jp/jp/quma/ 
5）平本知樹, 田中浩也: FabChair:パラメトリックモデルと連動し
た物理的な家具デザイン支援ツールの研究, 情報処理, Vol.03, 
pp.647-650,(2011) 
6）SpaceNavigator，http://www.3dconnexion.jp/products/ 
7）佐藤 慧太，山本 敏雄，松山 克胤，今野 晃市:Rokuro : ジェ
スチャを用いたモデリングインタフェースの実装と検討,情報処
理, Vol.03, ROMBUNNO.2EXB-54,(2012) 
8）Rhinoseros，http://www.rhino3d.com/ 
9）openFrameworks，http://openframeworks.jp/ 
10）Processing，http://processing.org/ 
11）Grasshopper，http://www.grasshopper3d.com/ 

© 2013 Information Processing Society of Japan 637




