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1 はじめに

1.1 研究概要

本研究では，デザイナを対象とし，空間構造の理解や

新しいデザインを促すスケッチインタフェースを提案す

る．このシステムでは手書きのスケッチに三次元構造を

組み合わせることで，奥行きのついたスケッチの世界を

歩き回ることや，空間内にメモやアイディアを描き加え

ることを可能にする．複数人で同じ空間にスケッチを行

うことや，スケッチ後の空間が共有でき，デザインにお

ける情報の記録から活用までを支援するシステムを目指

す．今回は，タブレットPCとデプス (depth)カメラを用

いてプロトタイプのスケッチインタフェースを開発した．

1.2 スケッチとデザイナ

近年，デザインの対象はプロダクトから UXやサービ

スなどの経験全体を包括したデザインへと変化し，ユー

ザにより注意を払ったインタフェースの設計が推奨され

るようになった 1[1]．デザイナは人々の行動や日常を含め

てデザインを考えるために，現場へ赴いて観察し，自ら

がその行動をともにし体験するということもある．そこ

で何が起きているかの情報を素早く記録し，あとで見返

すこと，あるいはチーム全体でひとりひとりが集めた情

報を共有することはそこで何が起きているかを知り，経

験を対象としたデザインを進めて行くうえで重要なこと

である．

スケッチはデザイナがデザインプロセスの中で使うツー

ルの一つである．スケッチとは，自分の見たものや風景，

状況など，あるいはまだ実在しない形を表現し，素早く

紙の上などに書き留めることをいう．情報の記録，共有，

そしてアイディアの発想からそのプロトタイピングまで，

様々な目的で柔軟に活用されている．スケッチは，創造

的な解を得るための優れた思考環境であるとも言われて

いる [2]．スケッチは頭の中にはじめからある像を絵の形

にすることではなく，描いていく中で意味のある線が生

まれ，描く事によってはじめてそこに何がありどんなこ

とが起きているのかを見る行為なのである．スケッチに

おいては，表現の方法はただ見える風景やものをイラス

トのように描くだけではない．変化する状況を描くため

の素早さが必要とされるため，文字情報や一部分の拡大
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図，余白に寄せ書きのように描き込む，視点を宙に浮か

ばせた俯瞰図など，様々な工夫の中で情報に対して相応

しい表現がなされている．このように描かれたスケッチ

は，描き手の見たものや考えを直感的に人に伝えるツー

ルとなる．

2 関連・先行研究

2.1 スケッチによる創造的な活動支援

手書きのスケッチを入力としたコンピュータ上での創

造的な活動の支援の試みには，近藤らによる紙のスケッ

チブックの絵をCGで拡張し絵の変化を楽しむツール [3]

や鈴木らの二次元の複数のスケッチを 3D空間に配置で

きるツール [4]などがある．

立体的な構造の表現支援においては閉じたスケッチのス

トロークから 3Dモデルを作成する五十嵐らのTeddy[5]，

仮想の三次元空間にスケッチを行えるWebサービスとし

てはRompola2やはてなろくろ 3などが公開されてきた．

HMDを利用し目の前の拡張現実空間をキャンバスと

して空中にペンで描き，3Dモデルの作図を可能にした

Gravity4 や BlueGrotto[6]もある．

これらのシステムでは，あらかじめ頭の中にある二次

元や 3Dのイメージを形にすることが得意であり，モノ

や空間の構造を 3Dモデルとして描く事ができる．しか

しうまく描けるかどうかはユーザが頭のなかでどれだけ

立体的に考えることができるかによる．また，現存する

部屋や建物といったおおきな空間や物を，立体構造を保

持したまま描くことは困難である．

2.2 センサを用いたスケッチの拡張

深度センサを用いてスケッチを拡張する研究では，名

取らのDepthSketch[7]がある．この研究は写真のなぞり

書きでスケッチを生成し，スケッチのストロークを近い

ものは太く，遠いものは細く変える事で対象の遠近を表

現し，一枚のスケッチとしての質を高めるものである．

本研究ではスケッチの質は描き手によって状況から切

り取られ，記録しようとされていた情報によって決まる

と考えており，描かれたスケッチ空間の構造の理解を促

す事を目的としている．本研究が目指すシステムはスケッ

チを記録として活用するためのシステムであるといえる．

2http://rompola.com/
3http://rokuro.hatelabo.jp
4http://gravitysketch.com/
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3 提案するインタフェース

3.1 提案方法

本研究ではタブレット PCとデプス (depth)カメラを

組み合わせたシステムを用い，スケッチとして描いた空

間構造の理解や立体的なラフデザインを促すスケッチイ

ンタフェースを開発する (図 1)．手書きのスケッチに描

画対象の世界の三次元構造を組み合わせることで，奥行

きのついたスケッチの世界を歩き回ることや，回り込み，

他の視点からの描き込みが可能になる．描き手ははじめ

に深度の取れるデプスカメラを用いてこれから描く対象

の写真を撮影する．スケッチの画面のどこに何を描くの

かを写真で大まかに確認したあとで，なぞり書きの要領

で素早くスケッチを描く．描いた線は 2次元的に見える

が，システム内では撮影時に取得した深度情報をもとに

したでこぼこなキャンバスへ張り付くように配置されて

おり，二次元のスケッチが三次元のスケッチとして表現

されている．このスケッチ空間を作る事で，描画中や描

画後に空間内へ入って行ったり，新たに情報を描き込む，

仮想的なメモや他のスケッチを付箋のように貼付けると

いった事が可能になる．

Fig. 1 スケッチシステムのメカニズム

3.2 プロトタイプのスケッチインタフェース

このスケッチシステムではタッチペンベースで操作を

行えるタブレットPC(Surface Pro)と，RGBセンサ及び

深度センサのついたデプスカメラ (Xtion PRO LIVE)を

組み合わせてスケッチを行う (図 2)．スケッチの描き手

はこれから描く対象をカメラで撮影し，撮影した写真へ

のなぞり描きによってスケッチの描画をはじめる (図 3)．

写真をなぞることにより，短時間でも対象物の位置や形，

その場の状況などを描き出すことが可能になる．スケッ

チにはタブレット PCに対応するタッチペンやマウスを

使う事ができ，拡張された機能はスケッチインタフェー

スに実装されているツールパレット (図 4)と，キーボー

ド操作により行うことができる．

Fig. 2 スケッチシステムのメカニズム

Fig. 3 写真からスケッチへの遷移

Fig. 4 スケッチシステムの画面とツールパレット

スケッチの線の色は初期設定では白になっており，ス

ケッチのキャンバス色は黒となっている．これは，写真

に対してなぞり書きをする際に，写真に再現される色は

影や光の影響を受け，黒に近い色になる部分はあっても

白に近い色になる部分の方が少なく，描いた線が黒より

も引き立つと考えたためである．
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3.3 ツールパレット

ツールパレットはスケッチや写真を表示する画面の左

側についているウィンドウを指す．上から順番に，ペン

色を選ぶ 5つボタン，二つ以上のスケッチを扱う時に使

う軸を選ぶ 3つのボタン，スケッチに使用するツールを

選ぶ 4つのボタンを用意している．

スケッチに使用する色は白とパステルカラーと呼ばれ

る四色である．白い色については 3.1で述べている．パ

ステルカラーは彩度が低く，明るい色の総称である．光

の三原色といった彩度の高い光は黒いキャンバスの上で

はより引き立って見えるため，目に負荷をかけると考え，

黒いキャンバスの上で見えやすく負荷の少ないと思われ

るパステルカラーから四色を選んだ．

スケッチに使用する 4つのツールについては 3.4，二

つ以上のスケッチを扱う時に使う軸のボタンについては

3.6で記述する．

3.4 新規スケッチ操作

新規スケッチ操作は写真を撮影し，写真の上になぞり

書きのように手書きでスケッチを描く事で実現される．

写真の表示・非表示を切り替えることでスケッチとして

の整合性を確認しながら描いていくことが可能である．

システム上でスケッチを行うためのツールとして，四つ

のモードを実装した．以降で四つのツールについて解説

する．

3.4.1 ツール 1 : ペン

線を引いた位置に対応する深度情報に基づいて三次元

空間での線の位置を決定するペンツールである (図 5)．位

置決定は深度データに完全に依存しているためデータの

抜けやブレによって線がゆれる現象が起きる．また，深

度情報が無い部分への書き込みはできないようになって

いる．

Fig. 5 ツール 1 : ペンによるスケッチ

3.4.2 ツール 2 : 補正ペン

オブジェクトの輪郭線などを描く際に，ある視点から

描いたスケッチを他の視点から見ると，手前のオブジェ

クトと奥のオブジェクトにまたがり線が描かれてしまい，

スケッチが崩れる場合がある．これは，同じ深度にあるオ

ブジェクトの領域から線がはみ出てしまい，他の深度領

域の影響を受けるためである．そこで連続したオブジェ

クトの面や線を描くことを補助する補正ペンを実装した．

補正ペンでは線を描こうとしている位置の深度とそれま

で描いていた深度との差の絶対値をとり，一定値を超え

た場合に書き込み時の深度を直前の深度に一致させるこ

とでスケッチが崩れないようにした．

3.4.3 ツール 3 : スプレー

スプレーは広い面や塗りを表現するツールである (図

6)．スケッチではたくさんの線を重ねることで陰影の濃

さや面の表現を行うことがあるが，このツールではスプ

レーのように点群を用いて深度データを覆うように塗る

ことで面を表現出来るようにした．不透明な面を作る際

にも使用することができる．

Fig. 6 ツール 3 : によるスケッチ

3.4.4 ツール 4 : 消しゴム

スケッチの間違いや深度データによる意図しない線の

ゆれのために引かれた余分な線を消すためのツールであ

る．三次元空間上に線が存在するため，線をこすって消

すのではなく，カッターのように線を切る操作で消える

ように実装した．

3.5 スケッチ空間の探索

描かれたスケッチを違った視点から見るには，スケッチ

の描かれた空間を上下左右方向への回転を行う．空間の

拡大縮小を回転と組み合わせる事で任意視点からスケッ

チを見たり，裏側へ回り込むことを可能にした．また，ス

ケッチを他の視点から見ることは，描かれているものの

実空間上の位置やそのもの自体の立体的な構造の理解を

より直感的に示す事ができるようになる (図 7)．

3.6 スケッチ空間及び深度データの合成

2枚のスケッチデータを合成することで 1枚のスケッ

チとして不十分な情報を補い，さらに広い空間の表現や

把握をすることができる (図 8)．スケッチできる範囲は

写真に映り込む範囲に限定されしまうため，この機能を

使うことでより広く沢山の情報を 1枚のスケッチに盛り

込むことができるようになる．

スケッチの合成では，2 枚のスケッチ空間を任意の位

置に動かして繋ぎ合わせるために片方のスケッチ空間を

移動，回転させる方法を取った．この移動や回転の値は

描き手自身が手動で行う必要がある．そこで，ツールパ

レットに x，y，zを決定するのボタンを用意し，どの軸

に対して移動を行うかを決定できるようにした．軸を決

定した後にキーボードの左右キーによって移動量を決定
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Fig. 7 スケッチの回転と拡大縮小の例

Fig. 8 スケッチシステムのメカニズム

することができる．また，軸を決定した後に Shiftキー

を押しながら左右キーを操作することで，軸方向の空間

の回転操作を行うことができる．

スケッチの合成機能は同一空間の別々なスケッチを合

成するだけでなく，別の時間の同じ場所のスケッチや，時

間も場所も全く違う空間をおなじスケッチ空間に存在す

るかのように配置するといった使用も可能である．状況

の時間変化等の情報を一つのスケッチ空間として生成す

ることが可能になる．

4 スケッチ空間生成システムの実現環境

4.1 ハードウェア

4.1.1 タブレット PC

タブレットPCとしてMicrosoft社のSurface Pro*6(以

下 Surface)を使用した．画面サイズは 10.6インチ，重さ

は 903グラムである．描き手がデプスカメラと組み合わ

せた PCを両手で持ちながら自由に歩き回ることや対象

の撮影を行うことができる．Surfaceの画面はタッチスク

リーンになっており，デジタルペンが付属している．マ

ウスやタッチによる操作も可能だが，ペンを使うと，紙

に書くように手書きのスケッチが行えるので効率的にシ

ステムを利用することが出来るようになる．

4.1.2 センサと取得できる深度データ

デプスカメラとして ASUS社の Xtion PRO LIVE(以

下 Xtion) を使用した*5．このカメラには RGB センサ

と深度センサが搭載されている．深度センサは赤外線に

よって対象までの位置を計測できるものであるため，日

光の影響を受けない屋内での使用が推奨されている．セ

ンサの有効範囲は水平 58°，垂直 45°，対角 70°とさ

れている．センサの有効範囲内にあり，かつ計測できた

データはポイントクラウドデータと呼ばれる三次元の座

標を持つ点群として保存でき，本研究ではこのデータを

深度データとして使用している．

4.1.3 センサを固定する台座

描き手がスケッチや撮影のために自由に移動できるよ

う，Xtionを Surface本体に固定し持ち運ぶための器具を

製作した (図)．Xtionを載せる台となる金属製の金具と

その金具を Surfaceに留めるための蝶ボルトを組み合わ

せたものを二組用意した．万力のように Surface本体上

部の二カ所に固定することで，Xtionを載せる台として使

用することが出来る．蝶ボルトの先端部分が直接 Surface

の画面に触れて傷がつくことを防ぐために，先端部分は

弾性接着剤を塗布している．弾性接着剤とは硬化すると

ゴムのように弾性をもった熱やショックに強い物質に変

化する接着剤のことである．

Fig. 9 センサの固定例

4.2 ソフトウェア

ソフトウェアの開発には Processingを使用した．Pro-

cessingは Javaベースで設計された開発言語及び統合開発

環境である．Processing上でデプスカメラを用いてデー

タを取得するために，OpenNI，NiTE，Simple OpenNI

といったライブラリを利用している．OpenNIと NiTE
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はKinectやXtionといったデプスカメラからデータを取

得するためのライブラリであり，それらのデータを Pro-

cessingから使用することができるようにするのが Simple

OpenNIである．　 プロトタイプシステムを動かすには

Processingと上記のライブラリが PCにインストールさ

れている必要がある．

5 おわりに

本研究ではタブレット PCとデプスカメラを用いるこ

とで，素早く立体的なスケッチを描くことができるスケッ

チインタフェースを開発する．スケッチで描いた空間の

中へ入り，探索的に視点を変えたり，メモ等を空間に貼

付けることが可能なシステムである．

今後の発展としては以下のように考えている.

5.1 複数スケッチの位置合わせの自動化

現在のシステムでは，複数のスケッチ空間をひとつの

空間として再構成する場合は同じ空間として矛盾がない

ように人の手で調整を行っている．今後は，深度データ

の類似度から自動で位置合わせを行う改良を加え，より

素早くスケッチ空間の生成を行うことを可能にする．

5.2 スケッチ空間の探索的な移動

スケッチ空間を別な視点から見る方法として，現在の

スケッチ空間そのものを回転させる方法は探索的な見方

とは言えない．そこで，スケッチ空間内に三人称視点で

入り込み，その視点を持つ第三者を仮想的に操作するこ

とで探索を行えるように変更する．スケッチでつくられ

た世界を歩き回る体験により近づくことができると考え

ている．

5.3 ラフなプロトタイプ作成の支援

デザインにおけるラフなプロトタイピングとしてのス

ケッチに焦点をあて，活用方法を模索する．例えば，ア

イディアを表現するためにはスケッチで空間を表現する

だけでなく，その空間に存在するオブジェクトを余白に

描いたり，文字による情報の補完が考えられる．これら

の補助情報をスケッチ空間での表現を実現することでア

イディアを表現するツールとしてシステムを拡張する．
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