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背景 
3Dプリンタ, 3Dメガネ, 3Dセンサなどが人気  

～3Dコンテンツの需要が拡大～ 

出典：Wolers report, Design Engineering  
http://seekingalpha.com/article/1520662-3d-systems-food-for-thought-and-concern 
http://www.canadianmanufacturing.com/design-engineering/cad-cam/report-u-s-
may-lose-competitive-3d-printing-advantage-design-eng-104545 
http://www.gizmodo.jp/2013/05/3d_74.html 
 
 

出典：3ders.org: Google メガネ  
http://www.3ders.org/articles/20130212-google-uses-3d-printer-to-build-custom-google-
glass-prototypes.html 
http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-google-glass-sky-model/741880 
 

出典：XBOX 360KINECT 
http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Kinect 
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大量の3Dデータが使用されずに眠っている 
（例：製造業、シミュレーション産業、ゲーム産業、カスタム医療手術（腫瘍摘出等）） 

製造業での3D（意匠設計、CAM/CAE）：AutoDesk 

http://images.autodesk.com/apac_japan_main/files/2007successstory_final.pdf 建築物の津波倒壊3Dシミュレーション：CNET 
http://japan.cnet.com/news/ent/20178147/ 

iPad用3Dゲーム例 Monster Crasher 
http://www.appbestgame.com/game
s/605683834/ 手術支援：東京医科歯科大学

http://www.tmd.ac.jp/grad/msrg/special// 

地震の3Dシミュレーション：文科省 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyut
u/gijyutu6/sonota/05053002/h16houkoku/14
08.htm 
 

http://images.autodesk.com/apac_japan_main/files/2007successstory_final.pdf
http://japan.cnet.com/news/ent/20178147/
http://japan.cnet.com/news/ent/20178147/
http://japan.cnet.com/news/ent/20178147/
http://japan.cnet.com/news/ent/20178147/
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu6/sonota/05053002/h16houkoku/1408.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu6/sonota/05053002/h16houkoku/1408.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu6/sonota/05053002/h16houkoku/1408.htm
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「形」を作る3D CADソフトに習熟するのも高価 

引用：http://blog.cnccookbook.com/2013/05/27/results-of-our-2013-cad-survey/ 

思いのままに「形
」が作れるのに膨
大な時間とお金を

要する 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=6eQ1VYxZppP3eM&tbnid=Xflkz3rQenQ4kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://product.caenet.cn/Product495.html&ei=7_HaUqG5HouGkgWmlIEY&psig=AFQjCNFDcRlvHS96Oknbk9Kuk3cUUXcV8w&ust=1390166841934128
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従来技術とその問題点 

既に実用化されている例としては、CADNAS社の
Part Solutionsがあるが、 
  思うような検索精度が出ない 
  簡便な検索（意味検索,2D→3D等）ができない 
  部分検索や属性を用いた検索ができない 

等の問題があり、広く利用されるまでには至って
いない。また、欧米・国内の他研究機関でも3D検
索技術が開発されているが、後述の問題がある。 
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既存の3D CADソフトでは類似形状を 
うまく検索できない… 

ドイツ製の検索ソフト（PARTsolutions）も市場にはあるが、欲しいコ
ンテンツが欲しい精度で見つからない 

データベースからは職人しか
わからない覚えにくい名前で

探す必要がある 

出典 
http://gfxspeak.com/2011/06/15/part-solutions-sees-rise-in-
purchineering-as-key-to-lowering-product-design-cost/ 
http://www.cadjapan.com/topics/3dcad/partsolutions_library_mg.html 
 
 

http://gfxspeak.com/2011/06/15/part-solutions-sees-rise-in-purchineering-as-key-to-lowering-product-design-cost/
http://gfxspeak.com/2011/06/15/part-solutions-sees-rise-in-purchineering-as-key-to-lowering-product-design-cost/
http://www.cadjapan.com/topics/3dcad/partsolutions_library_mg.html
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従来の3D形状類似検索代表的手法 
– Shape Distribution D2 [米国プリンストン大’01] （米国）ランダム2点間の統計 

 
 
 

– Spherical Harmonics Descriptor (SHD)[米国プリンストン大’03] 球面調和関数 
 
 
 
 

– Light-Field Descriptor [台湾国立大 ’03], BF-DSIFT [山梨大’09]見た目の特徴量 
 
 
 
 

– DESIRE Descriptor [ドイツコンスタンツ大’04] 複合特徴量 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

• 従来技術では以下の何れかの問題に直面していた。 
– (1) 外から見えない3Dの内部形状を検索できない, (2) 部分形状を

検索できない, (3) 「穴」「凹凸」など表面形状の微細な形状を捉えら
れない, (4)条件付検索ができない 

• 従来は検索精度も、低かったが、提案技術で世界最
高の3D形状検索性能を達成した。 

• 本技術の適用により、3D形状をゼロから作成するの
に比べ、「高精度検索」→「再利用」することで、コスト

が大幅に削減されることが期待される。また、意匠設
計などに応用できると期待される。 
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想定される用途 

• 本技術の特徴を生かすためには、機械部品データベースに
代表されるような「類似する形状が非常に多く、それらを正確
に識別したい3Dデータベース」に適用することで、高精度化
のメリットを享受できると考えられる。 

• 上記以外に、物体内部の部分形状検索が正確に行えるため、
異常臓器などの検索をはじめとする医療分野や、異常地形
の検索による防災にも利用できると期待される。 

• また、精度が「売り」であるが、部分検索も可能であり、建築
やアートなど意匠設計用途にも展開可能と期待している。 
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たとえば3D検索ができると… 
 3次元モンタージュが実現可能      

T.Funkhouser et al., “Modeling 
by Example”, SIGGRAPH04 

ヒントを与え、正確に
見つけたい 

① ② ③ 

④ ⑤ 
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TIMOSEA (Truly Inspiring Multi-Object Sear Engine API) 

人が写真を撮るとき、どの
角度からのショットで構え
るかを、物体ごとに学習 

2D 写真・スケッチデータベース 
（ゲーム・通信系） 

3D複合特徴量 
（内部形状3Dおよび類似形状デ
ータから形状特徴量）部分抽出 

高精度3D検索・部分検索 コアプログラム群 
 (3D→3D, 2D→3D)【MFSD, DVD, HSRD, KVLAD, DSCLM, etc.】 

～世界最高精度3D検索、新研究分野開拓～ 

2D 写真・スケッチ両対応特徴量抽出 
～3Dと高精度に照合できる新たな仕組み～ 

3D→3D検索 
（3D複合形状特徴量から 

3D→3D高精度検索・部分検索） 

2D→3D検索 
（2D写真・スケッチから高精度 

検索・部分検索） 

3D 形状データベース 
（CAD・医療系+内部形状を有する物体） 

3D 複合形状特徴量 
2D 写真・スケッチ形状特徴量 

～学習機能で見えない3D情報補完~ 

2D複合特徴量  
（2Dスケッチ・画像・
写真から形状特徴量）

部分抽出 

3D 内部形状対応特徴量抽出 
～世界最高精度を引き出す仕組み～ 

内部形状検索でき
る仕組みが必要 

スケッチ 

写真 

2D写真から光沢等
疑似3D情報抽出 

3DのCGレンダリン
グからベストビュー
の特徴量抽出 

高精度
照合 

「形」「穴」「アルミ」（材質） 
「留め金」（機能）などを反映した高精度検索 

局所特徴量での高精度部分検索 
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新技術の説明【要素技術1】 
Multi-Fourier Spectra Descriptor (MFSD) 

 
 

 
 
 

 
 

Depth Buffer+ 
周辺輝度強調フィルタ 
（”丸み”） 

シルエット+ 
周辺輝度強調フィルタ 
（”影”） 

輪郭 
（”エッジ”) 

ボクセル 
（”ソリッド”） 

3D形状モデル 
（メッシュ） 
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検索用インデックス 

「ソリッド」 

「影」 

「エッジ」 

「丸み」 検索質問 

照合 

検索結果 

MFSD特徴量：
高精度検索用特
徴量に変換  検索用インデックス

に変換  

3Dデータが手元
にないと検索で

きない 

3Dコンテンツの中身を検索
するVoxel（ソリッド）特徴
量の効果があまり出てない 

類似度の高い順
に結果表示 

機械部品に多い
「穴」「凹凸」
の検出に弱い 

問題点2 

問題点1 

問題点3 

3Dコンテンツ 

MFSDの問題点と克服課題 
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MFSDでは中身の部品検索に弱い 
～「干し草」から「針」を探したい～ 

飛行機のエンジンを構成する部品 
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密ボクセルスペクトル（DVD）特徴量 【要素技術2】 
• 外から見えない空間的特徴をより正確に捉える 

 

三次元物体 ボクセル表現 
（ブロックで 

重複スキャン） 

ブロックごと 
スペクトル計算 

... ... 

Dense Voxel  
Spectrum 

Descriptor (DVD) 

64 

32 16 

最終的な次元数は主成分分析をし、
従来（MFSD）の1/10に圧縮 

重複スキャン 

PSBでMFSDの精度を超えた 
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鋭敏な輝度変化は「
凹凸」の証 

面の凹凸
を画像化 

3D
 sh

ap
e 

明るい 
暗い 

MFSDでは、「穴」「凹凸」の多い機械部品に弱い 
～面の凹凸は形状の細かな違いを識別するのに重要 ～ 

ESB: 1476618 
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HSRD (Hole Surface-Roughness Descriptor)法 【要素技術3】 

凹凸 穴 輪郭 線分 円弧 

周辺輝度強調 

極座標 

フーリエ変換 複合フーリエスペクトル 

3 ビュー 3 ビュー 24ビュー 24ビュー 24ビュー 
3×4×16 
192次元 

3×4×16 
192次元 

24×2×8 
384次元 

24×2×8 
384次元 

24×2×8 
384次元 

周辺がより明るい 
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MFSDの3D→3D検索ではユーザの負担が大きい 
～デジカメやスケッチから簡便に探したい～ 

2D→3D  
サーバ検索プログラム 

2D 簡単撮影「あのバッグ、
自分に使えるだろうか？」検
索結果の検証、「よし、これ
なら買おう!」 3D のいろいろな方向からバッグを検証＋商品の付加情報入手 

3D データベース 
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1枚の2D写真から3D検索 【要素技術4】 

3Dコンテンツ 多視点画像生成 シルエット画像 

奥行バッファ画像 

携帯やデジカメか
ら2D撮影写真 

照合 類似度の高い順
に結果表示 

検索結果 
輪郭画像 

多値Laplace 
画像 

2値Laplace 
画像 

5つの特徴量を複合
したベクトル(3D) 

どの角度から被検索対象物
が撮影されるか、統計的機
械学習「ベストビュー」を

推定 

5つの特徴量を複合
したベクトル(2D) 
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国際的な3D形状検索コンテスト／ベンチマーク 
～2006年からヨーロッパを中心にスタート～ 

http://www.aimatshape.net/event/SHREC/ 

• オランダ、イタリア、フランス、ドイツ、カナダ、米国、台湾、日本の研究機
関を中心に毎年開催される国際コンテスト（約一か月間競い合う） 

• 3D形状類似検索技術を競うと同時に、研究用のベンチマークデータと
評価基準が整備されてきた 

• 豊橋技術科学大学は、2012年から参加開始（2014年も参加中） 

ベンチマークデータ名 開発機関 世界記録(P@1) 
PSB（一般物体） 米国プリンストン大学  75.9%（豊橋技科大, 2013）  

ESB（機械部品） 米国パヂュー大学  89.9%  (豊橋技科大, 2013） 

SHREC2013 (スケッチ) 米国国立標準技術研究所  16.4%  (テキサス州立大, 2013) 

SHREC2013 (KINECT) 米国ルイビル大学  83.3%（豊橋技科大,2013) 

TSB（一般）(非公式) 豊橋技術科学大学  82.1%（豊橋技科大,2013） 

http://www.aimatshape.net/event/SHREC/
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実用化に向けた課題 

• 現在、3D形状類似検索では、SHRECの各種

ベンチマークデータで世界最高精度達成済み。
しかし、ベンチャーの起業を想定する場合、実
データ（ビッグデータ）での成果が少ないため、
企業での実データで成果を上げることが課題 

• 今後、できるだけ多くの企業と共同研究を行
い、多種多様なデータで、かつ、新たな要望
（寸法などの条件付き検索、色やテクスチャを
含む3D検索等）に対応できる機能拡張を予定 
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企業への期待 

• 「機械部品ベンチマークデータ」で、世界最高
精度を達成しるため、既存のCAD/CAM/CAE
システムでの部品検索等で検索精度に満足し
ていない企業に有効な手段を提供可能 

• また、建築・医療・教育・ゲーム・地球環境・宇
宙など3Dデータを保持し、高精度な3D形状

類似検索機能があると嬉しい企業には、本技
術の導入が有効 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称：三次元物体の検索方法、コンピュータプ
ログラム及び三次元モデルの検索システム 
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お問い合わせ先 

豊橋技術科学大学 
リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ  リ リ  リ リ  
 
リ リ リ  0532 ‒ 44 ‒ 6975 
リ リ リ  0532 ‒ 44 ‒ 6980 
e- mail office@chizai.tut.ac.jp 
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