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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元モデル化オブジェクトを圧縮するためのコンピュータ実施方法であって、
　－　前記三次元モデル化オブジェクトのメッシュを提供するステップ（Ｓ１０）と、
　－　二次元平面内で前記メッシュをパラメータ表示（ｕ、ｖ）するステップであって、
前記メッシュをパラメータ表示することにより、二次元座標を有する一組の頂点が得られ
るステップと、
　－　前記二次元平面に格子を提供するステップと、
　－　個々の頂点を他から遠ざかる方向に押す反発技法により前記格子の１つの交点に１
つの頂点を割り当てることによって個々の頂点の前記二次元座標を修正するステップと
　を含むことを特徴とするコンピュータ実施方法。
【請求項２】
　前記三次元モデル化オブジェクトの前記メッシュを提供するステップの後、
　－　前記三次元モデル化オブジェクトの前記メッシュの接続性データを記憶するステッ
プ
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項３】
　前記反発技法は、
　－　２つの頂点の間の距離と格子セル対角線の長さを比較するステップと、
　－　前記２つの頂点の間の前記距離が長さ（Ｌ）より短い場合、前記２つの頂点を遠ざ
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かる方向に押すステップと
　を含むことを特徴とする請求項１または２に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項４】
　前記格子の４つの交点の間にせいぜい１つの頂点のみが存在するまで、前記反発技法の
繰り返しが何回か実施されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のコ
ンピュータ実施方法。
【請求項５】
　反発技法を実施した後、頂点間の空の交点を除去する緩和技法を実施するステップをさ
らに含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のコンピュータ実施方法
。
【請求項６】
　前記格子のサイズは拡張可能であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に
記載のコンピュータ実施方法。
【請求項７】
　修正された二次元座標を有する前記頂点のセットがラスタイメージを形成し、前記セッ
トの個々の頂点は前記ラスタイメージのピクセルであり、前記セットの個々の頂点の座標
（ｘ、ｙ、ｚ）が前記ラスタイメージの色チャネル赤／青／緑の中に記憶されることを特
徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項８】
　前記セットの前記頂点の補足特性が追加色チャネルの中に記憶されることを特徴とする
請求項７に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項９】
　前記ラスタイメージのサイズを小さくするために前記ラスタイメージがリフレームされ
ることを特徴とする請求項７または８に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１０】
　前記修正された二次元座標を有する前記頂点のセットに、
　－　離散余弦変換
　－　ウェーブレット変換
　の圧縮スキームのうちの１つを適用するステップをさらに含むことを特徴とする請求項
１乃至９のいずれか一項に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１１】
　前記三次元モデル化オブジェクトの前記メッシュの接続性データが圧縮されることを特
徴とする請求項２と組み合わせた請求項１０に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１２】
　請求項２乃至１１のいずれか一項の方法に従って圧縮された三次元モデル化の圧縮を解
除するためのコンピュータ実施方法であって、
　－　前記修正された二次元座標を有する前記頂点のセットを提供するステップと、
　－　前記提供された頂点のセットから頂点を抽出するステップと、
　－　接続性データを使用して前記頂点を接続するステップと
　を含むことを特徴とするコンピュータ実施方法。
【請求項１３】
　－　前記三次元モデル化オブジェクトの前記メッシュを記憶するデータベースと、
　－　請求項１乃至１１のいずれか一項の方法に従って前記三次元モデル化オブジェクト
を圧縮し、および／または請求項１２の方法に従って前記三次元モデル化の圧縮を解除す
るための手段と
　を備えることを特徴とするコンピュータ支援設計システム。
【請求項１４】
　コンピュータによる実行のための命令であって、請求項１乃至１２のいずれか一項の方
法を実施するための手段を備える命令を含むことを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明はコンピュータプログラムおよびシステムの分野に関し、より詳細には三次元モ
デル化オブジェクトを圧縮／圧縮解除するための方法、システムおよびプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　市場には、オブジェクトを設計し、エンジニアリングし、かつ、製造するための多くの
システムおよびプログラムが提供されている。ＣＡＤは、Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ
　Ｄｅｓｉｇｎの頭辞語であり、例えばオブジェクトを設計するためのソフトウェア解決
法に関連している。ＣＡＥは、Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
の頭辞語であり、例えば将来の製品の物理的な挙動を模擬するためのソフトウェア解決法
に関連している。ＣＡＭは、Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎ
ｇの頭辞語であり、例えば製造プロセスおよび操作を定義するためのソフトウェア解決法
に関連している。このようなコンピュータ支援設計システムでは、グラフィカルユーザイ
ンタフェースは、技法の効率に関して重要な役割を果たしている。これらの技法は、Ｐｒ
ｏｄｕｃｔ　Ｌｉｆｅｃｙｃｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＰＬＭ）システムの中に埋め
込むことができる。ＰＬＭは、概念からその寿命が尽きるまでの製品の開発のために、拡
張された企業の概念を超えて製品データを共有し、共通プロセスを適用し、かつ、企業知
識をてこ入れするために会社を援助するビジネス戦略を意味している。
【０００３】
　Ｄａｓｓａｕｌｔ　Ｓｙｓｔｅｍｅｓが（ＣＡＴＩＡ、ＥＮＯＶＩＡおよびＤＥＬＭＩ
Ａの商標の下で）提供しているＰＬＭ解決法は、製品エンジニアリング知識を系統だてる
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｈｕｂ、製造エンジニアリング知識を管理するＭａｎｕｆａｃ
ｔｕｒｉｎｇ　Ｈｕｂ、および企業がＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ＨｕｂおよびＭａｎｕｆ
ａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｈｕｂの両方に統合し、かつ、接続することができるＥｎｔｅｒｐｒ
ｉｓｅ　Ｈｕｂを提供している。これらのすべてが相俟って、システムは、最適化された
製品定義、製造準備、製造およびサービスを駆動するオープンオブジェクトモデル統合製
品、プロセス、動的知識ベース製品生成および決定支援を可能にする資源を引き渡してい
る。
【０００４】
　コンピュータグラフィックスの分野では、３Ｄオブジェクトの表面は、しばしば３Ｄ空
間における三角形の集合によって（またはより一般的には多角形の集合によって）表され
る。これらの多角形は、異なる特性を保持している頂点を接続している。これらの異なる
特性の中でも、個々の頂点は、とりわけ、空間中に少なくとも確定位置を有している（ｘ
、ｙおよびｚ）。この種の表現は多角形メッシュと呼ばれている。また、表現が三角形の
みを含んでいる場合、それは三角形メッシュと呼ばれている。多角形メッシュは、（ｉ）
頂点毎の位置および他の特性の全セットを含んだ幾何学データ、および（ｉｉ）個々の多
角形によって結合された頂点の指標を含んだ接続性データの２つのデータのタイプに分割
することができる。
【０００５】
　３Ｄオブジェクトおよび３Ｄオブジェクトの表面幾何学は、簡単な実施態様、つまり圧
縮のない実施態様では、持続的なサポート上に記憶することができる。この簡単な記憶（
つまり圧縮のない記憶）は、特にＣＡＴＩＡおよび他のＣＡＤソフトウェアで使用されて
いる。このような記憶の場合、記憶は無損失である。実際、モデルを定義しているデータ
は、記憶に先立って修正されず、したがってデータのいかなる損失もあり得ない。また、
記憶は安定している。実際、モデルを定義しているデータは、データが圧縮されていない
ため、モデルが再開される際に変形されない。しかしながらこのような方法では、ＣＡＤ
モデルの記憶サイズを最適化することはできない。
【０００６】
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　この目的のために、いくつかの圧縮スキームが開発されている。リメッシングは、３Ｄ
オブジェクトを記憶するために使用することができる、記憶装置上の必要な記憶空間が著
しく小さい技法の１つである。表面幾何学は、しばしば不規則な三角形メッシュを使用し
てモデル化される。リメッシングのプロセスは、（半）規則的接続性を有するメッシュを
使用してこのような幾何学を近似することを意味している。
【０００７】
　Ｘｉａｎｇｆｅｎｇ　Ｇｕ、Ｓｔｅｖｅｎ　ＧｏｒｔｌｅｒおよびＨｕｇｕｅｓ　Ｈｏ
ｐｐｅ（非特許文献１）は、幾何学イメージと呼ばれる他の表現、および３Ｄモデル多角
形メッシュを幾何学イメージと呼ばれるイメージに変換するプロセスを紹介している。幾
何学イメージは完全な規則的構造であり、３Ｄオブジェクトの表面は頂点の格子によって
表される。個々の頂点は、格子縁の部分を除く４つの隣同士に接続される。したがって幾
何学イメージは、着色されたピクセルの二次元アレイであるラスタイメージのように、頂
点の２Ｄアレイとして企図することができる。さらに比較へと進行すると、幾何学イメー
ジは二次元イメージとして見ることができ、個々のピクセルは、それらの色チャネル（赤
、緑、青）の中に、三次元オブジェクトの表面のサンプリングされる点の位置ｘ、ｙおよ
びｚを保持している。接続性は暗に含まれている（頂点は幾何学イメージ中のその４つの
隣同士に接続される）ため、幾何学イメージをシリアル化するためには、個々の頂点の特
性（幾何学データ）を記憶するだけでよい。
【０００８】
　幾何学イメージ表現は、いくつかのオンライン仮想世界では、場合によっては彫刻され
たプリムと呼ばれている。幾何学イメージは、それを使用した操作（モデル化）が容易で
あり、また、ネットワークを介してそれを圧縮し、かつ、転送することが効率的であるた
め、この種の用途に特に適している。また、この表現は、何人かのモデラーによって認識
されている。
【０００９】
　多角形メッシュを幾何学イメージに変換するプロセスは、リメッシングと呼ばれている
。それは、多角形メッシュによって表現されるオブジェクト表面のための便利な２Ｄパラ
メータ表示を見出し、次に、この表面の２Ｄパラメータ表示空間に規則的に間隔を隔てて
配置された新しい点をサンプリングすることにある。構築プロセスによれば、幾何学イメ
ージ表現であるこれらの新しい点が規則的な格子を形成する。リメッシングプロセスの必
然的な結果は、以下の通りである。
　－　サンプリングされた新しい点と初期多角形メッシュのこれらが一致することの保証
は存在せず、それはほとんど絶対に起こらない。
　－　初期メッシュの接続性データは完全に失われ、結果として得られた幾何学イメージ
を考察することによって初期頂点がどのように接続されていたかを知る方法は存在しない
。
　－　２Ｄパラメータ表示およびサンプリングされた２つの点の間の距離によっては、初
期多角形メッシュ中のいくつかの細部が、結果として得られる幾何学イメージ中で消滅す
ることがある。言い換えると、規則的にサンプリングされた点を結合することによって構
築される表面は、構築プロセスのため、元の表面とは若干異なることがある。この効果は
、サンプリング点の数を多くすると小さくすることができるが、そのために幾何学イメー
ジのサイズが大きくなることになる。
【００１０】
　もう１つの制限は、完全に閉じておらず（not　watertight）、高いトポロジー種数を
有しているか、またはマニホルドではないモデルは、プロセスの始めに、好適な２Ｄパラ
メータ表示を見出すために追加計算を必要とすることがあることである。そのため、同じ
表面を正しく記述するために、初期多角形メッシュ中より幾何学イメージ中にはるかに多
くの頂点が必要になることがある。もっと悪い状況では、解決法を見出すことが不可能に
なることさえある。
【００１１】



(5) JP 6469987 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

　要約すると、リメッシングのプロセスは、幾何学イメージから初期多角形メッシュを回
復することができない意味では不可逆的である。幾何学イメージから得られる表現は、せ
いぜい、初期多角形メッシュに極めて類似していることであるが、両方の表現は、Ｈａｕ
ｓｄｏｒｆｆ距離の点で必ずしも一致していない。さらに、幾何学イメージは初期メッシ
ュに近い表面を表しているが、いくつかの誤り、微小細部の損失、ひずみ、等々が必ず伴
う。さらに、完全に閉じていない（not　watertight）初期メッシュは、オブジェクトを
記述するために多角形メッシュよりも多くのデータを必要とする幾何学イメージをもたら
すことがある。
【００１２】
　この文脈には、無損失で完全に可逆性であり、また、ＣＡＤファイルの記憶サイズを有
効に低減するのに適した、改良された圧縮方法の必要性が依然として存在している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｇｅｏｍｅｔｒｙ　ｉｍａｇｅｓ．　Ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　
ｏｆ　ｔｈｅ　２９ｔｈ　ａｎｎｕａｌ　ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ　ｇｒａｐｈｉｃｓ　ａｎｄ　ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，　ｐ
ａｇｅｓ　３５５－３６１．　ＡＣＭ　Ｐｒｅｓｓ，　２００２
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　一態様によれば、本発明は、したがって三次元モデル化オブジェクトを圧縮するための
コンピュータ実施方法を提供する。前記方法は、
　－　前記三次元モデル化オブジェクトのメッシュを提供するステップと、
　－　二次元平面内で前記メッシュをパラメータ表示（ｕ、ｖ）するステップであって、
前記メッシュをパラメータ表示することにより、二次元座標を有する一組の頂点が得られ
るステップと、
　－　前記二次元平面に格子を提供するステップと、
　－　前記格子の１つの交点に１つの頂点を割り当てることによって個々の頂点の前記二
次元座標を修正するステップと
　を含む。
【００１５】
　前記方法は、以下のうちの１または複数を含むことができる。
　－　前記三次元モデル化オブジェクトの前記メッシュを提供するステップの後、前記三
次元モデル化オブジェクトの前記メッシュの接続性データを記憶するステップ
　－　前記格子の１つの交点への１つの頂点の割当ては、個々の頂点を他から遠ざかる方
向に押す反発技法によって実施される
　－　前記反発技法は、２つの頂点の間の距離と前記格子セル対角線の長さを比較するス
テップと、２つの間の前記距離が長さ（Ｌ）より短い場合、前記２つの頂点を遠ざかる方
向に押すステップとを含む
　－　前記格子の４つの交点の間にせいぜい１つの頂点のみが存在するまで、前記反発技
法のいくつかの繰り返しが実施される
　－　反発技法を実施した後、頂点間の空の交点を除去する緩和技法を実施するステップ
　－　前記格子のサイズは拡張可能である
　－　修正された二次元座標を有する頂点のセットがラスタイメージを形成し、前記セッ
トの個々の頂点は前記ラスタイメージのピクセルであり、前記セットの個々の頂点の座標
（ｘ、ｙ、ｚ）が前記ラスタイメージの色チャネル赤／青／緑の中に記憶される
　－　前記セットの前記頂点の補足特性が追加色チャネルの中に記憶される
　－　前記ラスタイメージのサイズを小さくするために前記ラスタイメージがリフレーム
される
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　－　修正された二次元座標を有する頂点の前記セットに、－離散余弦変換、－ウェーブ
レット変換の圧縮スキームのうちの１つを適用するステップ
　－　前記三次元モデル化オブジェクトの前記メッシュの接続性データが圧縮される。
【００１６】
　本発明は、さらに、上記方法に従って圧縮された三次元モデル化の圧縮を解除するため
のコンピュータ実施方法を提案する。前記方法は、
　－　修正された二次元座標を有する頂点の前記セットを提供するステップと、
　－　前記提供された頂点のセットから前記頂点を抽出するステップと、
　－　接続性データを使用して前記頂点を接続するステップと
　を含む。
【００１７】
　本発明は、さらに、
　－　三次元モデル化オブジェクトのメッシュを記憶するデータベースと、
　－　上記圧縮方法に従って三次元モデル化オブジェクトを圧縮し、および／または上記
圧縮解除方法に従って三次元モデル化の圧縮を解除するための手段と
　を備えるコンピュータ支援設計システムを提案する。
【００１８】
　本発明は、さらに、コンピュータによる実行のための命令であって、上記圧縮方法およ
び／または圧縮解除方法を実施するための手段を備える命令を含んだコンピュータプログ
ラムを提案する。
【００１９】
　本発明は、さらに、上記コンピュータプログラムがその上に記録されたコンピュータ可
読記憶媒体を提案する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照して、非制限の例によって説明す
る。
【図１】方法の例の流れ図である。
【図２】従来技術で使用されているサンプリングの例を示す図である。
【図３】１つの交点を使用して１つの頂点をスナッピングする例を示す図である。
【図４】本発明に従ってリメッシュされる多角形メッシュの例を示す図である。
【図５】二次元平面内でパラメータ表示される（ｕ、ｖ）図４の多角形メッシュの頂点の
例を示す図である。
【図６】図５の（ｕ、ｖ）平面内に提供される規則的格子の例を示す図である。
【図７】図６の規則的格子の交点にスナップされた図５の頂点の例を示す図である。
【図８】個々の頂点を他から遠ざかる方向に押す反発技法の例を示す図である。
【図９】個々の頂点を他から遠ざかる方向に押す反発技法の例を示す図である。
【図１０】個々の頂点を他から遠ざかる方向に押す反発技法の例を示す図である。
【図１１】頂点間の空のセルを除去する緩和技法の例を示す図である。
【図１２】頂点間の空のセルを除去する緩和技法の例を示す図である。
【図１３】ＣＡＤシステムのグラフィカルユーザインタフェースの例を示す図である。
【図１４】ＣＡＤシステムの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１の流れ図を参照すると、三次元（３Ｄ）モデル化オブジェクトを圧縮するためのコ
ンピュータ実施方法が提案されている。方法は、三次元モデル化オブジェクトのメッシュ
を提供するステップを含む。次に、メッシュが二次元（２Ｄ）平面内でパラメータ表示さ
れる（ｕ、ｖ）。メッシュをパラメータ表示することにより、２Ｄ座標を有する一組の頂
点が得られる。次に、二次元平面に格子が提供される。次に、個々の頂点の２Ｄ座標が修
正される。２Ｄ座標の修正は、格子の１つの交点に１つの頂点を割り当てることによって
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実施される。
【００２２】
　このような方法は、Ｘｉａｎｆｅｎｇ　Ｇｕ、Ｓｔｅｖｅｎ　Ｊ．　Ｇｏｒｔｌｅｒお
よびＨｕｇｕｅｓ　Ｈｏｐｐｅ（非特許文献１）に開示されている幾何学イメージの定義
を若干修正しており、２Ｄイメージ表現への多角形メッシュの改良された変換を提供する
。つまりこの方法は、３Ｄモデル化オブジェクトの圧縮を改善する。
【００２３】
　説明のために、幾何学イメージは、当分野で知られているように、３Ｄモデル化オブジ
ェクトの任意の表面を３Ｄモデル化オブジェクトの元の幾何学の完全な規則的リメッシュ
である２Ｄイメージとして静的メッシュ上に変換することによって得られること、および
逆変換をサポートすることを想起されたい。幾何学イメージは、幾何学を量子化された点
の単純な２Ｄアレイとして捕える完全な規則的構造を提供する。表面は法線のような意味
を表し、また、色は、同じ暗黙の表面パラメータ表示を使用して同様の２Ｄアレイの中に
記憶され、テクスチャ座標は存在しない。
【００２４】
　この方法の結果は、３Ｄオブジェクトの表面に存在する頂点の二次元アレイであるが、
オブジェクトの表面の新しい点を規則的な時間間隔でサンプリングして点の格子を得る代
わりに、三角形メッシュから元の頂点が維持される。これは、有利には、初期多角形メッ
シュからの頂点と正確に一致する頂点の二次元アレイによって保持された任意の頂点を提
供する。相互に、初期多角形メッシュからの任意の頂点は、幾何学イメージの頂点と正確
に一致する。したがって頂点の二次元アレイの任意の頂点は、多角形メッシュの中に１つ
の正確に対応する頂点を有することになり、したがって多角形メッシュを幾何学イメージ
に変換するプロセスは完全に可逆性である。これは、この方法を使用して圧縮された３Ｄ
モデル化オブジェクトは、変換が無損失であるため、微小細部を損失することなく圧縮を
解除することができることを含む。実際、この圧縮方法は、パラメータ表示されたメッシ
ュのサンプリングを利用していないため、初期多角形メッシュの任意の細部が結果として
得られる頂点の二次元アレイの中で消滅することがある。この方法によれば、幾何学イメ
ージのサイズを大きくするサンプリング点の数を多くする必要はない。したがって本発明
によれば、有利には、Ｘｉａｎｆｅｎｇ　Ｇｕ、Ｓｔｅｖｅｎ　Ｊ．　Ｇｏｒｔｌｅｒお
よびＨｕｇｕｅｓ　Ｈｏｐｐｅに開示されている幾何学イメージを使用すると失われるこ
とになる細部を含んだ３Ｄモデル化オブジェクトのメッシュの圧縮率を改善することがで
きる。さらに、この方法は、３Ｄモデル化オブジェクトのメッシュのクロージャまたはト
ポロジーに対する何らかの条件を必要としないため、任意の３Ｄモデル化オブジェクトを
変換することができる。本発明の他の利点は、説明の中で明らかになるであろう。
【００２５】
　方法はコンピュータによって実施される。これは、方法のステップ（または実質的にす
べてのステップ）が少なくとも１つのコンピュータによって実行されることを意味してい
る。例では、方法のステップのうちの少なくともいくつかのトリガリングは、ユーザ－コ
ンピュータ対話を介して実施することができる。必要なユーザ－コンピュータ対話のレベ
ルは、自動的に予知されるレベルに応じて様々であり、ユーザの希望を実施する必要性と
バランスを取ることができる。例では、このレベルは、ユーザが定義することができ、お
よび／または予め定義することができる。
【００２６】
　例えば３Ｄモデル化オブジェクトのメッシュを提供するステップは、ユーザアクション
に応じて実施することができる。例えばユーザは、３Ｄモデル化オブジェクトを専用メニ
ュー中または特徴ツリーの中、例えば図中のデータ２５００の中に選択することができる
。
【００２７】
　方法のコンピュータ実施の典型的な例は、３Ｄモデル化オブジェクトまたは３Ｄモデル
化オブジェクトの少なくともメッシュを記憶する記憶装置を備えたシステム（例えばＣＡ
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Ｄシステム）を使用して方法を実施することである。データベースを記憶する記憶装置は
、単にこのような記憶に適した任意のハードウェアにすぎない。システムは、さらに、グ
ラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を備えることができる。ＧＵＩは記憶装置お
よびプロセッサに結合される。ＧＵＩは、提供された３Ｄモデル化オブジェクトのメッシ
ュを表示するように適合させることができる。システムは、さらに、上記方法に従って三
次元モデル化オブジェクトを圧縮するための手段を備えている。システムは、さらに、上
記方法に従って圧縮された三次元モデル化の圧縮を解除するための手段を備えることがで
きる。このようなシステムによれば、少ない記憶装置資源を使用して３Ｄモデル化オブジ
ェクトをモデル化することができる。実際、システムは、上で示した有効な圧縮方法に従
って３Ｄモデル化オブジェクトを圧縮するため、他のシステムと比較すると、より多くの
オブジェクトを圧縮された形態の下でシステムのデータベースに記憶することができる。
さらに、このようなシステムは、圧縮された３Ｄモデル化オブジェクトの圧縮を解除する
際に、情報を失うことなく詳細な３Ｄモデル化オブジェクトを圧縮することができるため
、設計のプロセス全体を改善する。
【００２８】
　グラフィカルユーザインタフェースを使用することにより、ユーザは、オブジェクトを
モデル化するデータを圧縮する命令、またはオブジェクトをモデル化するデータの圧縮を
解除する命令を発することができる。オブジェクトは部品であってもよく、したがってＣ
ＡＤファイルによってモデル化される。したがってシステムは、圧縮された形態の下でＣ
ＡＤファイルを記憶することができ、また、設計者が部品に対する作業を必要とすると、
例えばグラフィカルユーザインタフェースによってそれらの圧縮を解除することができる
。
【００２９】
　「データベース」は、探索および検索のために編成されたデータ（すなわち情報）の任
意の集合を意味している。記憶装置に記憶されると、データベースは、コンピュータによ
る速やかな探索および検索を可能にする。データベースは、実際、様々なデータ処理操作
と共に、データの記憶、検索、修正および削除を容易にするように構造化される。データ
ベースは、記録に分解することができるファイルまたはファイルのセットからなっていて
もよく、その各々は、１または複数の欄からなっている。欄は、データ記憶の基本単位で
ある。ユーザは、主として問合せを介してデータを検索することができる。ユーザは、使
用されているデータベース管理システムの規則に従ってデータの特定の集合を検索し、か
つ、その集合に関する報告を作成するために、キーワードおよびソーティングコマンドを
使用して多くの記録中の欄を速やかに探索し、配置変えし、分類し、かつ、選択すること
ができる。
【００３０】
　方法の場合、データベースは、３Ｄモデル化オブジェクトまたは３Ｄモデル化オブジェ
クトの少なくともメッシュを表現するデータを記憶することができる。
【００３１】
　方法は、通常、３Ｄモデル化オブジェクトのメッシュを処理する。モデル化オブジェク
トは、データベースに記憶されているデータによって定義される任意のオブジェクトであ
る。拡張により、「モデル化オブジェクト」という表現はデータ自体を示す。システムの
タイプに応じて、異なる種類のデータによってモデル化オブジェクトを定義することがで
きる。
【００３２】
　システムは、実際、ＣＡＤシステム、ＣＡＥシステム、ＣＡＭシステム、ＰＤＭおよび
／またはＰＬＭシステムの任意の組合せであってもよい。これらの種々のシステムでは、
モデル化オブジェクトは、対応するデータによって定義される。したがってＣＡＤオブジ
ェクト、ＰＬＭオブジェクト、ＣＡＥオブジェクト、ＣＡＭオブジェクト、ＣＡＤデータ
、ＰＬＭデータ、ＣＡＭデータ、ＣＡＥデータを暗示することができる。しかしながら、
モデル化オブジェクトは、これらのシステムの任意の組合せに対応するデータによって定
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義することができるため、これらのシステムは他のシステムを排他するものではない。し
たがってシステムは、実際、以下で提供されるこのようなシステムの定義から明らかにな
るように、ＣＡＤシステムおよびＰＬＭシステムの両方であってもよい。
【００３３】
　ＣＡＤシステムは、少なくともモデル化オブジェクトの図形表現に基づいてモデル化オ
ブジェクトを設計するのに適した、ＣＡＴＩＡなどの任意のシステムを意味している。こ
の場合、モデル化オブジェクトを定義しているデータは、モデル化オブジェクトを表現す
ることができるデータを含んでいる。ＣＡＤシステムは、例えば、縁および線を使用して
ＣＡＤモデル化オブジェクトの表現を提供することができ、特定の事例では面または表面
を使用してＣＡＤモデル化オブジェクトの表現を提供することができる。線、縁または表
面は、様々な方法、例えば非一様有理Ｂ－スプライン（ＮＵＲＢＳ）で表現することがで
きる。特にＣＡＤファイルは仕様を含んでおり、この仕様から幾何学を生成することがで
き、延いては表現を生成することができる。モデル化オブジェクトの仕様は、単一のＣＡ
Ｄファイルまたは複数のＣＡＤファイルに記憶することができる。モデル化オブジェクト
を表現しているファイルのＣＡＤシステムにおける典型的なサイズは、部品毎に１メガバ
イトの範囲である。また、モデル化オブジェクトは、通常、数千個の部品のアセンブリで
あってもよい。
【００３４】
　ＣＡＤの文脈では、モデル化オブジェクトは、通常、例えば部品もしくは部品のアセン
ブリなどの製品、または場合によっては製品のアセンブリを表現する３Ｄモデル化オブジ
ェクトであってもよい。製品は、物理的に製造される項目を意味している。「３Ｄモデル
化オブジェクト」は、その３Ｄ表現を可能にするデータによってモデル化される任意のオ
ブジェクトを意味している。３Ｄ表現により、あらゆる角度から部品を観察することがで
きる。例えば３Ｄモデル化オブジェクトは、３Ｄ表現される場合、任意のその軸の周り、
または表現が表示されるスクリーン中の任意の軸の周りで取り扱い、かつ、回転させるこ
とができる。これは、とりわけ、３Ｄモデル化されない２Ｄアイコンを排除する。３Ｄ表
現の表示は、設計を容易にする（つまり設計者がそれらのタスクを統計的に達成する速度
を速くする）。製品の設計は製造プロセスの一部であるため、これは、産業における製造
プロセスの速度を速くする。
【００３５】
　ＣＡＤシステムは履歴に基づくことができる。この場合、モデル化オブジェクトは、さ
らに、幾何学的特徴の履歴を含んだデータによって定義される。モデル化オブジェクトは
、実際、標準モデル化特徴（例えば押し出し、回転、切断および／または丸め、等々）、
および／または標準サーフェーシング特徴（例えば掃引、調合、ロフト、充填、変形、平
滑化および／または等々）を使用して、自然人（つまり設計者／ユーザ）によって設計す
ることができる。このようなモデル化機能をサポートしている多くのＣＡＤシステムは、
履歴に基づくシステムである。これは、設計特徴の履歴の作成は、通常、幾何学的特徴を
統合している非周期的データフローを介して、およびそれと同時に入力および出力リンク
を介して保管されることを意味している。履歴に基づくモデル化範例は、８０年代の初め
からよく知られている。モデル化オブジェクトは、履歴およびＢ－ｒｅｐ（すなわち境界
表現）の２つの持続データ表現によって記述される。Ｂ－ｒｅｐは、履歴の中で定義され
ている計算の結果である。モデル化オブジェクトが表現される際にコンピュータの画面に
表示される部品の形状は、Ｂ－ｒｅｐ（のモザイク細工）である。部品の履歴は設計意図
である。基本的には、履歴は、モデル化オブジェクトに施された操作に関する情報を寄せ
集める。Ｂ－ｒｅｐは、複雑な部品の表示を容易にするために、履歴と共に保管すること
ができる。履歴は、設計意図に従って部品の設計変更を可能にするために、Ｂ－ｒｅｐと
共に保管することができる。実際には、部品の（Ｂ－ｒｅｐ）は、表示されるメッシュを
出力するメッシャーに幾何学的モデルを記述する手段である。
【００３６】
　ＣＡＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）解決法は、モデル
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化オブジェクトの物理的な挙動の解析に適した任意の解決法、ハードウェアのソフトウェ
アを意味している。よく知られており、かつ、広く使用されているＣＡＥ技法は、通常、
式によって物理的な挙動を計算し、かつ、模擬することができる要素へのモデル化オブジ
ェクトの分割を必要とするＦｉｎｉｔｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｍｅｔｈｏｄ（ＦＥＭ）であ
る。このようなＣＡＥ解決法は、商標ＳＩＭＵＬＩＡ（登録商標）の下でＤａｓｓａｕｌ
ｔ　Ｓｙｓｔｅｍｅｓによって提供されている。成長している他のＣＡＥ技法は、ＣＡＤ
幾何学データがない物理学の異なる分野からの複数の構成要素から構成される複雑なシス
テムのモデル化および解析を含む。ＣＡＥ解決法によれば、製造する製品の改良および検
証を模擬することができ、したがって最適化することができる。このようなＣＡＥ解決法
は、商標ＤＹＭＯＬＡ（登録商標）の下でＤａｓｓａｕｌｔ　Ｓｙｓｔｅｍｅｓによって
提供されている。
【００３７】
　ＣＡＭ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ）解決法は、製
品の製造データの管理に適した任意の解決法、ハードウェアのソフトウェアを意味してい
る。製造データは、通常、製造する製品、製造プロセスおよび必要な資源に関連するデー
タを含む。ＣＡＭ解決法は、製品の製造プロセス全体を計画し、かつ、最適化するために
使用される。例えばそれは、実現可能性、製造プロセスの継続期間、または製造プロセス
の特定のステップで使用することができる特定のロボットなどの資源の数に関する情報を
ＣＡＭユーザに提供することができ、したがって管理または必要な投資に関する決定を下
すことができる。ＣＡＭは、ＣＡＤプロセスおよび潜在的なＣＡＥプロセスの後の後続す
るプロセスである。このようなＣＡＭ解決法は、商標ＤＥＬＭＩＡ（登録商標）の下でＤ
ａｓｓａｕｌｔ　Ｓｙｓｔｅｍｅｓによって提供されている。
【００３８】
　ＰＤＭ（Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｄａｔａ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）解決法は、特定の製品に
関連するあらゆるタイプのデータの管理に適した任意の解決法、ハードウェアのソフトウ
ェアを意味している。ＰＤＭ解決法は、製品のライフサイクルに含まれているすべてのア
クターが使用することができ、主としてエンジニアが使用することができるが、同じくプ
ロジェクトマネジャ、財務担当者、販売担当者および買手を含む。ＰＤＭ解決法は、通常
、製品指向データベースに基づいている。それは、アクターによるそれらの製品に関する
無矛盾データの共有を可能にし、したがってアクターによる異なるデータの使用を防止す
る。このようなＰＤＭ解決法は、商標ＥＮＯＶＩＡ（登録商標）の下でＤａｓｓａｕｌｔ
　Ｓｙｓｔｅｍｅｓによって提供されている。
【００３９】
　図１３はシステムのＧＵＩの例を示したもので、システムはＣＡＤシステムである。
【００４０】
　ＧＵＩ２１００は、標準メニューバー２１１０、２１２０、ならびにボトムおよびサイ
ドツールバー２１４０、２１５０を有する典型的なＣＡＤ様インタフェースであってもよ
い。このようなメニューバーおよびツールバーは、一組のユーザ選択可能アイコンを含み
、個々のアイコンは、当分野で知られているように、１または複数の操作または機能に結
合されている。これらのアイコンのうちのいくつかは、ＧＵＩ２１００の中に表示されて
いる３Ｄモデル化オブジェクト２０００に対する編集および／または作業のために適合さ
れたソフトウェアツールに結合されている。ソフトウェアツールは、ワークベンチに分類
することができる。個々のワークベンチは、ソフトウェアツールの部分集合を含む。詳細
には、ワークベンチのうちの１つは、モデル化されている製品２０００の幾何学的特徴の
編集に適した編集ワークベンチである。操作中、設計者は、例えばオブジェクト２０００
の部品を予め選択し、次に操作（例えば寸法、色、等々の変更）を開始し、または適切な
アイコンを選択することによって幾何学的な制限を編集することができる。例えば典型的
なＣＡＤ操作は、画面に表示されている３Ｄモデル化オブジェクトの押抜きまたは畳込み
のモデル化である。
【００４１】
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　ＧＵＩは、例えば、表示されている製品２０００に関連するデータ２５００を表示する
ことができる。図２の例では、「特徴ツリー」として表示されているデータ２５００およ
びそれらの３Ｄ表現２０００は、ブレーキパスおよびディスクを含んだブレーキアセンブ
リに関係している。ＧＵＩは、さらに、例えばオブジェクトの３Ｄ配向を容易にし、編集
された製品の動作の模擬をトリガし、または表示されている製品２０００の様々な属性を
表現するための様々なタイプの図形ツール２１３０、２０７０、２０８０を示すことがで
きる。カーソル２０６０は、ユーザによる図形ツールとの対話を可能にする触覚デバイス
によって制御することができる。
【００４２】
　図１４は、コンピュータシステム、例えばＣＡＤシステムを示したものである。
【００４３】
　クライアントコンピュータは、内部通信バス１０００に接続された中央処理装置（ＣＰ
Ｕ）１０１０、同じくバスに接続されたランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１０７０を備
えている。クライアントコンピュータは、さらに、バスに接続されたビデオランダムアク
セスメモリ１１００に結合される画像処理用演算プロセッサ（ＧＰＵ）１１１０を備えて
いる。ビデオＲＡＭ１１００は、当分野ではフレームバッファとして同じく知られている
。大容量記憶装置コントローラ１０２０は、ハードドライブ１０３０などの大容量記憶装
置へのアクセスを管理している。コンピュータプログラム命令およびデータを有形形態で
具体化するのに適した大容量記憶装置は、一例としてＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭおよびフ
ラッシュ記憶装置などの半導体記憶装置、内部ハードディスクおよび取外し可能ディスク
などの磁気ディスク、光磁気ディスクおよびＣＤ－ＲＯＭディスク１０４０を始めとする
あらゆる形態の不揮発性記憶装置を含む。以上はいずれも、専用に設計されたＡＳＩＣ（
特定用途向け集積回路）によって補足することができ、または専用に設計されたＡＳＩＣ
（特定用途向け集積回路）に組み込むことができる。ネットワークアダプタ１０５０は、
ネットワーク１０６０へのアクセスを管理している。また、クライアントコンピュータは
、カーソル制御デバイス、キーボード、等々などの触覚デバイス１０９０を含むことも可
能である。カーソル制御デバイスは、図１３を参照して言及したように、ユーザがディス
プレイ１０８０上の任意の所望の位置にカーソルを選択的に位置決めすることができるよ
う、クライアントコンピュータの中で使用される。さらに、カーソル制御デバイスにより
、ユーザは、様々なコマンドおよび入力制御信号を選択することができる。カーソル制御
デバイスは、システムに対する入力制御信号のための多数の信号発生デバイスを含む。通
常、カーソル制御デバイスはマウスであってもよく、マウスのボタンは信号を生成するた
めに使用される。他の例として、ディスプレイ１０８０は、感知可能なタッチディスプレ
イであってもよく、また、カーソル制御は、タッチセンシティブディスプレイ上のユーザ
アクション（例えば接触）によって実施することができる。
【００４４】
　コンピュータプログラムは、コンピュータによる命令を含むことができ、命令は、上記
システムに上記方法を実施させるための手段を含む。本発明は、例えばディジタル電子回
路機構の中、もしくはコンピュータハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアの中、
またはそれらの組合せの中で実施することができる。本発明の装置は、プログラマブルプ
ロセッサによる実行のために、機械可読記憶装置の中に有形形態で具体化されたコンピュ
ータプログラム製品の中で実施することができ、また、本発明の方法ステップは、入力デ
ータに対する操作および出力の生成によって本発明の機能を実施する命令のプログラムを
実行するプログラマブルプロセッサによって実施することができる。
【００４５】
　本発明は、有利には、データ記憶システム、少なくとも１つの入力デバイスおよび少な
くとも１つの出力デバイスからデータおよび命令を受け取り、かつ、それらにデータおよ
び命令を転送するように結合された少なくとも１つのプログラマブルプロセッサを含んだ
プログラマブルシステム上で実行することができる１または複数のコンピュータプログラ
ムの中で実施することができる。応用プログラムは、高水準手続き形言語またはオブジェ
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クト指向プログラミング言語の中、もしくは必要に応じてアセンブリまたは機械言語の中
で実施することができ、いずれの場合においても、言語は、コンパイル済み言語または翻
訳済み言語であってもよい。
【００４６】
　次に、もう一度図１を参照して、本発明の方法の例を説明する。
【００４７】
　ステップＳ１０で、３Ｄモデル化オブジェクトのメッシュが提供される。これは、ユー
ザアクションによって実施することができ、例えば記憶装置に記憶することができる３Ｄ
モデル化オブジェクトをユーザが選択すると実施することができる。また、これは、方法
を実施するコンピュータシステムによって自動的に達成することも可能である。提供する
ということは、３Ｄモデル化オブジェクトのメッシュをコンピュータシステムが利用する
ことができること、つまり、システムがメッシュに関連するデータにアクセスすることが
できることを意味している。通常、コンピュータシステムは、それがシステムに利用可能
になると、例えば彫像をモデル化している３Ｄモデル化オブジェクトのメッシュを示す図
４に示されているように、３Ｄモデル化オブジェクトのメッシュを表示することができる
。
【００４８】
　次に、ステップＳ２０で、メッシュの接続性データが記憶される。例えば接続性データ
は、３Ｄメッシュを記憶する記憶装置上に記憶することができる。接続性データは、メッ
シュの個々の多角形によって結合された頂点の指標を含む。したがって接続性データは、
メッシュの頂点毎に、メッシュの個々の頂点に接続される隣の頂点（または複数の頂点）
を識別する。頂点は、以下で説明されるように、もはや二次元アレイ内で接近させる必要
がないため、多角形メッシュの接続性データを維持することにより、有利にはオブジェク
トの表面の接近している頂点の識別が容易になる。
【００４９】
　ステップＳ１０で提供される多角形メッシュは、予め幾何学データおよび接続性データ
に分割することができるため、ステップＳ２０は任意選択であってもよいことを理解され
たい。したがってこの場合、記憶装置は、幾何学データおよび接続性データの両方を記憶
し、したがって接続性データは、他のステップのために利用することができる。
【００５０】
　次に、ステップＳ３０で、提供された３Ｄモデル化オブジェクトのメッシュが二次元平
面内でパラメータ表示される（ｕ、ｖ）。二次元平面内でメッシュをパラメータ表示する
ことは、３Ｄモデル化オブジェクトの仕様を２Ｄ空間に有するために必要なパラメータが
決定されることを意味している。実際には、パラメータ表示は、２Ｄ平面内のメッシュの
個々の頂点の有効座標（ｕ、ｖ）の完全なセットの識別を含む。パラメータ表示は、当分
野で知られているように実施され、例えばＡＢＦ＋＋パラメータ表示アルゴリズムを使用
することができる。例えばこれは、メッシュ全体を二次元平面内で、より少ないひずみで
畳込みを解除することができるように、または微小数のチャートに切断されたメッシュを
二次元平面内で、より少ないひずみで畳込みを解除することができるように実施すること
ができる。
【００５１】
　図５は、２Ｄ平面内でパラメータ表示された図４のメッシュを示したものである。メッ
シュをパラメータ表示することにより、２Ｄ平面内に二次元座標（ｕ、ｖ）を有する一組
の頂点が得られる。おもしろいことには、３Ｄモデル化オブジェクトの元のメッシュの個
々の頂点は、２Ｄ平面内では１つの頂点によって表現されている。
【００５２】
　図１に戻ると、ステップＳ４０で、２Ｄ平面に格子が提供される。実際には、格子は、
例えばコンピュータシステムによって自動的に提供される。２Ｄ平面に格子を提供するこ
とは、互いに交差する一組の線が２Ｄ平面上に画定されることを意味している。線は交差
し、したがって２Ｄ平面に一組の交点を提供している。実際には、線は、水平方向に一様
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に間隔を隔てた直角の線であり、したがって交点は、２Ｄ平面上に規則的に置かれている
。これにより、有利には、以下のステップで示されているように、二次元アレイの構築を
改善することができる。任意の構成の線を使用することができることを理解されたい。
【００５３】
　格子の交点の数は、少なくともパラメータ表示されたメッシュの頂点の数に等しい。実
際には交点の数は、メッシュの頂点の数より若干多い。
【００５４】
　おもしろいことには、格子のサイズは拡張可能にすることができる。格子を拡張するこ
とは、互いに交差する線の数を多くすることができ、したがって格子の交点の数が増加す
ることを意味している。実際には、格子の拡張は、格子の縁に新しい線を追加することに
よって実施される。言い換えると、格子の頂点の密度は増加しない。逆に、格子のサイズ
を短くする、つまり格子の１または複数の線を除去することも可能である。
【００５５】
　実際には、ステップＳ４０は、３Ｄモデル化オブジェクトのメッシュのパラメータ表示
が実施される前に実施することができる。一般的には、２Ｄ平面に格子が追加された後に
パラメータ表示が実施される。次に、メッシュのパラメータ表示が生じた後、パラメータ
表示の結果に応答して、格子のサイズを動的に変更する（例えば拡張する）ことができ、
実際、結果として得られる頂点のセットの非一様な分布は、一般的にはメッシュのパラメ
ータ表示によるものである。例えば線は、２Ｄ平面の、パラメータ表示されたメッシュの
頂点の密度が最も重要であるゾーンの近くの格子の縁に追加することができる。これは、
有利には、次のＳ５０の効率を改善することができる。
【００５６】
　また、２Ｄ平面上の個々の交点は、２Ｄ平面内に座標（ｕ、ｖ）を有している。交点の
座標は、メッシュのパラメータ表示ステップで使用される参照と同じ参照を使用すること
によって画定することができる。
【００５７】
　図６は、格子が追加された、図５のパラメータ表示された２Ｄ平面を示したものである
。この例では、水平方向に一様に間隔を隔てた直角の線の数は、交点の数がパラメータ表
示されたメッシュの頂点の数より若干多くなるように選択されている。
【００５８】
　次に、ステップＳ５０で、個々の頂点の二次元座標（ｕ、ｖ）が修正される。修正は、
格子の１つの交点に１つの頂点を割り当てることによって実施される。これは、１つの交
点には１つの頂点しか置くことができないことを意味している。したがって１つの交点に
２つの頂点を割り当てることはできない。１つの交点への１つの頂点の割当てはスナッピ
ングと呼ぶことができ、１つの交点は、１つの頂点のためのスナップとして作用する。
【００５９】
　割当ては、１つの頂点が１つの交点に結び付けられることを意味しており、これは、頂
点の２Ｄ平面内の座標を交点の２Ｄ平面内の座標に置き換えることによって実施される。
【００６０】
　パラメータ表示されたメッシュの頂点は、ステップＳ５０が実施される前の交点の座標
と全く同じ座標を有することができることを理解されたい。この場合、頂点の座標は不変
を維持する。
【００６１】
　ステップＳ５０の最後に２Ｄ平面内の格子が得られ、初期メッシュの任意の頂点が１つ
の異なる交点に割り当てられる。したがって格子は頂点の２Ｄアレイと等価である。
【００６２】
　次に図３を参照すると、スナッピングの例が示されている。パラメータ表示されたメッ
シュ（ここでは三角形３０の形を有している）の３つの頂点の各々は、１つの交点３２、
３４、３６に割り当てられている。個々の頂点の座標の修正は、矢印によって示されてい
る頂点の変位として企図することができる。
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【００６３】
　おもしろいことには、パラメータ表示されたメッシュが小さい場合（例えば元の３Ｄモ
デル化オブジェクトの微小細部を表現している三角形３８）であっても、三角形３０の場
合と同様の方法で、どうにかして三角形３８の座標の修正を実施することができる。した
がって、この圧縮方法は、パラメータ表示されたメッシュの従来技術によるサンプリング
を利用していないため、結果として得られる頂点の二次元アレイの中で初期多角形メッシ
ュの細部が消滅することはない。このようなサンプリング方法は図２に示されており、三
角形２０が複数回にわたってサンプリングされ（黒い点で示されている）、一方、小さい
三角形２２は、サンプリング間隔が長すぎるため、サンプリングされない。したがって微
小細部が失われる。
【００６４】
　さらに、本発明によれば、記憶装置に維持しなければならないのは、頂点が割り当てら
れる交点の座標のみであるため、記憶すべきデータの量が少なくなる。対照的に、サンプ
リングに基づく方法には、より多くの点を記憶する必要がある。
【００６５】
　図７は、個々の頂点が格子の異なる交点の１つに割り当てられた後の個々の頂点の２Ｄ
座標（ｕ、ｖ）の修正の結果を示したものである。パラメータ表示されたメッシュの頂点
は、今度は二次元アレイが形成される方法で並び換えられている。
【００６６】
　パラメータ表示されたメッシュの個々の頂点は、パラメータ表示空間に座標（ｕ、ｖ）
を有しており、また、格子の交点も同じくパラメータ表示空間に座標（ｕ、ｖ）を有して
いる。このパラメータ表示空間では、特定の領域にいくつかの頂点（格子の４つの交点の
間に複数の頂点）を集中させることができ、格子の他の領域は、より少ない頂点のままで
ある。特に、格子のセル毎に複数の頂点が存在している場合、集中は問題になることがあ
り、セルは、格子の４つの交点の間からなる領域である。対照的に、２Ｄ平面のいくつか
の部分は、より小さい密度の頂点（格子の４つの交点の間に１つ未満の頂点）を有するこ
とができる。格子交点の数は頂点の数に近くなるように（また、頂点の数より若干多くな
るように）選択されていることを想起されたい。
【００６７】
　図８は格子を示したものであり、格子の個々のセル上の頂点（または複数の頂点）の数
が異なる。
【００６８】
　格子の１つの交点に１つの頂点を容易に割り当てることができるようにするためには、
４つの交点の間に複数の頂点が存在しないよう、つまり格子のセル毎に複数の頂点が存在
しないよう、頂点（ｕ、ｖ）座標の修正が要求されることがある。この条件が考慮される
と、格子のセルを画定している４つの交点のうちの１つに個々の頂点を割り当てることが
できる。
【００６９】
　頂点が２つのセルの間の境界に配置される（つまり頂点が２つのセルの２つの共通の交
点を接続している共通の縁に置かれる）場合、２つのセルのうちのいずれか一方に頂点を
割り当てる決定は、所定の規則に従って実施することができる。例えば規則は、境界に配
置された頂点は、より少ない頂点を有するセルに割り当てられることを決定することがで
きる。
【００７０】
　頂点が格子の交点に既に配置されている場合、頂点の２Ｄ座標は交点の座標と同じ座標
であり、また、この場合、頂点は移動されない。言い換えると、ステップＳ５０が実施さ
れる際に、交点に配置された頂点の２Ｄ座標は修正されない。
【００７１】
　図９は、格子の４つの交点の間に頂点が１つしか存在しないように修正された、図８に
示されている頂点の座標（ｕ、ｖ）を示したものである。したがって格子の個々のセルの
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個々の頂点は、左上の交点（それを取り囲んでいる４つのうちの）に割り当てることがで
きる。したがって個々の頂点は、図１０に示されているように異なる交点に割り当てられ
ることが保証される。
【００７２】
　次に図１を参照すると、ここでは格子の１つの交点に対する１つの頂点の属性の例が説
明されており、結果として個々の頂点の２Ｄ座標が修正される。この例では、基準に従っ
て個々の頂点を他から遠ざかる方向に押す反発技法を使用して格子の１つの交点に１つの
頂点が割り当てられる。反発技法は、パラメータ表示空間の頂点間の反発力を模擬する粒
子反発を利用している。基準は力に関連していてもよい。
【００７３】
　ステップＳ５００で、２つの頂点すなわちＶｘとＶｙの間の距離（Ｄｖｘ、ｖｙ）が格
子セル対角線の長さ（Ｌ）と比較される。格子を形成している線は、水平方向に一様に間
隔を隔てた直角の線であり、したがって交点は２Ｄ平面上に規則的に置かれており、また
、格子のすべてのセルは同じセル対角線長さ（Ｌ）を有していることは理解されよう。
【００７４】
　距離という用語は、頂点からどの程度離れているかを示す数値記述を意味している。距
離は、通常、Ｅｕｃｌｉｄｅａｎ距離であってもよい。Ｍａｎｈａｔｔａｎ距離またはＣ
ｈｅｂｙｓｈｅｖ距離などの他のタイプの距離を使用することも可能である。格子のセル
は、格子の４つの交点の間からなる領域である。
【００７５】
　２つの頂点の間の評価された距離が格子セル対角線の長さ（Ｌ）より短い場合、２つの
頂点は、ステップ５２０で、他から遠ざかる方向に押される。２つの頂点を遠ざかる方向
に押すために適用される距離は、以下のようにして画定することができる。Ａで示されて
いる頂点は、格子セル対角線の長さ（Ｌ）より短い距離ｄｉを隔てたその近隣にｎ個の頂
点Ｂｉを有している。個々の頂点Ｂｉは、点Ａを遠ざかる方向に押すために寄与ｃｉを加
える。寄与は、関係ｃｉ＝（Ｌ－ｄｉ）×ｕｉによって定義され、ｕｉは、ＢからＡまで
の方向、つまり頂点Ａが頂点Ｂｉから遠ざかる方向に押される方向を提供する単位ベクト
ルである。頂点Ａは、頂点Ｂから遠ざかる方向に、距離
【００７６】
【数１】

【００７７】
　だけ押され、
　－　λは、０で始まって、反復毎に１まで漸進的に増加する係数である。係数λは、有
利には、アルゴリズムの安定性を提供し、かつ、頂点の分散を回避する。
【００７８】
　－　ηは、
【００７９】
【数２】

【００８０】
　が大きすぎる場合に、Ｍのサイズを制限する係数である。ηは、有利には、１つの頂点
が１回の反復でセルから他の非常に遠いセルまでジャンプするのを回避する。
【００８１】
　２つの頂点の間の距離が格子セル対角線の長さ（Ｌ）より長い場合、２つの頂点は間隔
が隔てられない。
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【００８２】
　反発技法の何回かの反復は、格子の４つの交点の間にせいぜい１つの頂点、つまりセル
毎にせいぜい１つの頂点しか存在しなくなるまで実施される。これは、所与の頂点に対し
て、その隣の距離が長さ（Ｌ）より長いかどうかが検査されることを意味している。実際
には、隣は、頂点が配置されているセルの中で選択され、次に、頂点が配置されているセ
ルを取り囲んでいるセルに存在している頂点に対して距離検査が実施される。セルを取り
囲んでいるセルは、このセルと共通の縁を共有しているセルである。
【００８３】
　セルの頂点間の距離を走査し、かつ、頂点を移動するための擬似アルゴリズムの例は、
以下に従う。
While there exists cells comprising two or more vertices
     {
     For each cell of the grid
          {
          For each vertex A in the cell
               {
                If there exists a vertex B in the same cell or in a neighbor cel
l of the cell
                wherein the vertex is located with a distance from A < L
                    {
                     The contribution provided by B to push away A is registered
; this
                     is noted as being a collision between A and B;
                    }
               }
          }
     According to the number of collisions discovered and the number of iteratio
ns of this
     algorithm, the value of λ is increased toward the value 1

     For each vertex A involved in a collision
          {
           The value of the distance M is computed
           The vertex A is moved of M in the 2D plane (possibly, and this is wha
t is looking
           for, the vertex A changes of cell
           If vertices are out of the grid as a consequence of their displacemen
t, the size of
           the grid is increase (for instance by adding lines and rows at the ed
ges of the grid)
          }
    }
　したがってステップＳ５３０で、反復を使用して実施される反発技法を使用して、パラ
メータ表示されたメッシュの１つの頂点が格子の交点上に割り当てられている。反発技法
の反復は、格子の４つの交点の間にせいぜい１つの頂点しか存在しなくなるまで実施され
る。反復することにより、有利には、実施すべき比較の総回数が制限されるのを抑制する
ことができる。さらに、反復は、４つの格子交点の間にせいぜい１つの頂点しか存在しな
いこと、およびそのステップの前にはパラメータ表示空間内で近くに存在していた２つの
頂点が今でも依然として近くに存在し、それらは、それらの間、または頂点を含んでいな
いセルの間に存在していた頂点を含んだセルによってのみ分離されることを保証する。
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【００８４】
　ステップＳ４０を参照して説明したように、格子のサイズは動的に変更する（例えば拡
張する）ことができる。それは、反発技法の結果に応答して変更することができ、実際、
それは、通常、格子の縁に近い点が格子の外側に向かって押される反発技法によるもので
ある。この場合、格子の縁の近くに新しい線を追加することができ、したがって押される
頂点（複数の頂点）は、常に格子の４つの交点の間に含まれる。他の例として、格子は、
１または複数の交点を含んだ隠された縁を有することができ、隠された交点は公然であり
、また、押し出された頂点は、公然の交点に割り当てることができる。
【００８５】
　ステップＳ５０の最後では、パラメータ表示されたメッシュの１つの頂点を格子の１つ
の交点に割り当てることにより、３Ｄモデル化のパラメータ表示されたメッシュのすべて
の頂点の２Ｄ座標が修正されている。ステップＳ１０からＳ５０の結果として頂点の２Ｄ
アレイが得られている。アレイは、すべて３ｄモデル化オブジェクトの初期多角形メッシ
ュの中に存在していた頂点を含む。このアレイは、初期接続性データがそれと等価である
場合、初期多角形メッシュと等価である。アレイおよび接続性データを有することにより
、初期多角形メッシュを取り戻すことができる。したがってリメッシングプロセスは、完
全に可逆性プロセスである。
【００８６】
　ステップＳ６０で頂点間の空の交点が除去される。空の交点は、頂点を全く含んでいな
い交点である。空の交点の除去は、図１１および１２に示されている緩和技法を使用して
実施することができる。
【００８７】
　緩和ステップは、通常、粒子反発ステップＳ５００～Ｓ５３０の後に実施される。この
緩和ステップは、画像処理に基づく方法であるシームカービングを使用することができる
。シームカービングは、画像をリサイズするためのアルゴリズムであり、それは、頂点の
２Ｄアレイ内の最も重要ではない経路である多数のシームを設定することによって機能す
る。アルゴリズムは、シームを自動的に除去し、したがって有利には、頂点の２Ｄアレイ
のサイズを小さくする。また、シームカービングは、ピクセルを修正することができない
領域の手動による画定を許容することも可能である。
【００８８】
　シームカービングは、２Ｄアレイの空の格子交点のシームを繰り返し除去し、したがっ
てシーム除去の前に格子上で近くに存在していたオブジェクトモデル上の近くの頂点は、
シーム除去後も近い状態を維持する。
【００８９】
　次に図１１を参照すると、シームカービング操作の１回の反復が示されており、一組の
空の交点は、ステップＳ１０からＳ５０の結果として得られた頂点の２Ｄアレイ中に決定
されている。白い頂点および黒い頂点は、空の交点のシームによって分離されている。
【００９０】
　次に図１２を参照すると、図１１の頂点の２Ｄアレイが示されており、シームは除去さ
れている。したがって２Ｄアレイのサイズは小さくなっている。いくつかの空の交点は、
緩和ステップのすべての反復が実施された後であっても、依然として２Ｄアレイ中に存在
し得ることを理解されたい。
【００９１】
　緩和ステップは、空の交点を識別することができる任意のアルゴリズムを使用して実施
することができることを理解されたい。好ましくは、アルゴリズムは、パラメータ表示さ
れたメッシュ中の近くに存在している頂点を近くに維持することができなければならない
。
【００９２】
　したがってステップＳ６０のアウトプットは、入力中で得られる２Ｄアレイと比較する
とサイズが小さくなっている３Ｄモデル化のパラメータ表示されたメッシュの頂点の２Ｄ
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アレイである。
【００９３】
　ステップＳ５０およびＳ６０の両方で、修正された２Ｄ座標を有する頂点のセットがラ
スタイメージを形成し、セットの個々の頂点はラスタイメージのピクセルであり、また、
セットの個々の頂点の座標（ｘ、ｙ、ｚ）は、ラスタイメージの色チャネル赤／緑／青（
ＲＧＢ）の中に記憶される。ラスタイメージは、概ねピクセルの長方形の格子、例えば頂
点の長方形の２Ｄアレイを表す点行列データ構造を意味している。ＲＧＢ色モデルは、赤
、緑および青の光が様々な方法でまとめて加えられ、それにより当分野で知られているよ
うに色のブロードアレイを再生する加色モデルである。
【００９４】
　おもしろいことには、補足頂点特性（頂点毎の法線、テクスチャ、座標．．．のような
）を加色チャネルの中に記憶することも可能である。したがってラスタイメージは、恐ら
くは３Ｄモデル化の初期メッシュのすべての特性を備えることが可能であり、個々の頂点
と共に記憶される特性の数は、色チャネルの数によって制限されることが理解される。
【００９５】
　任意選択で、ラスタイメージは、ラスタイメージのサイズを小さくするためにフレーム
し直すことができる。これは、当分野で知られているように実施される。
【００９６】
　次に、ステップＳ８０で、ラスタイメージおよび接続性データに対して圧縮スキームが
適用される。圧縮スキームは、それらに限定されないが、ＪＰＥＧフォーマットなどの離
散余弦変換、ＪＰＥＧ２０００フォーマットなどのウェーブレット変換に基づくことがで
きる。実際、ラスタイメージに対して適用することができるすべての圧縮スキームを使用
することができる。おもしろいことには、頂点ラスタイメージ格子の２Ｄアレイは、格子
内の近い頂点が、通常は初期オブジェクトの表面上の近くになるように構築されているた
め、２Ｄアレイ中の隣接する頂点のｘ、ｙおよびｚ座標は強力に相関しており、したがっ
てこれらの圧縮スキームは偉大な結果を達成することができる。
【００９７】
　接続性データは、接続性データに関連する情報を記憶するために使用されるフォーマッ
トに対して適合された圧縮スキームを使用して圧縮することができる。例えば接続性デー
タはテキストファイルの中に記憶することができ、また、圧縮スキームは、それらに限定
されないが、ＺＩＰ圧縮、ＲＡＲ圧縮であってもよい。
【００９８】
　画像処理専用のツールおよび操作（圧縮、ビデオ圧縮、透かし入れ、モーフィング．．
．）を得られたラスタイメージに適用することができる。本発明の総合圧縮率は、接続性
データが存在しているにもかかわらず、幾何学イメージを使用した知られている解決法と
比較すると改善されている。実際、本発明のメッシングは、サンプリング点の数に無関係
であるため、記憶する必要のある情報が少ない。
【００９９】
　本発明に従って圧縮された三次元モデル化は、以下のステップを使用して圧縮解除する
ことができる。
【０１００】
　最初に、修正された二次元座標を有する一組の頂点が提供される。例えばステップＳ５
０またはＳ６０の結果として得られる頂点の２Ｄアレイ、ステップＳ７０の結果として得
られるラスタイメージ、ステップＳ８０の圧縮されたラスタイメージ。
【０１０１】
　次に、提供された頂点のセットから頂点が抽出される。抽出は、通常、２Ｄアレイの交
点を識別することによって実施することができる。例えばラスタイメージのピクセルが識
別される。
【０１０２】
　次に、抽出された頂点が接続性データに従って接続される。抽出された頂点は３Ｄ空間
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に置かれる。抽出された頂点の座標は、ラスタイメージの色チャネルＲＧＢから得ること
ができる。
【０１０３】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明した。本発明の精神および範囲を逸脱す
ることなく様々な修正を加えることができることは理解されよう。したがって他の実施態
様は、以下の特許請求の範囲の範疇である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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