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本テキストでご案内するサブディビジョンサーフェス機能について 

　サブディビジョンサーフェス（再分割曲面）は規則的に分割された四角形ポリゴンメッシュを、編集に必要と思われる面、線、

点の各ポイントを選択して分割操作や座標移動を繰り返すことで有機的な形状のモデルを簡単に作り上げることができます。 

このすばらしい革新的な技術は、アニメーション制作会社で有名なPixar Animation Studiosが開発を行い、そしてオープンソー

スのライブラリ（Opne Subdiv）が公開されたことにより、Vectorworksへも新たな３Dモデリング機能として搭載することが

できました。サブディビジョンモデリング機能を使うことで建築の分野ではシェル構造の屋根の形状や、インテリアの分野では

滑らかな曲線を持つシェルチェアなどを直感的にモデリングすることができます。 

　ぜひ、このテキストを通じモデリングの楽しさや技術を習得していただき、Vectorworksでのオリジナリティあふれるデザイ

ン製作にご活用ください。 

エーアンドエー株式会社 OASIS事務局 

   





＜このテキストの使い方と操作性向上のための設定のポイント＞ 
操作説明、イメージ画像、設定情報を併記しております。また、Tipsも合わせてご活用ください。 
 

 

 

 

 

 　クリック 
テキストの手順図に書かれている数字はその順番で操作を
お願いします。Operation項目設定後にクリックする場所で
す。数字が書いてある箇所は順番通りにクリックしてくだ

さい。

 Operation 
操作時に設定する内容が記載されています。 

 Point 
その項目の操作の際に覚えて欲しいポイントが記載され 
  ています。 

SubdivisionTips 
サブディビジョンに関わるちょっとしたテクニックが記     

   載されています。

操作に入る前に！スナップパレット設定 
作業性を上げるためにVectorworksの作図補助機能の一
つであるスナップパレットは本書では以下の設定にしてく
さだい。 
□図形スナップ  /ON 
□それ以外のスナップ /OFF 

3Dドラッガーの操作目印 
文中では３Dドラッガーの操作をわかりやすく説明するため、黒
い四角形で囲まれた方向や角度を目印に説明を進行していきます。

※実際の操作画面には黒い四角形はでてきません。 



＜サブディビジョンの操作概念＞ 
サブディビジョンは画像のような3Dドラッガーを操作して編集を行います。 

水平・垂直方向に動かしたい場合は各方向の矢印をクリックし、動かしたい方向にマウス 
を動かすとその方向に伸びていきます。最後にクリックをすると、クリックしたところに合わ
せて大きさが変わります。 
同じように回転に関しても円弧の部分をクリックし、曲げたい方向にマウスを動かし最後にク
リックすることで、捻ったり、曲げたりという操作ができます。 
これら一連の動作は、下の図のように数値を入力して正確に行うことも可能です。 
数値入力はTabキーを押すことでインサーションが表示され入力可能なモードになります。 

 

　　　　　　操作例 

水平方向の矢印 
をクリック

垂直方向の矢印 
をクリック

青い回転の矢印 
をクリック

　変形モードの基本操作 

本書では　　　変形モードは      　変形と　　　回転モード、スケールモードの2
種類を使用します。変形と回転モードは赤枠の四角、スケールモードは青枠の四角
で囲われている箇所をドラッグで選択します。各モードの選択時の様子は以下の図
の通りです。 
                    ＜変形と回転モード＞　　　　＜スケールモード＞ 



＜サブディビジョン編集ツールの各モードについて＞ 

サブディビジョンサーフェスはサブディビジョン編集ツールの各モードを使用して編集を行います。サブディビジョン編集ツール
のモードは、サブディビジョン編集ツール選択後、画面の左上に表示されます。 

モード1 
変形             ：サブディビジョンの形を変形するモードです。 
折り目             ：サブディビジョンに折り目（平らな面）を作るモードです。 
押し出し             ：サブディビジョンに分割線を作りながら面を作るモードです。 
分割             ：サブディビジョンの任意の位置を分割するモードです。 
面-穴             ：サブディビジョンの指定した箇所に穴を開けるモードです。 
ブリッジ          　  ：削除した箇所のサブディビジョンを繋げるモードです。 
クローズ             ：サブディビジョンの削除した面を塞ぐモードです。 
辺-追加             ：サブディビジョンの任意の箇所に辺を追加するモードです。 
辺-削除             ：サブディビジョンの任意の辺を削除するモードです。 
ミラーモデリング       ：左右対称のモノを反転複製で作るモードです。 

モード2 （変形モード専用） 
変形と回転  　        ：変形と回転の3Dドラッガーを使用してサブディビジョンの変形を行います。 
スケール             ：スケールの3Dドラッガーを使用して選択した箇所を等縮尺で変形します。 
再配置             ：選択した図形に影響を与えず3Dドラッガーの位置を再配置します。 

モード3 （変形モード専用） 
ケージ方向           ：3Dドラッガーを常に選択した面に揃えます。 
ワーキングプレーン方向   ：3Dドラッガーを常にワーキングプレーンに揃えます。
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Subdivision Modeling 

Lesson1 -Basic operation- 
サブディビジョンモデリング　レッスン1 
ーBasic operation 基本的な操作ー 

サブディビジョンサーフェスの基本的な操作方法を紹介します。 

サブディビジョンサーフェスはVectorworksの通常の3Dモデリン
グの操作とは違い、粘土をこねるように自由にモデリングするこ
とができます。まずは基本的な操作方法を学んでいきましょう。



1.サブディビジョンサーフェスの基本 
1-1. サブディビジョンプリミティブの作成 
（1） サブディビジョンサーフェスを始めるときはモデルメニュー＞サブディビジョンプリミティブの作成

をクリックします。 
（2） サブディビジョンプリミティブの大きさは100と入力しOKボタンをクリックします。 
 

  

1-2. 基本的な編集 
（1） サブディビジョンサーフェスを編集する際は、サブディビジョン編集ツールの様々なモードを使用し

て行います。ツールセットパレット＞3Dツールセット＞サブディビジョン編集ツールをクリックして
選択します。サブディビジョン編集ツールをクリックすると画面上部に各種モードが表示されます。 

　　　　  

（2） 作成したサブディビジョンプリミティブの編集を行います。変形モードを選択し、作成したサブディ
ビジョンプリミティブの上にマウスを合わせるとマウスに合わせて選択できる箇所が赤くハイライト
されます。この状態でクリックをすると3Dドラッガーが表示されてきます。3Dドラッガー動かした
い方向に合わせて3Dドラッガーの矢印をクリックします。 

 

 サブディビジョンプリミティブの作成 
サブディビジョンプリミティブ ：球体 
サイズ    ：100

Operation

　　3Dドラッガー 
サブディビジョンは画像のような3Dドラッガーを操作して編集を行います。 
水平・垂直方向に動かしたい場合は各方向の矢印をクリックし、 
動かしたい方向にマウスを動かすとその方向に伸びていきます。 
最後にクリックをすると、クリックしたところに合わせて大きさが変わります。 
同じように回転に関しても円弧の部分をクリックし、曲げたい方向にマウス 
を動かし最後にクリックすることで、捻ったり、曲げたりという操作ができます。

Point

点の変形 辺の変形 面の変形



1-3. その他の編集 
サブディビジョンサーフェスには他にもいくつものモデルの編集方法があります。 
（1） 【変形モード 角度の変更】3Dドラッガーをクリックした方向に回転をかけることができます。下の

画像は青い回転のコントロールをクリックした場合です。青い回転のコントロールをクリックしTab
キーを押し数値を入力しクリックするか、マウスを操作して自由な位置でクリックし決定するかで回
転の角度を決定します。 

    

 また、面を回転する以外にも特定の頂点を起点に選択した範囲に角度をつけることもできます。角度
をつけたい箇所をドラッグで囲い、次に角度の起点となる箇所をShiftキーを押しながらドラッグで
囲います。ここで表示される3Dドラッガーの青い回転のコントロールをクリックしTabキーを押して
数値を入力しクリックすることで角度をつけることができます。　 

　　　　 

  

  

  
（2） 【変形モード スケールモード】ドラッグした範囲の頂点の中心から左右対象にスケールを調整する

モードです。Tabキーを押し数値を入力しクリックするか、マウスを操作して自由な位置でクリック
し決定するかでスケールを決定します。 

    

ドラッグ

②Shiftキー 
＋ドラッグ

①ドラッグ

③クリック：

ドラッグ
ドラッグ



（3） 【押し出しモード】選択した面を分割線を伸ばしながら押し出すモードです。押し出しモードを選択
し、Tabキーを押し数値を入力しクリックするか、マウスを操作し自由な位置でクリックするかで押
し出す距離を決定します。 

    

（4） 【分割モード】選択した辺や面を指定の位置で分割できるモードです。Tabキーを押し数値を入力し
分割位置（%での指定）を決定するか、マウスを操作して自由な位置でクリックし決定するかで分割
位置を決定します。 

    

    

（5） 【折り目モード】選択した頂点や辺、面に平らな設定（折り目）をつけるモードです。平らにしたい
箇所をクリックすると折り目が付きます。 

                 【頂点】       【両端の頂点・辺】             【面】 

    



 
Subdivision Modeling 

Lesson2 -Torso- 
サブディビジョンモデリング　レッスン2 
-Torso- トルソー 

頭や手足のない胴体だけの彫像(トルソー)を作成します。 

衣服を買いに行くと必ず目にするトルソーですが、人間的な
曲線が多く従来のVectorworksの機能で作ろうとすると、滑
らかな曲線を作るのは時間とテクニックが必要でした。 
今回はトルソーの作成を通してサブディビジョンサーフェスの
基本操作を習得していきます。



2.サブディビジョンサーフェスでトルソーの作成 
この章ではタイトル画像にあるようなトルソーを作成していきます。 
トルソーの半分だけを作成して、反転複製を行うミラーモデリングモードを使用して左右対称の滑らかな形
状を作っていきます。 

2-1.レイヤの設定 
（1）　モデリングを行う前にレイヤの設定を行っていきます。ツールメニュー＞オーガナイザー＞デザイン

レイヤタブ＞レイヤ1 （現在使用しているレイヤーを選択し）編集ボタンをクリックします。デザイ
ンレイヤの編集ダイアログが表示されたら縮尺ボタンをクリックし、1/20の縮尺を選択しOKボタン
をクリックします。そのままデザインレイヤの編集ダイアログ、オーガナイザダイアログもOKボタン
をクリックし閉じます。 

 　　  

2-2. サブディビジョンプリミティブの作成 
（1） モデルメニュー＞サブディビジョンプリミティブを作成をクリックし、以下のように設定します。設

定をしたらOKボタンをクリックします。 
 

  

 サブディビジョンプリミティブの作成 
サブディビジョンプリミティブ ：球体 
サイズ    ：200 
スムーズの精度   ：2

Operation

 サブディビジョンのスムーズ（Vectorworks2019） 

Vectorworks 2019よりサブディビジョンを操作する上でスムーズ（面の密度）を調整できるようになりました。 
0～5までのレベルで調整することが可能です。数値が大きくなるほど滑らかな細かい面になります。 

編集する際は1～2がオススメ。レンダリングする際は4～5に設定すると時間はかかりますが綺麗に仕上がります。

Point



2-1. サブディビジョンの編集 
（1） 3Dツールセットパレットのサブディビジョン編集ツールを選択します。サブディビジョンはこのツー

ルの中の各モードを使用して編集していきます。また作業がしやすいようにビューを斜め右に切り替
えます。 

（2） サブディビジョンプリミティブの上面を伸ばしていきます。モードを以下のように設定し上面をクリッ
クし伸ばしていきます。 

 
 

   

（3） 押し出しモードを使用して(2)と同じ作業を3回繰り返します。 
 

 

  
　　　　 

（4） 一番下にある立方体を半分に分割します。モードを以下のように設定し分割を行います。縦方向の辺
をクリックすると横方向に分割することができます。 

 

  

ビュー：斜め右

 距離の入力方法 
変形モードや押し出しモードで決まった数値分動か
したい場合、キーボードの「tab」キーを押すこと

で数値入力が可能です。

Point

 分割モードの分割範囲 
分割モードは辺を起点として分割するだけではなく、
面の中に面を作るような分割をすることができます。

Point

 サブディビジョンの分割 

モード1  ：分割モード 
分割位置 ：50

Operation

クリック

クリック

 サブディビジョンの押し出し 

モード1  ：押し出しモード 
距離  ：100 
ビュー  ：斜め右

Operation

 作業中のレンダリング設定 
よく使うレンダリングとして2種類紹介します。 

ワイヤーフレーム　文字どおり線での表現。この状態
だとモデルの裏側にある線も選択できます。 

OpenGL　面が貼られたような表現。ワイヤーフレー
ムで見るよりも視覚でモデルを理解しやすいレンダリ

ング方法です。

SubdivisionTips



（5） 一番最上部の面だけ辺を追加します。モードを以下のように設定し分割を行います。 
 

   

（6） 分割した面の奥側の面を伸ばしていきます。モードを以下のように設定し上面をクリックし伸ばして
いきます。 

   

（7） 平らな面を設定していきます。モードを以下のように設定し平らに設定したい面の上でクリックしま
す。また操作しやすい角度にビューを切り替えて選択します。 

 

  

（8） トルソーの形を正面から整えます。ビューとモードを以下のように設定し、変形させていきます。変
形モードで①～④の箇所をそれぞれドラッグで選択し、指定の数値で編集していきます。 

 

   

クリック

ビュー：斜め右 ビュー：斜め右下

ビュー：斜め右

①-50

② +10

④ -30

③ -10

⑤ -20

⑥-10

 折り目モード 
折り目をつけた頂点・辺はVectorworks 2019よ
り水色にハイライト表示されるようになりました。
これによりどこに折り目がついているのかがわか

りやすくなりました。

Point

 変形箇所の選択方法 
前のビューなどで変更を行う場合、クリックで頂
点を選択すると手前の頂点しか選択できず、後ろ
の頂点が選択できていないということがあります。

Point

 辺の追加 

モード1  ：辺、追加モード 
分割位置 ：中点から中点

Operationクリック1

クリック2

クリック1

クリック2

クリック3

 折り目の設定 

モード1   ：折り目モード 
折り目箇所  ：画像参照 
ビュー (クリック1.2) ：斜め右 
ビュー（クリック3） ：左斜め下

Operation

 サブディビジョンの変形 

ビュー  ：前 
モード1  ：変形モード 

モード2  ：変形と回転モード 
モード3  ：ワーキングプレーン方向 
距離  ：番号ごとに数値を入力 

3Dドラッガー ：横方向

Operation

 サブディビジョンの押し出し 

モード1  ：押し出しモード 
距離  ：100

Operation

左斜め下

前



（9） トルソーの形を側面から整えます。まずは変形ツールで側面の厚さを調整するため、ビューとモード
を以下のように設定し、変形させていきます。 

 

   

（10） トルソーの形を側面の細部を調節します。ビューとモードを以下のように設定し、変形させていきま
す。 

   

（11） 辺-追加モードを使用して胸部に分割するための辺を追加します。肩の中点から胸の中点、胸の中点
からその下の辺の中点。というように2回に分けて辺を追加します。 

 

  

ビュー：右

-50

①0.7

②0.8

③1.15

ビュー：斜め右

クリック4
クリック3

クリック1
クリック2

 モード2 変形モードとスケールモードの違い 
変形と回転モードとスケールモードの違いをしっかりと把握しましょう。選択した頂点を数値で動かしたい場合
には変形と回転モード。選択した箇所を同縮尺で狭めるor広げる場合にはスケールモードを使用します。

Point

 サブディビジョンの変形 

ビュー  ：右 
モード1  ：変形モード 

モード2  ：変形と回転モード 
モード3  ：ワーキングプレーン方向 

3Dドラッガー ：横方向

Operation

 辺の追加 

モード1  ：辺、追加モード 
分割位置 ：肩＞胸＞下辺　各中点から中点 

ビュー  ：斜め右

Operation

 サブディビジョンの変形 

ビュー  ：右 
モード1  ：変形モード 
モード2  ：スケールモード 

モード3  ：ワーキングプレーン方向 
3Dドラッガー ：横方向

Operation

 辺-追加モードと分割モードの違い 
どちらも辺を追加するモードですがそれぞれ使う場面が異なります。 

選択した辺or面の周囲を分割したい場合 ：分割モード 
選択した面の中に一部分だけ辺を作る場合 ：辺-追加モード

Point



（12） 反転複製を取るための準備を行います。ビューを替えて不要な辺を削除します。 
 

  

（13） 反転複製を取るための準備を行います。折り目モードで平らな面を設定していきます。 
 

  

（14） ミラーモデリングモードを使用して反転複製を行います。起点となる面で1回目のクリック、2回目以
降のクリックで、起点となる辺（首のところの辺）をクリック-クリックで選択を行います。 

 

   
 

ビュー：斜め左

ビュー：斜め左

 折り目の作成 

モード1  ：折り目モード 
ビュー  ：斜め左

Operation

 辺の削除 

モード1  ：辺-削除モード 
ビュー  ：斜め左

Operation

 反転複製 

モード  ：ミラーモデリングモード 
面の指定 ：クリック1 
辺の指定-始点 ：クリック2 
辺の指定-終点 ：クリック3

Operation

クリック1

クリック2
クリック3

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック

 ミラーモデリングモードとミラー反転ツールの違い 

ミラーモデリングモードはサブディビジョン専用の機能で、反転複製後は元図形を編集することで複製した図形も同
時に同じ編集を加えることができます。そのため、トルソーのようなシンメトリーな図形を作る際はこのモードを使

用して作成すると非常に便利です。 
また、ミラーモデリング後にアシンメトリー(非対象)な図形に変更したい場合には、ミラーモデリングモードをOFF

にすることで画像のように反転複製後に頂点を表示して編集を行うことができます。

Point



 
 分割数の増減 

分割線は増えれば増えるほど制御できる箇所が増えますが、その分頂点も増えるため頂点に引っ張られ滑らかな形
状が作りづらくなります。滑らかな形状を作りたい場合には辺-削除モードなどを使用し、辺・頂点の数を減らして

いきましょう。

Point

 SubdivisionTips　-マルチビューウインドウの活用- 
サブディビジョンサーフェスでモデリングをする際、一回一回画角を切り替えるのは面倒ですよね。そんな時に使う

と便利な機能がマルチビューウインドウです。 
マルチビューウインドウはVectorworks 2018に搭載された新機能の一つで画面を自分の好きなように分割して作

業をすることができます。 

分割した画角ではそれぞれ別のビューを設定することができますので、例えば画面を三つに分割し、一つは「前」か
ら見たビュー、二つ目は「右」から見たビュー、三つ目は「斜め右」から見たビューというように設定をすると、

編集する方向に合わせてビューを切り替える必要がなくなります。 
また各ウインドウで編集した内容はリアルタイムで同期を取ることもできますので、ビューを切り替える手間が減り、

作業効率が高くなります。ぜひ試してみてください。 

使用方法：ビューメニュー＞マルチビューウインドウ 
Vectorworks Help検索ワード：マルチビューウインドウ



2-3. 台座の作成 
（1） 台座の作成を行います。ビューを2D/平面に切り替え、円ツールをダブルクリックし、半径に250と

入力したらOKボタンをクリックし、好きなところをクリックして円を作成します。 

  

（2） （1） で作成した円を選択した状態でモデルメニュー>柱状体を選択します。奥行きに40と入力しOK
ボタンをクリックします。ビューを斜め右に切り替え状態を確認します。 

 　  

（3） （2）で作成した円柱の上面の角に丸みをつけます。3Dツールセット>3Dフィレットツールを選択
し、半径を10と入力し、上面の角をクリックで選択しEnter（return）キーを押して実行します。  

 　 　  

（4） 次に支柱を作成します。ビューを2D/平面に切り替え、円ツールをダブルクリックし、直径に25と入
力しOKボタンをクリックします。（3）で作成した台座の中心部分でクリックします。 

 　　　  

ビュー：斜め右

ビュー：2D/平面



（5） （4）で作成した円を選択した状態でモデルメニュー>柱状体を選択します。奥行きに980と入力し
OKボタンをクリックします。ビューを斜め右に切り替え状態を確認します。 

 　　 　  

（6） （3）と（5）で作成した台座と支柱を両方選択しトルソーの下部と合わさるように設置します。合わ
せ方は自由ですがセレクションツールを使い、前のビュー、右のビューそれぞれのビューで赤く囲わ
れた箇所を合わせるとスムーズです。 

    

ビュー：斜め右

ビュー：前 ビュー：右 ビュー：斜め右
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