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第 1 章 はじめに 

Three Dimensional Computer Graphics（三次元コンピュータ・グラフィックス）、通称

3DCG と言われる技術がある。これは現実世界をコンピュータ上に作り上げる技術である

が、近年その技術が驚異的な進化を遂げている。現在テレビやパソコン、インターネット

の普及により誰しもが普段の生活において 3DCG に触れる機会が増えている。ふとテレビ

をつけてみても 3DCG 技術が使われていない日はない。そして、ゲーム、映画、デザイン、

軍事、航空、自動車、建築、医療、各種シミュレータといったあらゆる分野に利用されて

いる。このように現代の私たちの生活において 3DCG の重要性はますます大きくなってお

り、CG の知識や作成能力に関する資格試験（CG 検定）なども実施され一つの職業として

認知され広く根付いている。 

3DCGが世に登場したのはごく最近のことであり歴史的には非常に浅い。かつては「1 秒

100 万円」などと言われて重宝がられた時代もあった。しかし今では、手抜きの代名詞のよ

うに言われることすらある。 

本論文では、今もなお進化を続けている 3DCG 技術と、その背景に見られる問題点を意

識し、過去から現在を振り返り今後の発展可能性を考察する。 

 

 

1.1 3DCG の概要 

3DCG（Three Dimensional Computer Graphics）とは、コンピュータ内に定義された

仮想空間をレンダリングと呼ばれる技法によって一枚の画像に出力し表現される疑似 3 次

元映像のことである。黎明期は静止画などが主であったが、コンピュータの高速化や 3DCG

をよりリアルに見せるための技術発展により、それを連結させた 3DCG アニメーションが

普及した。また、更なるコンピュータの高速化と、処理を間引くことにより、3DCG アニ

メーションをスムーズに操作できるようになった。 

 

 

1.2 3DCG の略史 

 3DCGの登場から現在に至るまでの歴史を紹介する。 

 

【1940’s→1960’s】国防としての CG 誕生 

’44 MIT（マサチューセッツ工科大学）による高性能フライトシミュレータ開発計画「ワ

ールドウィンドプロジェクト」 

’48 MIT、ワールドウィンドコンピュータに CRT を取り付け、点描画の実験＝史上初の

CG 

’51 MIT を中心として、半自動航空管制システム「SAGE」の開発スタート。人間とコン
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ピュータとのインタラクティブなシステムとして、1963 年に稼働開始。1984 年まで使用さ

れた。 

’58 米国防省、基礎科学研究に推進のため ARPA（先進研究計画局）を設立。現在の DARPA

の前身。 

 カルコンプテクノロジー社のドラムプロッタの発売。これにより CG アートを作る研究

者や作家が 60 年代に急増。 

 ジョン・ウィットニーがモーショングラフィックスに歯車式アナログ式コンピュータの

技術を取り入れる。 

 

【1960’s→1970’s】コンピュータサイエンスの開花 

’61 サザーランド、対話型図形処理システム「スケッチパッド」の開発開始。1963 年に発

表＝史上初の対話型システム 

’64 ニューヨーク世界博覧会にてグラフィックスフィルムズ社が全天周映像作品『To the 

Moon and Beyond』を上映。これに興味持ったキューブリックが『2001 年宇宙の旅』特撮

チームにスタッフを招聘（しょうへい）。 

’65 サザーランド、VR の原型となるヘッドマウントディスプレイと映像を直接操作でき

る杖を研究開始。1970 年に完成。 

’66 エヴァンス、ユタ大学にコンピュータサイエンス学部を創設。サザーランドを誘う。 

’68 エヴァンス、サザーランドとともに大学内に Evans&Sutherland 社を設立、CGのビ

ジネス化を模索。 

’69 ロバーツ、パケット交換によるネットワーク「ARPAnet」を提案、開通させる。 

 マンスフィールド修正法案により ARPA が軍事研究に限定される。 

 

[図 1.1] サザーランド 対話型図形処理システム「スケッチパッド」 

 

【1970’s→1980’s】基本的な CG アルゴリズムの開花 
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’70 サザーランドがサイエンティフィックアメリカン誌に「ComputerDisplays」を発表。 

全米からユタ大学へ後にコンピュータ業界のキーマンとなる学生たちが集まる。 

’71 ユタ大学で陰面消去法、シェーディング、マッピングなど現在の基本的な CG 表現の

アルゴリズムが次々と開発される。 

 パロアルト研究所のシュタークウェザーがレーザープリンタを開発。 

’72 MAGI 社が CG ソフト開発と映像制作部門シンサビジョンを開設。レイキャスティン

グ（レイトレーシングの原型）を導入し、1982 年には映画『トロン』に参加。 

’73 Evans&Sutherland 社が世界初の 3DCGシステム「LDS－1」「LDS－2」を市販。 

 パロアルト研究所のショープが世界初のカラーフレームバッファ「SuperPaint」を開発。 

現在のペイントの原型。 

’74 パロアルト研究所で WYSIWYG を可能にしたテキストエディタとマウスによる GUI

操作が可能な世界初のワードプロセッサを開発。 

ユタ大学を卒業したキャットマルがニューヨーク工科大学の CG ラボ所長に。本格的な

2D アニメシステム、合成システム、3DCG の研究を行う。 

’79 シーグラフ SIGGRAPH（CG 学会）にて初めてフィルム＆ビデオショーが開催され

る。興味を持ったジョージ・ルーカスがキャットマルらをヘッドハント。 

 

【1980’s→1990’s】普及型の画像処理マシンや 3D ソフトの登場 

’80 ルーカスフィルム内にコンピュータ部門を発足させ、音響・編集・CG の 3 つのプロ

ジェクトを構成。1984 年までの間に、デジタル合成マシン「Pixar」を設計、フォトリアル

なレンダラの開発研究なども行い、世界初のノンリニア編集マシン「EditDroid」も開発し

た。 

’82 パロアルト研究所でページ記述言語を開発していたワーノックとゲシキがアドビシス

テムズ社を創設。 

 クラークがシリコングラフィックス社を創設。ジオメトリエンジンを商品化し、1984 年

に初のグラフィックワークステーション発売。 

’83 「Alto」に衝撃を受けたスティーブ・ジョブスが Macintosh の前進となる 16bit パソ

コン「Lisa」を発売 

’85 キャットマル、ラセターらがピクサー社として独立。 

’87 モントリオール大学の CG 研究チームがソフトイマージ社を設立。UNIX ベースの

3DCGソフト「SOFTIMAGE｜3D」を発売。 

 

【1990’s→2000’s】高速化された PC と次世代ソフトの台頭 

’90 ニューテック社が Amiga 専用のグラフィックボード VideoToaster を発売。3DCG ソ

フト LightWave3Dをバンドル。 

 米国 CAD ソフト大手のオートデスク社が IBM‐PC 互換機向け 3DCG ソフト「3D 
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Studio」を発売。後に NT に移植され、「3D STUDIOMAX」に。 

’92 アップルコンピュータが QuickTime 発表。PC クラスの動画の処理の先駆けとなる。 

’94 プレイステーション、セガサターンなど高いグラフィック処理能力をもつ家庭用ゲー

ム機が登場。 

’98 エイリアス・ウェーブフロント社が PowerAnimator の後継となる Maya を発売。 

 

[図 1.2] Autodesk Maya  

 

【2000’s→20XX’s】CGソフトの一極集中化 

’00 アビットテクノロジー社が SOFTIMAGE｜3D の後継となる SOFTIMAGE｜XSI を

発売。 

’01 スクウェア USA によるフル CG の長編映画『ファイナルファンタジー』公開。 

’02 『ロード・オブ・ザ・リング／二つの塔』公開。モーション・キャプチャーに注目が

集まる。 

’05 初の次世代ゲームコンソールとなる Xbox360 発売。リアルタイムグラフィックス技術

が高まる。 

’06 オートデスク社、エイリアス・ウェーブフロント社を買収。3dsMax と Maya とい主

要 CGソフトのうち 2 つを独占。 

’08 オートデスク社、ソフトイマージ社を買収。Maya に続き XSI も手中に収める。 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=122kndkeu/EXP=1326187326;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlVGczZnX3V3ZnFKUzhTVWlhb3owSWNoS2ZqUFh0bGE0N1p6REFqY0ZucXpiaS1WM1hCN1c4ZWFxYwRwAzQ0S3E0NE84NDRPSTQ0T0g0NEs1NDRLdklPT0RudU9EcEEtLQRwb3MDOARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/www.jigsaw24.com/DesImage/P559AYA-1.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12jnvbr89/EXP=1326187197;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUmhQcTREb1RTdmVuTVBMbGJvQlo0ekpoWEswNkR0QVJVVFNCOU11eWhMUUREbzZKS2NpbE00azdFBHADNDRPdDQ0Tzg0NE9KNDRLcTQ0T1c0NEsyNDRPcTQ0T3o0NEt3SU9TNmpPT0JwQS0tBHBvcwMxNgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/userdisk.webry.biglobe.ne.jp/002/910/14/1/tt_poster2.jpg
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[図 1.3] 映画 『ロード・オブ・ザ・リング／二つの塔』 

 

1.3 基本用語 

3DCGには聞き慣れない用語が多い。そこで、前もって基本的な用語の解説を行う。 

  

【ポリゴン – Polygon】 

 polygon。多角形。多面体によるサーフェース・モデルに用いられる基本単位。 

 

【テクスチャ– Texture】 

 本来テクスチャとは織物の生地、組織、構造という意味であり物体の表面の状態を表す

場合に用いられる。3DCG では主にポリゴン上に貼り付ける写真や絵のことを指す。簡潔

には「CGのテクスチャとはモデリングデータの色の情報」だと考えていただきたい。 

 

【レンダリング– rendering】 

単にレンダリングといった場合には、3 次元グラフィックスで数値データとして与えられ

た物体や図形に関する情報を計算によって画像化することを指すことが多い。視点の位置

や、光源の数や位置、種類、物体の形状や頂点の座標、材質を考慮して陰面消去や陰影付

けなどを行って画像を作成する。 

 

【シェーディング – Shading】 

 シェーディングとは陰影をつけるという意味であり、3DCGでは陰影処理のことを指す。

また、シェーダーとはシェーディングをする演算ユニットのことである。 

 

【グラフィックス API】 

 API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）とは、アプリケーション

開発者の負担を減らすために前もって提供される小さなソフトウェア群である。グラフィ

ックスAPIとはグラフィックス向けに特化されたAPIであり、OpenGL ARB（Architecture 

Review Board）の OpenGL や、Microsoft の DirectX などがそれに当たる。 

 

【ピクセル – Pixel】 

 ピクセルとは画面上のドット（点）のことを指す。ピクセル表示能力が高いと、その分、

画面を更新するスピードを速くできる。 

 

【テクセル – Texel】 

 テクセルとは、ポリゴン上のテクスチャのドットを指す。テクセル表示能力が高いと、
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画面上のテクスチャをより多く表示できる。 

 

【ポリゴン数】 

 3DCG の表示性能を示す指標としてポリゴン数というものがよく出てくる。しばしば秒

間○○ポリゴン（○○ polygon / sec）と言う形で表記される。この指標を深く理解するた

めにはフレームレートという概念を理解する必要がある。一般的な TV は 1 秒間に約 30 フ

レーム（コマ）で表示され、方式によっては 60 フレームも出力可能である。ここに秒間 60

万ポリゴンのシステムがあったと仮定する。また、映像のリアルタイム性が特に要求され

るため、秒間 60 フレームを使用するとしよう。その場合、1 コマにかけることができるポ

リゴン数は 1 万ポリゴンとなる。 

 

【ジャギー（エイリアシング） – Jaggy (Aliasing)】 

 ジャギーとは、直線に見えるはずのポリゴン境界線がギザギザに見える現象を指す。こ

れはドット単位で表現するディスプレイや現状での印刷技術では必然のものである。これ

を解決する方法として、アンチ・エイリアシングと呼ばれる技術が編み出されている。 

 

【ワイヤーフレーム – Wireframe】 

ワイヤーフレームとは、その名前の通り、骨組みポリゴンの境界線だけで表現される

3DCG 手法である。この手法は陰影処理や影などの処理を必要としないため、安価なシス

テムでもリアルタイム表示が可能である。ちなみに、3DCG のオブジェクトは基本的に点

と線のつながりでできている。そのため、もっとも基本的な映像はワイヤーフレームであ

る。3DCG 黎明期には、オブジェクトのモデリングをする際に、制作およびプレビューを

このワイヤーフレームのみによって行っていた。 

 

【シーグラフ – SIGGRAPH】 

 シーグラフとは、年に一度アメリカで開かれる 3DCG のイベントであり、数多くの最新

論文、研究、製品などが発表される 3DCG 業界最大の祭典である。 

 

 

 

第 2 章 現状分析・商業展開 

この章では現代における 3DCG の利用例や商業への展開を紹介し CG 技術の現状を分析す

る。 

 

2.1 映画で使われる CG 
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 「タイタニック（1997）」[図 2.1]という映画をご存じだろうか。この映画は表向きには

正統派のメロドラマだが、まさに当時の最新 CG 技術の見本市のようなものであった。沈

没間近の甲板を乗客が逃げ惑うシーンで CG の役者を何百人も合成したり、温水プールで

撮影したシーンに白い息や氷山などの CG を組み合わせたりすることによって、自分もタ

イタニック号に乗り合わせているかのような、圧倒的な臨場感を観客に与えたのだ。 

 

[図 2.1] 映画 タイタニック 

コンピュータの性能はここ十数年で、劇的なまでの進歩を遂げている。1980 年代には、

当時の最高速スーパーコンピュータをもってしても、ほんの数分の映像を作るのに何カ月

もかかっていた。しかしコンピュータが速く、安くなるにつれて、同じ制作期間でより多

くの CG を作れるようになり、ビジネスとしても成立しやすくなってきた。そしてついに

全編 CG だけで作られた映画が登場する。ディズニーの「トイ・ストーリー（1995）」[図

2.2]である。この映画の制作当時も、映画制作には盛んに CGが使われていたが、演技をす

るのはあくまで本物の人間で、どうしても実写では表現できない部分に CG を使って、両

者をうまく組み合わせるというものが主流であった。しかし「トイ・ストーリー」では主

人公をはじめとするオモチャたち、家や樹木や道路などの街並み、そして人間に至るまで、

画面に出てくるすべてのものが CGで描かれている。コンピュータ上にしか存在しない架

空の役者が、はじめて人間の役者と肩を並べた記念すべき作品といえる。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=125me5e53/EXP=1326038196;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVFRudENsOXJDdUp3end6WmlNTmpURGVtejVLWlZ2clJ4ZlJpNzBqYy1JY2NINlVMMm1vWEY2SFJZBHADNDRLXzQ0S2s0NEtfNDRPTDQ0T0Q0NEt2SUNEbW1LRG5sTHMtBHBvcwMxMgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/www.tanautsu.net/blog/data/upfile/61-1.jpg
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[図 2.2] 映画 トイ・ストーリー 

 

 

2.2 テレビにおける CG の利用 

 パソコンで気軽に高画質の CG を描けるようになったのはここ 10 年ほどのことで、以前

は CG といえば「金のかかる」ものであった。1980 年代の前半には、CG の製作費は 1 秒

100 万円が相場と言われていた。ハリウッドという巨大なマーケットを持たない日本では、 

これだけ高額な制作費を出せる映画はほとんどなく、日本の CG 制作会社が作っていたの

は大部分がテレビの映像、それも通常の番組ではなくコマーシャルに限られていた。 

よくできたものは評判になり、粗悪品は飽きられることを繰り返しながら、CG の使われ

方もすこしずつ洗練されていったのである。 

一方、コンピュータの性能も毎年高くなり、より複雑で高度な表現ができるようになっ

ていった。そして、架空の世界を描くことが多かった CG は、次第に「実際に存在するも

のをリアルに描く」ために使われるようになっていき、まだ若かった日本の CG 業界は、

ビジネスとして成立する唯一のジャンルといえる、テレビコマーシャルを制作することで

成長してきたのである。 

コマーシャル以外のテレビ映像に、初期のころから積極的に CG を取り入れた番組もわ

ずかにあった。ただし、番組制作ではコスト管理が重要なので、何百万もかけた CG が一

回だけ放送しておしまい、というものではとても採算が合わないため、何度も繰り返して

使用することができる番組のオープニング映像に利用は限られていた。 

日本初かどうか確認はできないが、初期のころに注目されたものが NHKの「ニュースセ

ンター９時」のオープニング（1985）である[図 2.3]。NHK は、実は新しい映像表現にと

ても積極的な放送局で、初期の CGの発展にも大きく貢献したのである。 

現代のテレビにおける CG の使われ方は、一回限りのスペシャル番組に、手間暇をかけ

た内容の濃い CG を使うケースと、情報番組や天気予報など日々のレギュラー番組に、ち
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ょっとした軽い CG を使うケースのふたつに分類できる。時間と内容のどちらを優先する

か、用途に応じて使い分けるのである。 

以前は CG を作るのに莫大な設備投資と、多くの優秀な人材を必要としていたため、テ

レビ番組の CG の大部分は、いわゆる CG プロダクションという専門の企業に外注するの

が一般的であった。しかし最近では数代のパソコンで CG を量産できるようになり、東京

や大阪のキー局の多くは自社内に CG制作部門を設けて、社内生産も行っているのである。 

 

 [図 2.3] 1980 年代の NHK ニュースのオープニング 

 

2.3 ゲームの世界 

 家庭用のテレビに接続して楽しむ「テレビゲーム」（以下「ゲーム」と略）が登場したの

は、1980 年代のことで、日本で最初に話題になったのは、1983 年の任天堂の「ファミリー

コンピュータ」、通称ファミコンである。 

その後、一部のマニアの中で話題になっていたゲームも、次第に一般家庭に浸透してい

き、大手のハードメーカーの参入、そしてゲームソフトを開発するソフトメーカーの増加、

とゲームを取り巻く環境は大きく変わっていった。 

ソニー・コンピュータエンタテインメントが 1994 年 12 月に発売した「プレイステーシ

ョン」（以下「プレステ」と略）[図 2.4]は、全世界で 6000 万台以上生産された。後継機の

「プレイステーション 2」[図 2.5]の発売は 2000 年 3 月であり、プレステは若干のマイナー

バージョンアップはあったものの、5 年以上も 1 つの機種を売り続けたことになる。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=138sj0r5u/EXP=1326037886;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUXBqenRueU5Sc3JaUjdDRFhxbGxkSlRVNmlhdUJ4STZMZTRzNnctSEd2d2FRd1ZZVjF3M0w0NmlVBHADVGtoTDQ0Q0E0NE9MNDRPbDQ0Tzg0NEs1BHBvcwMyNQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/pipitan.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2009/01/03/20090103nhknews.jpg
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[図 2.4] プレイステーション        [図 2.5] プレイステーション 2 

 

ゲームソフトは特定のゲームマシンだけで動くように開発され、1 つのソフトを開発する

のに最低でも数ヶ月、長いものは何年もかかるため、ゲームマシンがパソコンのように頻

繁に新機種に変わっては困るのである。1 つの機種をどれだけ長く売り続けられるかが、対

応ソフトの量や質に大きく影響するのである。しかし、技術は常に進歩するため、長く売

るほど性能は相対的に低く、時代遅れのマシンになるという問題が発生する。 

ゲームマシンはその時点で考えうる最高技術を結集させて開発される。当時プレイステ

ーション 2 の画像処理能力は、パソコンやワークステーションを軽く上回り、スーパーコ

ンピュータに迫るものであった。 

ここで一つ重要なのは、ゲームというものはプレイする人がなにか操作をしたら、それ

が画面に直接反映されなければならないということである。つまり「リアルタイムの反応」

が必要なメディアということである。プレイする人が何かを入力したら、それが瞬時に画

面に反映されなければならないのだ。 

リアルタイムでかなり高画質の CG を描けるようになったのは、つい最近のことである。

リアルタイム描画は絶対に欠かせない、しかし性能が追いつかない、となると残る手段は

「画質を犠牲にする」しかなくなるのである。そこで、これまでのゲームマシンは画質を

削ってなんとかリアルタイム性を確保してきた。 

しかし、いくらリアルタイム性が重要だといわれても、やはり美しい画面でゲームを楽

しみたいと願ってしまうのが人の常である。そこでリアルタイムで変化するプレイ画面と

は別に、あらかじめ時間をかけて描いておいた高画質の CG を、ゲームのオープニングや

エンディング、あるいはゲームの進行中に表示させる「ムービー」[図 2.6]が考案されるの

である。画質は低いけれど自分で操作できるプレイ画面と、自分では操作できないけれど

高画質のムービーを交互に楽しむことで、より深くゲームに没入できるようになったので

ある。 

参考までに現行のゲーム機が一秒間に処理できるポリゴン数について記しておこう。 

ニンテンドー64：10 万ポリゴン／秒、ニンテンドーDS：12 万ポリゴン／秒 

セガサターン：20 万ポリゴン／秒、iPhone：21 万ポリゴン／秒 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12hl84jmg/EXP=1326032646;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlJOOUpqVU9LU0NXWXhLMHR6NjJlX3QxaFN5cjZmMThkVlZueUhjUDZsTTE0cHFnM3dfTi1pQmx0SQRwAzQ0T1g0NE9zNDRLNTQ0T0c0NENBNVlpZDVMdWoEcG9zAzQEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/storage.kanshin.com/free/img_44/440785/k1118012233.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12hl84jmg/EXP=1326032646;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlJOOUpqVU9LU0NXWXhLMHR6NjJlX3QxaFN5cjZmMThkVlZueUhjUDZsTTE0cHFnM3dfTi1pQmx0SQRwAzQ0T1g0NE9zNDRLNTQ0T0c0NENBNVlpZDVMdWoEcG9zAzQEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/storage.kanshin.com/free/img_44/440785/k1118012233.png
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プレイステーション：36 万ポリゴン／秒、ドリームキャスト：300 万ポリゴン／秒 

ゲームキューブ 600～1200 万ポリゴン／秒 

Wii：推定 1600 万ポリゴン／秒 

プレイステーションポータブル：3300 万ポリゴン／秒 

プレイステーション 2：7500 万ポリゴン／秒 

Xbox：1 億 2500 万ポリゴン／秒、プレイステーション 3：推定 3 億万ポリゴン 

Xbox360：5 億万ポリゴン／秒 

 

[図 2.6] プレステ 3 用ゲームソフト『ファイナルファンタジーXIII-2』 

 

 

2.4 設計・生産に使われる CG 

 CGの用途はエンターテイメントだけではない。工業製品を設計するときには、まず設計

図を描く必要がある。昔は設計図面といえば、ドラフターとよばれる定規のついた製図用

の机を使って、製図用紙の上にペンで描いていくのが普通だった。 

 しかし、最近ではコンピュータを使った 2 次元 CG が手軽に使えるので、コンピュータ

で製図をするのが普通になっている。コンピュータで製図を行うメリットは、手書きより

もきれいな製図が描けることや、図面をあとから変更したり拡大・縮小・修正をしたりす

るのが簡単といったことがある。また、たくさんの図面データを蓄えておけば、あとから

再利用できることや、メールでデータを送ったりもできるといったメリットもある。この

ようにコンピュータで製図を行うことを CAD（コンピュータ支援による設計：Computer 

Aided Design）と呼ぶ。手書きの製図作業をコンピュータで行うようにしたものは「2 次元

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12glkipo5/EXP=1326031827;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU2IxWEtYemxTRGdOVXVEZWNzMG1qZWY5YW9JN3VfNmdqSDFIcUQ5ZGpkVTMzOENTSnNVMS1jc1dnBHADWm1ZZ2VHbHBhU0F5BHBvcwMxNgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/www.ff-xiii.net/images/media/4d3895ce_FXNXIII2T07.png
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CAD」と呼ばれる。2 次元 CADでは、物体を平面上に展開して描く。つまり、製品を正面

から見た正面図、側面から見た側面図、上から見た平面図（これらを 3 面図という）を紙

の上に描いて、寸法を入れる。 

 しかし、自動車の車体のように複雑な曲面で構成されるような製品を 3 面図として表す

のはとても難しい。このため、最近では 3 次元 CG を応用して、3 次元空間の中で物体を表

現する「3 次元 CAD」もよく使われている。3 次元 CAD を用いると、設計した製品をコン

ピュータの中で拡大・縮小、回転して見ることができる。また、製品を内部から見たとき

の画像を表示したり、製品の動作をアニメーションにして動かすこともできるのである。 

 

2.5 医療への CG の応用 

 病院では、従来から X 線を使ったレントゲン写真で内臓や骨などの人体内部の様子を透

かしてみることで、診断が行われている。しかし、透かしてみた写真ではどうしても患部

の様子が性格に分からないため、診断が難しかった。 

 最近では X 線 CT や MRI と呼ばれる診断装置が登場して、人体を輪切りにしたときの画

像を撮影することができるようになった。これらを使えば、身体の中の問題のある箇所を

正確に把握することができる。 

 X 線 CT では、通常のレントゲン写真をいろいろな方向から撮ったものを画像処理するこ

とで、断面の画像を撮影している。こういった断面図を、数ミリごとに何十枚も撮影すれ

ば、人体の立体構造が把握できる。このデータを上手く加工すれば、人体の内部のどの方

向から見た断面画像でも CG をつくりだすことができる。 

 将来的には、この方法で血管や肺などの臓器だけを 3 次元 CG で取り出してみたり、胃

の内部を CG で再現することもできるようになる。そうすれば、苦しい思いをして胃カメ

ラを飲まなくても、X線CTによる撮影だけで、こういった診断ができるようになるだろう。

それ以外にも、手術の方法を事前に CGを使って検討するといったことも行われている。 

 このように、CG を使うことで、目に見える分かりやすい画像として表現することを、ビ

ジュアライゼーション（可視化）といい、医療以外に科学技術の分野でも活用されている。 

 

 

第 3 章 作品制作 

この章では実際に 3D モデルの作品制作を行い 3DCG の制作方法を紹介するとともにそ

の難度を身をもって経験する。 

3DCGに関してまったくの初心者である私は今回生物的にも簡単な外見を持ち体のほと

んどが楕円で構成されているペンギンを制作することにした。本来ならば丸や四角のブロ

ックで構成されるいわばローポリ（任天堂 DSなどのキャラクターを想像してもらいたい）

と呼ばれる簡素な 3Dモデルを作成することが初心者には望ましいとされているが今回は
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多少難度の高いものに挑戦するべきであろうと考えた。そのうえで目に余る作品となって

しまうことをご容赦願いたい。 

 

3.1 制作方法紹介 

今回は入門ツールでも代表的であり、初級者からプロまで幅広く利用されているメタセ

コイアを使いモデリングを行う。 

初期構想では制作ツールには学内にある Maya（マヤ）を使いモデリングを行おうと考え

ていた。しかし、このようなハイエンド 3DCG ソフトは非常に難解であり入門者に向かな

いのである。私も何度かモデリングを試みたところであまりの複雑さのため使用は断念し

た。 

Maya（マヤ）はオートデスク社によるハイエンド 3 次元コンピュータグラフィックスソ

フトウェアである。近年の利用例は映画では“AVATAR”“トロン：レガシー”等、ゲーム

では“Final Fantasy XIII”等著名なタイトルの作品に使用されている。しかしながら、こ

のようなハイエンド 3DCG ソフトの価格は乗用車一台分と言われるほど高価であり個人ユ

ーザーには手の届かない場合が多い。また、パソコンのスペックも非常にシビアに関わっ

てくるため一般家庭用で広く普及しているノートパソコンやデスクトップ型でも標準スペ

ックのものでは思いどおりに作業を進めることは難しい。 

 

3.2 制作 

イメージ確認・二面図作成 

 

実際に 3D で作品制作に入る前にまずは制作するモデルのイメージデッサンを行う。ペン

ギンの解剖学的内部構造から学ぶことは難しいので表面的に見える情報だけを処理する。

そのため、まず写真を参考にスケッチを行う。今回は作業時間短縮のため鉛筆と紙ではな

く SYSTEMAX Software Development から販売されているペイントソフト SAI を使いス

ケッチを行う。この段階でペンギンのおおまかな体構造と物体としての情報を把握する。 
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ペイントツール SAI によるペンギンのスケッチ 

（この段階でペンギンの生物的構造と色合いを確認する）
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スケッチを元にした二面図の作成 

（完成イメージに近い二面図をここで作成する。以降この絵を元にしてモデリングを進

めていく。本来ならばこの図は 2D デザイナーが描き起こし、3Dデザイナーはこの図をも

とに CG 制作に入ることが多い。） 

 

 

モデリング 

 

ここからは実際にメタセコイアを使ってモデリングしていく。製作過程を途中段階の画

像とともに順を追って説明していく。 

 

二面図を下絵として取り込み、背景に敷いて作業をはじめる。 

 

 



18 

 

 

基本図形のテンプレートとしていくつかはいっているものから円柱を選択しペンギンの

胴体とし形を整えていく。 

 

クチバシと尻尾を別レイヤーで付けたした。この段階で半面を消去し鏡面機能（ミラー） 

を使い作業をしていく。 
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鏡面機能により片面だけの作業で左右対称として作業を進めることができる。 

 

羽と足を付け足した。ここでモデリングはほぼ終了とする。 
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材質を指定し本体に色をのせていく、テクスチャを使用しない段階では明確にペンギン

と判断できない。 

 

 

 

 

 

ワイヤーフレームを抽出しこれをベースにテクスチャ作成を行う。テクスチャは 2D ペイン

トソフトでなければ作成できないためここで一度 photoshop に切り替え作業する。 
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作成したテクスチャを本体に貼り付ける。光源と色調の調整を行う。 

 

バランスのチェックを行い、違和感がある場所はテクスチャを描きなおす。 
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完成したモデルをレンダリングし Photoshop を使用し見やすく編集したもの 

 

3.3 デッサン（画力）の重要性 

私自身美術者でもＣＧデザイナーでもないのでデッサンの重要性を説明することは出来

ないが、ＣＧモデルを制作して感じたことを率直に書こうと思う。 

何度も言うが現代社会の日常生活において 2Ｄもしくは 3ＤＣＧを見ない日はないし、そ

れらを利用しない日はない。しかし、それらがどのような場所でどのように作られ供給さ

れているかを考える人は少ないのではないのだろうか。その上、歴史も浅く得体の知れな

いＣＧデザイナーという職種を目指す人はもっと少ないだろう。しかし、ここでは仮にＣ

Ｇデザイナーを目指すことを前提にした場合のプロになるためのデッサンの重要性を考え

たい。  

まず生物やキャラクターをモデリングする上で最初にイメージを紙なりパソコン上に描

き起こさなくてはならない。この段階でまったく絵をかけない人はまず挫折をすることに

なるであろう。また、ＣＧを制作する作業はパソコン上で複雑な粘土をこねるようなもの

で、立体の概念がない人は単純な図形のものしか作成できないはずである。そして、終盤

にはテクスチャ作成を行う必要性があり photoshop という画像編集を主にしたペイントソ

フトを使用する場面があり、たとえモデリングを順調に出来たとしても 2Dソフトに精通し
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最低限の画力がない人はここで大きくクオリティを下げてしまうかもしれないのだ。以上

のような点をはじめ、デッサンが必要になる場面はおそらく他にもあるはずである。 

つまり、デッサンのスキルや基本的な画力がない人にとって 3DCG を作成するというこ

とは丸腰同然のようなものなのである。 

しかし、CG の世界では全員が一流の画家と肩を並べるほどの画力を持つものではない。

実際の現場では分業体制が取られており 2Dと 3Dでその分野の得意な人が分担して作業を

行っているのだ。とは言っても、CG デザイナーを目指す上で高いデッサン力があるに越し

たことはないのである。 

 

 

第 4 章 モーション・キャプチャーシステム 

この章では 2002 年に公開された『ロード・オブ・ザ・リング／二つの塔』で注目を浴び現

在も多くの作品で利用の幅を広げているモーション・キャプチャーシステムについて紹介

していく。 

 

4.1 モーション・キャプチャーとは 

 モーション・キャプチャーは人間の動きをマーカーの光学的な追跡、磁場の変化、】機械

の動きなどによって、3 次元のデータ化し、それを CG キャラクターの骨格に適用してリア

ルな動きを再現するものだ。いくつかの異なった方式があるが、各々にメリット・デメリ

ットがある。また、キャラクターのセットアップ（スケルトンなどの骨格構造）や演出に

必要な小道具、大道具など事前準備も必要。収録後、データの補正や修正が必要なケース

もある。 

 モーション・キャプチャーを使う理由は大きく 2 つある。1 つは CG キャラクターにリア

ルな動きを見せたい場合。もう 1 つは、短期間で大量のキャラクターアニメーションを制

作しなければならない場合である。前者は主にフォトリアリスティックな CG 映像のケー

スが多く、リアルな CG キャラにいかに自然な動きをつけるかが重要となる。後者は必ず

しもフォトリアルな映像とは限らず、デフォルメされたカートゥーン的なキャラクターの

場合、モーションキャプチャデータをそのまま利用すると妙に人間臭い動きとなり、逆に

不自然に見えることが多い。そのようなときは、キャプチャデータをさらに手付けで誇張

した表現にするといった手法がとられる。 

 

4.2 モーション・キャプチャーの種類 

【光学式】 

現在主流となっているのが光学式モーション・キャプチャーだ。LED ストロボの光源の

ついた高速度ビデオカメラを周囲に並べ、キャプチャエリア内のアクターの体につけられ
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たマーカーの反射光をとらえて動きを追跡する方法。1 つのマーカーを 2 台以上のカメラで

追跡することで 3 次元情報を得ている。アクターは全身に約 50 個のマーカーをつけること

が一般的だが、最近ではアクターの表情や指先の表現まで撮影するパフォーマンス・キャ

プチャ（俳優の動作だけでなく、顔の筋肉の動き・表情といった感情表現までをも投影さ

せ、従来の”モーション(運動)・キャプチャー”に加えて、 “エモーション(感情)・キャプ

チャー”を組み合わせたもの）という技法もあり、その際には 200 個ほどのマーカーをつ

けることもある。マーカーが物陰に隠れてデータが欠落することもあるが、これらはキネ

マティクスモデルにより全自動／半自動で後処理で補間する。アクターの動きを阻む必要

がなく自由度が高いのが特徴で、広範囲での撮影、複数人同時収録も可能である。[図 4.1] 

 

 

[図 4.1] 光学式モーション・キャプチャー 

 

【ジャイロ式】 

モーション・キャプチャーの新しい方式で、全身 18 箇所に取り付けられた小型ジャイロ

が各関節の回転値を測定する。データは MPU ボックスに集積され、無線で PC へ送信され

る。光学式のようなスタジオを必要とせず、屋外、壁などで遮られた場所、狭所空間での

キャプチャ－も可能。必要な機材は、小さなスーツケース 1 つに収まる程度だ。他のシス

テムがマーカーの位置情報を測定するのに対し、ジャイロ式は関節の回転値をダイレクト

に得られるのが大きな特徴で、モーション・キャプチャー特有のノイズが少ない。移動情

報は、回転値から IK を使ってソフトウェアで計算される。したがって車椅子に乗って移動

するような動き（関節運動がない）は、位置情報を取得できない。[図 4.2] 
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[図 4.2] ジャイロ式モーション・キャプチャー 

 

 

第 5 章 これからの CG 

この章では今後の CG の問題点を踏まえ発展の可能性を紹介していく。 

 

5.1 リアリズムの限界 

2007 年に公開された映画『ベオウルフ／呪われし勇者』[図 5.1]で興味深い現象が見られ

た。この宣伝文には「CG と俳優の究極の合体」という文言が書かれていた。この影響もあ

って『ベオウルフ』には、実写の俳優と CG の俳優が混在していると思っていた人が多い。

そしてこの映画に対しての否定的な意見には、ほとんどが CG 俳優の出来の悪さを批判し

ている。しかしこの映画は、100％フル CG アニメーションであり、実写の俳優は一人も登

場していないのである。CG 否定派の人たちが本物の俳優だと信じていた場面も、実はすべ

て前項で述べたパフォーマンス・キャプチャという技術で描かれた CG キャラクターだっ

たのだ。 

だが、CG俳優の出来が今ひとつの場面があるのも事実で、どうしてもそこが目立ってし

まい、強烈な違和感を覚えてしまう。この効果は“不気味の谷”と呼ばれる現象で説明さ

れる。これは、ロボット工学者の森正弘教授が 1970 年に発表した概念で、「工業用ロボッ
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トより、おもちゃの人型ロボットの方が親しみやすい。ところが、それ以上人間に似ると、

“動く死体”を見たかのように気味悪く感じる。だがそこを通り越して、本物と見分けが

つかなくなれば、気味悪さは感じようがない。つまり、人間にある程度似た姿と、見分け

がつかなくなるまでの間に、親和感が大きく落ち込む“不気味の谷”がある」というもの

だ。 

この理論は CGのキャラクターにもそのまま当てはまり、つまり『ベオウルフ』は“不

気味の谷”のギリギリの所にあったことになる。CG 俳優の完成度が高ければ無事に谷を乗

り越え、わずかでも不自然なところがあれば一気に落ち込んでしまうというわけである。 

このように人間の描写は、CG にとって最後の難題として残っている。またそれ以外の課

題としても、リアルタイム・レンダリングにおける完全なフォトリアリズムや、特別な訓

練をしていない人たちでも、頭の中のアイディアを直感的に映像化できるインターフェー

スの開発などが考えられる。 

CG の開発は、そろそろゴールに近づいていると感じられる。リアリズムの追求という意

味では、すでに微調整の段階と言えるだろう。 

は 

[図 5.1] 映画 ベオウルフ 

 

5.2 コンピューティショナル・フォトグラフィー（計算写真学）における可能

性 

 今後大きく伸びると考えられるのは、コンピューティショナル・フォトグラフィー（計

算写真学）の分野だと考えられる。画像処理やコンピュータ・ビジョンをＣＧと組み合わ

せたような技術を包括した概念で、まだ厳密な定義はない。 

応用例には、カメラで撮影をした後に、焦点距離、ダイナミックレンジ、シャッター速

度、光源の位置や数、撮影速度、解像度、被写体の材質などを修正できるものがある。つ

まり CG でシミュレートした画像のように、実写画像のパラメーターを後処理で変更して

しまうというものだ。これらの技術のいくつかは、すでに専用のカメラが発売されていた

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=132meh5go/EXP=1326184747;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVE5TRU9OeWVYLXJFVS1PXzF6X2lYOGVkM1c4QzV2bHoyc1A1Z0xCMDZjd2Rvcm1FWnY5Vlgwc3JrBHADNDRPWjQ0S3E0NEttNDRPcjQ0T1ZMLldScXVPQ2ouT0NqT09CbC5XTGguaUFoUS0tBHBvcwMyMARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/blogimg.goo.ne.jp/user_image/5a/6b/0ebd9fbdf956ce0f0f805eebe076d129.jpg
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り、ソフトウェアとして提供されている。 

この他にも、画面に映り込んでしまった邪魔なものを消去して、空いた穴を自動的に埋

めてしまったり、普通に撮影した実写の動画から、任意の物体を自動的に切り出して、3DCG

のモデルデータにしてしまうなど、応用範囲は非常に広い。[図 5.2] 

 

 

 

[図 5.2] 写真編集ソフト photoshopCS5 による画像補正機能の一例 

 

第 6 章 考察・結論 

現在の CGプロダクションや CG 技術者が抱える問題は多々ある。ひとつは雇用環境の

悪さである。10 年前に比べて改善されつつはあるものの賃金の低さや労働時間にはまだま

だ問題が残る。作品のマスターアップや締め切りが近づくと会社での泊まりこみの作業や

土日出勤も日常的に行われている。また、アルバイト採用・契約社員が多く、正社員登用

やはじめから正社員としての採用は簡単なものではないのだ。クリエイターの宿命だとい

えばそこまでだが、早急に労働環境は改善されるべきであると私は強く思う。 

余談だが、1990 年代日本のゲーム機は世界シェアで約 7 割を占め「テレビゲームは日本
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の文化」とまで言われた時代があった。しかし、米国で 2003 年にテレビゲームの売上げが

ハリウッド映画の興行収入を 2 年連続で抜いたのをきっかけに「映画よりもゲームの方が

儲かる」とわかったハリウッドやシリコンバレーの才能がゲーム産業に流れてきたのだ。

ほどなくマイクロソフトの Xbox も登場し日本のトップシェアはひっくり返されてしまっ

た。2011 年現在国内におけるゲーム市場こそ成長してはいるものの世界におけるゲームシ

ェアは 2 割ほどに落ち込んでいる。ゲームはすでに CGが主流、そして大手ゲーム会社か

ら開発を依頼されるデベロッパーやゲーム内のムービー制作を請け負う CG プロダクショ

ンには一刻も早く「町工場レベル」とも揶揄される開発現場の環境を改善し、かつて世界

一であった「クールジャパン」を日本の CG技術をきっかけに取り戻して欲しいと私は願

う。 

さて、ここまで読んでいただいた方にはすでにおわかりだと思うが、ここ 50 年ほどで急

速に発展してきた CG 技術はすでに映画やゲーム等の高度なリアリズム表現の分野におい

てゴールに近づいてきている。しかし、考えてみて欲しい、つい四半世紀前までモニタに

簡単な図形を表示するだけで大変な苦労だった時代から実写の映像と見紛うほどのリアリ

ズムを表現することが可能なレベルになったのである。これだけでも大変な進化ではなか

ろうか。 

結論から述べてしまうと限りなく近い将来、リアリズム云々の論争はなくなり違和感の

ない 3DCG映像を楽しめるようになるだろう。また、前項で述べた計算写真学における応

用技術もより日常的なものになるはずである。最終的には人間が脳内で描いたイメージを

画像化したり映像化することも可能になり、現在のように 1 枚の CG 画像を作成するのに

30 時間パソコンと向き合ったり、2～3 分の CGムービーを作成するのに半年から 1 年の作

業を要することもなくなるのだ。 

私の乏しい想像力ではこの程度の技術発展しか考えることは出来ないが、CG という分野

においてはさらに大きな進化をする可能性は十分に考えられる。半世紀前に初めて CG 技

術が世に誕生したとき一体誰が現代のような途方もない技術発展を予想しただろうか。CG

が普及し CG に囲まれて生活する我々現代人にとっても今後どのレベルまで CGが進化す

るかは容易に予想することはできないはずである。こうしている間にも世界では日夜研究

開発が行われ、我々を驚かすような CG技術が生まれているかもしれないのだ。 
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