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まえがき

近年の三次元 CG（Computer Graphics）技術の進歩は，

コンピュータ上に写真のようにリアルで正確な画像を迅速

かつ簡単に作ることを可能にしている。三次元 CGをシス

テムの企画段階に適用すると，顧客やプロジェクトメン

バー全員が製品やシステムの具体的なイメージを持つこと

ができ，以後のシステム設計を効率的に行える。このよう

なプレゼンテーション効果の高さから，多くの企業でシス

テム企画や仕様決定の際に CGが利用されてきている。

富士電機はこれまで CG利用技術の開発を行ってきたが，

最近では三次元 CGシーンを使った仮想空間での三次元

CGシミュレーション技術の適用を行っている。三次元

CGシミュレーションの利用によって，システム完成の予

想を実感できるだけでなく，問題点の早期抽出による出戻

りの削減に効果を上げている。

本稿では，視認性，現実感，感性などを再現した三次元

CGシミュレーションの適用例および三次元 CGの作成効

率化ツールについて紹介する。

ワークスペースの三次元CGシミュレーション

プラント監視制御室やオフィス現場のような，人を中心

としたワークスペースにおける顧客満足度向上には，人間

工学的要素を三次元で検証することが有効である。ここで

は図１に示す富士電機24時間コールセンターへの適用例を

中心に，三次元 CG上のオペレーターの視野検証や動線

チェックを目的としたワークスペースへの三次元 CGシ

ミュレーション適用例を紹介する。

２.１ モデリング

三次元 CGシミュレーションでは，対象とする物体（モ

デル）の形状が必要となる。このモデル作成作業（モデリ

ング）には，三次元 CAD（Computer Aided Design）で

作成したデータを取り込むか，三次元 CGツール上でモデ

リングを行うか，どちらかの手法を使う。

建物などあらかじめ形状寸法の分かっているものや，寸

法精度を必要とする製品形状は三次元 CAD上で作成し，

トランスレータを使って三次元 CGモデルへ変換する。図

２の例では， の二次元データをもとに， のような建物

や製品の三次元モデルを作成する。

三次元 CGモデルのデータ構成は CGソフトウェアごと

に異なる場合があり，オブジェクト面の表裏反転，重複

データの作成などモデルのビューが崩れることがあるため，

変換修正プログラムを準備している。

三次元モデルの再利用により三次元 CG作成作業の効率

化が図れるが，再利用しやすいモデルのライブラリを製作

するためには，利用目的に合った適度な精度のモデルが必

要である。三次元 CAD上で正確な形状データを作成し，

相対オブジェクト化することにより，モデル利用時の精度

の適合性を保証している。
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図１　ワークスペースのデザインシミュレーション事例

（a）CGシミュレーション

（b）実際の施設
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一方，プレゼンテーションイメージ化など，厳密な寸法

データのない三次元モデルは CGソフトウェア上で作成す

る。CGソフトウェア上のモデリングはサーフェスベース

（面データ）のため，曲面形状の多いものでも少ないデー

タ量で迅速にモデルを作成することができる。

モデリング作業は三次元 CGシミュレーションの中でも

多くの時間を必要とし，三次元 CGの適用を広げられない

要因になっている。しかし，近年，複数枚の写真から三次

元幾何構造を推定して幾何モデルまで作る方法（イメージ

ベースドレンダリング）の研究が進んでおり，今後，三次

元モデルデータ（オブジェクトライブラリ）の作成作業は

大きく改善されることが期待されている。

２.２ 照明と色・質感

強い印象のイメージを作成するためには，色彩設計をし

てレンダリングイメージ上に現れる色のトータルセットを

決めて色彩の配合を行う。こうして決定した色彩を中心に，

全サーフェスに対して色･質感の設定を行い，照明を設定

する。

初期段階の照明設定では，対象物照明に 3 点照明の手法

を用いて行う。3 点照明の 3 点とは，光がシーン上（三次

元空間）で演じる三つの役割をシミュレートした光のこと

で，キーライト，フィルライト，バックライトの 3 種類の

光源により照明効果を効率的に行う。一般的なスポットラ

イトによるレンダリング〔図３ 〕では，陰影が均一で全

体が平たんとなってしまうが，3 点照明を使用したレンダ

リング〔図３ 〕では，より現実的な形状を表現できる。

プレゼンテーション用 CG作成における照明設定は，専

門的要素が強く，多くの試行錯誤が必要であるため，最も

時間のかかる作業の一つである。このため照明設定に関し

て各種設定の自動化ツールを開発し，作業の自動化・効率

化を進めている。

２.３ レンダリング

レンダリングとは，三次元空間内の環境や物体の質感，

陰影などを計算し表示することである。レンダリングに

よって，リアリティがあり正確な視野やイメージを検証し

迅速で詳細な意思決定が可能になる。レンダリング計算は

一般的な三次元 CGソフトウェアを用いており，レイト

レーシング法とラジオシティ法の 2 種類のレンダリング技

法を使い分けている。

レイトレーシングでは，画素ごとにシーン内に存在する

オブジェクトをサンプリングし，図４に見られる光の映り

込みや影の生成に特徴がある。

一方，ラジオシティ法は間接光がかもしだす柔らかい雰

囲気を表現できるのが特徴である。ラジオシティ法ではレ

ンダリング時に物体の構成面を幾つかの面素（エレメント）

に分割して連立方程式を解くため，計算時間がかかる。こ

のため，間接光などが重要である場合や，レンダリングに

時間をかけられる場合のみラジオシティ法を使用し，通常

はレイトレーシング法で作成している。

プレゼンテーションに三次元 CGを利用する場合，写真

で撮ったようにリアリティの高いレンダリングをフォトリ

アリスティックレンダリングと呼ぶ。このレンダリング手

法はイメージ図の段階であるにもかかわらず，実物よりも
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図２　モデリング作業

（a）二次元データ

（b）三次元モデル

図３　スポットライトによるレンダリング

（a）スポットライト設定 （b）３点照明設定

図４　レイトレーシングによる映り込み表現
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きれいに見えることで，見る人に対して実際の完成シーン

であるかのような誤解を招くことがある。そのような場合

には，レンダリング後の画像に画像処理を加える。例えば，

油絵や水彩画のタッチを表現したり，あるいはセルアニメ

タッチで CGの出力をする。このような手法はノンフォト

リアリスティックレンダリングと呼ばれ，主にエンターテ

インメントの分野で用いられてきた。

三次元CGの作成効率化ツール

三次元 CG作成は多くの作業を必要とする。目的とする

三次元 CGを迅速に作成するには，効率化ノウハウを具体

的に適用する仕組みやツールが必要である。ここでは三次

元CG作成効率化のために開発したツールを紹介する。

３.１ 照明設定自動化ツール

三次元 CG上の照明は現実の照明と異なり，明度調整が

無限にできてしまうため，現実的な照明設定を行うには多

くの時間と試行錯誤が必要であった。これを解決するため，

三次元 CG作成初期段階に使う現実の照明設計に基づいた

照明設定自動化ツール〔図５ 〕を作成した。

このツールは広さ，使用条件による照明計算に基づいた

照度・輝度・必要照明数を算出する。作成した照明計算テ

ンプレートにより，だれでも容易に必要照明器具台数を求

めることができる。実際には照明率が照明器具に固有なも

のとなるため，正確な結果が得られない場合もあるが，企

画提案の照明設計を考えた場合，実用的誤差の範囲に収ま

る。

３.２ 色温度計測ツール

CGソフトウェアにおける光源色の選択法は CG 制作者

に任されているため，完成した三次元 CGの色合いは制作

者ごとにばらばらであったり，三次元 CGの制作過程で照

明の色の微調整を頻繁に行い，作業を何度も繰り返すと

いった工程が発生していた。このため図５ に示す色温度

ツールを準備し，照明の光源の色を標準定義できるように

し，これらの品質を安定させた。

色温度計測ツールでは代表的な人工光（照明光源）11

種および自然光 8種，合計19種類の色温度に対応し，RG

B（Red Green Blue）値を瞬時に求めることができる。使

用方法は，19種類の光源の一つをプルダウンメニューから

選択するだけである。出力は選択した光源の色温度および

RGB値である。これにより，CG制作者であればだれでも

統一した光源色の設定が可能となり，光源色設定時間を短

縮することができる。しかし，三次元 CG上で光源による

演色性を表現しようとする場合は，照明の色を変えただけ

では表現できないこともあり，三次元 CGのオブジェクト

の色自体を調整することが今後の課題である。

３.３ アクセスライブラリ

図６ ， に示すアクセスライブラリは，外部アプリ

ケーションから三次元データにアクセスする関数である。

このアクセスライブラリを利用して三次元 CGデータ

（シーンファイル）にアクセスする Excel
〈注〉

ツールを開発し，

シーンファイルへの直接的な設定を Excel 上で行うことを

可能にした。図６ ， はアクセスライブラリを利用して

行った劇場照明シミュレーションの例である。現在はExcel

マクロを利用した三次元レイアウトモデルの一括変換と，

ライトの一括追加・変更が行える。今後は，オブジェクト

の親子関係の一括操作や照明の自動化を可能にする予定で

ある。

（d）（c）

（b）（a）

（b）

（a）
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図５　自動化ツール

（a）照明設定自動化ツール

（b）色温度ツール

図６　アクセスライブラリと照明シミュレーション

（a）操作画面 （b）データの読み出し結果

（c）照明シミュレーション（1） （d）照明シミュレーション（2）

〈注〉Excel：米国Microsoft Corp.の登録商標
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適用例

三次元 CGシミュレーション適用例を図７に示す。富士

電機24時間コールセンターではオペレーターや見学者の視

野検証を図７ のような三次元 CG上で行い，問題点を検

証することで工期短縮に貢献した。図７ に完成時の写真

を示す。また，図７ に示す工場全体の景観検証のような，

これまでの CADや試作では困難なほど大規模な検討も可

能となった。

あとがき

ワークスペースにおける三次元 CGシミュレーションと

CG作成の効率化ツールについて述べた。

今後は，これまでに蓄積した手法を利用し，三次元 CG

作成に要する時間の短縮や専門知識を必要とする作業の自

動化を進め，三次元 CGシミュレーション技術を顧客プレ

ゼンテーションからデザインのステップまで幅広く適用し

ていく所存である。

参考文献

画像情報教育振興協会．デザイン編 CG 標準テキストブッ

ク．2000-5．

画像情報教育振興協会．技術編 CG 標準テキストブック．

2000-5．

Birn, J．［digital］LIGHTING & RENDERING．ボーン

デジタル．2001．

（3）

（2）

（1）

（c）

（b）

（a）

富士時報 Vol.74 No.6 2001

360（32）

図７　三次元CGシミュレーション適用例

（c）工場全体の景観検証

（b）ワークスペース完成時の写真

（a）三次元CGワークスペース検証
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