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本日のおしながき 

• 第1時限（13：00～13:45） 
１．キャラクターが盛り上げた日本の3DCGホビーの歴史。そして  
  3Dプリンターへ（パート１） 

• 休憩 
• 第2時限（14：00～14:45） 

 １．キャラクターが盛り上げた日本の3DCGホビーの歴史。そして 
  3Dプリンターへ（パート２） 

• 休憩 
• 第3時限（15:00～15:45） 

 ２．3DCGツールの現状と、3DCGデータの限界 
休憩 

• 第4時限（16:00～16:45） 
３．3Dプリンター出力徹底比較！今注目の出力方式は 
４．3DCGデータと3Dプリンターで即売会に参加する方法 



１．キャラクターが盛り上げた日本の3DCG 
  ホビーの歴史。そして3Dプリンターへ 

1時限目（PM1:00～1：45） 



(1) 3DCGの黎明期は 
「いつアニメに追いつくか？」競争だった。 
 
 

→そもそも人体モデルが作れるまで 
  に、かなりの時間がかかった。 
 
→ 3DCGで完全な人体モデルアニメーションが出来 
  るまでに１０年以上、映画制作まで２０年以上 
  経過している。（いずれもPixar社が達成） 
 
 



• 「3DCGによる人体表現」要素技術確立前 
 
 ◎ポリゴンによるPC最初の人体モデル表現 

  ・「パーソナルコンピュータによる 
   人体モデルの生成とその応用」 
    森山弘樹(1987) 
   ・マジでこれ作った時は 
    モデリングツールもなかったし 
    スキニングやIKなんかも存在 
    しなかった時代でした。 
    （＾＾；） 



• 「3DCGによる人体表現」要素技術確立前 
 
 ◎メタボールによる人体モデル表現 
   ・NHK特集 
    「驚異の小宇宙・人体」 
    ・「メタコス氏の肖像」 → 
    高沖英二氏作(1989) 
   ・メタボールによりスキニン 
    グ処理は不要だった。 
   ・今はメタセコイアのメニュ 
    ーの片隅でひっそりと 
    生息している。（＾＾；） 



• 「3DCGによる人体表現」の4大構成要素 
 
(1)スムーズシェーディングの発明 
(2)テクスチャマッピングの発明 
(3)大量ポリゴンレンダリング処理方法の確立 
(4)スキニング処理の発明 



• スムーズシェーディングの発明 

スムーズシェーディングは曲面を表現するた
めの必須技術である。（これがないと面がデ
コボコに見えるため） 
 
 ◎グーローシェーディングの開発(1971) 
 ◎フォンシェーディングの開発(1973) 

 



• テクスチャマッピングの発明 

すべての模様や形状の詳細をポリゴンで表
現していたのでは、マシンスペックが追いつ
かない！ 
 
→ 「画像」を形状データ 
  表面に貼り付けて 
  情報量を増やす！ 



• テクスチャマッピングと関連技術の歴史 
 
1976年Blinn,James,Newellテクスチャマッピングおよび 
環境マッピングの発表（表面模様と映り込み） 
 
1978年Blinnバンプマッピングの発表（凸凹模様表現） 
 
1978年Williamsデプスマッピングの発表（バンプマップ拡張） 
 
1985年Peacheyソリッドテクスチャの発表（木目表現） 
 
1989年Kajiyaテクセルの発表（→ファー・毛皮表現） 
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• 大量ポリゴンレンダリング処理方法の確立 
 
・・・とにかく昔のコンピュータは非力すぎた。 
 
◎メインメモリは今のPCの1/1000以下！ 
◎演算速度は10万分の1以下！ 
◎大型コンピュータですらこんな性能！ 
 （1980年台のPCはもっとお話にならなかった） 



• 大量ポリゴンレンダリング処理方法の確立 
 
【レイトレーシング法】 
・メモリが不必要 
・但し演算パワーがものすごく必要で実用的 
 でなかった。 
・なので30年前は「並列処理」で解決を図った 
 
→ LINKS-1（大阪大学）大村皓一先生が製作 
  （現宝塚造形芸術大学教授） 
  日本のCG界の第一人者(Wikipediaより転載） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E5%A1%9A%E9%80%A0%E5%BD%A2%E8%8A%B8%E8%A1%93%E5%A4%A7%E5%AD%A6
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• 大量ポリゴンレンダリング処理方法の確立 
 
【Zバッファ法】 
・画面のピクセルと1対1のZバッファメモリで 
 隠面消去処理を高速に実行する。 
・その分当時としては大量のメモリが必要な 
 ため、最初は普及しなかった。 
・当初PIXAR社が映画製作のために使用。 
・現在、ゲーム機内で描画処理の主流として 
 使われている。 



• スキニング処理の発明 
 
【デフォーメーション(1987)】 
 ・変形ガイド形状を使って形状データを変形 
  （メタセコイアの「格子」による変形方法） 
 
【ボーン＆ウエイト・スキニング(1998)】 
 ・変形の元となる骨格（ボーン）情報を設定し、 
  骨格による変形の影響をウエイト値で設定して、 
  骨格の変形に応じて表面ポリゴンを変形させる。 
 ・この機能を日本で初めてフリーウェアで実現した 
  のがMikoto(2000)である。 
 

 



• 【閑話休題】 
EasyRecaster実演とVolumetric Rasterizer 
Engine(VRE)のお話 
 
→ VREはZバッファ法から発想を得ました 
→ 3Dスケールを使うと原理が簡単にわかります 
→ 作成したデータを3Dプリンターに出力するところまで 
  説明します。(fablab北加賀屋のReplicator２Xを使用） 

 



１．キャラクターが盛り上げた日本の3DCG 
  ホビーの歴史。そして3Dプリンターへ 
  （パート２） 

2時限目（PM2:00～2：45） 



(2)人物モデルを作れなかった初期の3DCG 
アニメ 
 
→ 前記の4大技術要素が出来なかった時代 
  はキャラクター・アニメーションは3DCGで 
  は制作できなかった！ 

 



• 人物モデルを作れなかった初期の3DCGアニ
メ（参考映像） 

https://www.youtube.com/watch?v=XmkC5NEH
LMg 
 
この映像中の最後のCMが3DCGレンダリング

を用いた最初のキャラクターアニメーションと
言われています。 

https://www.youtube.com/watch?v=XmkC5NEHLMg
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(3) Pixarによるアニメ表現への挑戦の歴史 
 
・Pixarは3DCG技術を創った人達の集団 
 ◎Ed.Catmull 
  →ウォルト・ディズニー・アニメーション・ス 
    タジオ社社長を兼務 
  →Zバッファ法やCatmull自由曲面処理を 
    考案した技術者でもあります。 

 



• Pixarが開発してきたもの 
◎Reyesレンダリングシステム 
 ・Zバッファベース高速処理＋自由曲面 
◎世界初シェーディング言語を搭載 
 ・RENDERMAN 
◎OpenSubDiv（自由曲面処理ライブラリ） 
 ・メタセコイア最新版でも採用 
◎その他様々な映画制作用3DCGテクニック 



(4)PCではいつ3DCGでキャラクターアニメが可能
になったか？ 
 
・自分が知るかぎりでは1994年頃から自主制作 
 3DCG映像作品にキャラクターアニメが登場。 
 （多分渡辺哲也さんのRAIDEN辺りから？） 
・Lightwave3Dの隆盛と、CATを搭載した 
 3DStudioMAXが登場してから。 
・2000年前後に「ヴァーチャル・ビューティ」ブーム 
 が発生。 
・1998年から2002年までがPC上での3DCG第１次 
 ブームだった。 

 



(5)パーソナルCGアニメからバーチャルビューティ
とCGホビーへの模索の時代 
 
・２０００年初頭、3DCGで美（少）女モデルを作る 
 「バーチャル・ビューティ」ムーブメントが流行する。 
 
・それに対抗して、一部の3DCGクリエイターが中心 
 になってマンガアニメキャラクターの3DCG制作活動 
 を始める。 
 
 → CG Hobby（雑誌）創刊 
 → ３号で廃刊 

 



(6)初音ミクの登場 ~二次創作のタブー崩壊に
より始まった日本の3DCGホビー時代~ 
 
・２００３年～２００７年は、日本の3DCG趣味の空白 
 時代だった。 
 
・「バーチャル・ビューティ」が飽きられ、3DCGはゲー 
 ム会社への就職ツールになった。 
               ↓ 
・そこに姿無き歌姫「初音ミク」が発売され、その姿 
 を具体化する「初音ミク３DCGPV化計画」が複数立 
 ち上がった。 

 



(6)初音ミクの登場 ~二次創作のタブー崩壊により
始まった日本の3DCGホビー時代~（続き） 
 
・初音ミクの発売（２００７年８月３１日）直後から、 
 「３次元CG七葉（画像掲示板）」に相次いで3DCGクリエ 
 イター達の自主制作初音ミクモデルが発表され、デー 
 タが公開される。 
 
・あにまさ氏の作られた初音ミクモデルを使った3DCGア 
 ニメーション制作ツールが樋口優氏により企画される。 
              ↓ 
・これが２００８年２月に発表される「MikuMikuDance」 
 となる。 
 
・この日が実質的に日本の3DCGホビーの出発点と 
 なる。＝MMDの普及により3DCG自主制作における 
 二次創作のタブーが崩壊する。 



(7)3Dプリンターはいつ登場し、何をしていた？ 
 
・3Dプリンターは１９８０年代終盤に登場していた。 
 
・3Dプリンターによる3DCGキャラクターモデル出力 
 は、2000年に行われていた。でんぷん粉積層出力 
 のモデルが製作され、ワンダーフェスティバルで 
 展示された。（後にゴキブリに食われた事が判明） 
 
・筆者が3Dプリンターを初体験したのは2002年、 
 SONY製の光硬化樹脂タイプ（阪大所有）を試した。 
 
・後に2007年頃にフルカラー3Dプリンター出力サービ 
 スが大阪で開業し、そこのサービスを利用して鉄道 
 模型車両の先頭部を試作した。 

 



(7)3Dプリンターはいつ登場し、何をしていた？ 
 
・2008年東京にて某3Dデータ活用団体発足 
 
・そこで2名に3Dプリンターを使った同人グッズ製作を提 
 案。2名ともコミケ等でZprinterを使ったフルカラー立体 
 出力品のグッズを現在も頒布中である。 
 
・2010年、フルカラー3Dプリンターによる鉄道模型の試作 
 を進める。 
 
・2012年、MMDデータからフィギュアを作る活動を開始。 
 →「MMDアバンドール」と命名 
 
・2013年、MMDから3Dプリンター直接出力のためのVRE 
 アルゴリズムを独自開発し、試作品を出力。 
 
・2013年、3Dプリンターの低価格化が進む。 



２．3DCGツールの現状と、 
  3DCGデータの限界 
 

3時限目（PM3:00～3：45） 



(1)最初はCADも3DCGもなかった 
 
・元々、3DCGは表示を行うためのソフトウェア技術と 
 して役割分担されていた。 
 
・1970年代終盤、3DCGを映画に使う目的で、研究費を米軍  
 (DARPA)からではなく映像業界から引っ張る戦略に変更した。 
 （書籍「メイキング・オブ・ピクサー」から） 
 
・1980年代以降,3DCGは3DCADの「外観シミュレーション」機能を担 
 いながら映像用技術を発展させた 
 
・1990年代、映画製作に３DCGが本格投入される（ターミネーター2) 
 
・2000年代、3DCGはゲームの根幹技術となる（PS2・PS3・XBOX360) 

 



(1)最初はCADも3DCGもなかった（続き） 
 
・外観シミュレーション用途に分化した3DCG技術は、 
 PCメーカーとゲーム機メーカーに支えられて一大産業 
 化した 
 
・一方、3DCADはそれまで高価なコンピュータ（ワークス 
 テーション）とのセット販売で利益率を確保する戦略 
 だったが、1995年のWindows95登場以降はワークス 
 テーションの衰退でビジネスモデルが崩壊し、収益の 
 確保が厳しい時代に突入した。 
 
・今はAutodesk社が3Dプリンター時代の突入を機に、 
 プロシューマー戦略からコンシューマー製品の販売に 
 舵を切りつつある。（＝123Dシリーズ） 



(2) CADと3DCGの形状表現の違い 
 
・CADの形状表現： 
 → 基本的に図面を踏襲している 
 → 物体として完全な定義情報を与える事が大前提 
   (パラメトリック表現) 
 → 3DCGで言う「プリミティブ」が基本 
 → 基本形状をくっつけたり削ったり穴を開けて作る 
 → ゆえに自由曲面が苦手（克服したCADもある） 

 



(2) CADと3DCGの形状表現の違い 
 
・3DCGの形状表現： 
 → 現在は“ポリゴン”がベースである 
 → 実際の物体になることは一切考慮しない 
 → レンダリングが重くなることを避けるため、見えな 
   い部分はとことん削り、データを軽量化している 
 → ポリゴン分割が荒くてもスムーズシェーディング 
   でなんとかなる 
 → シェーダーをかけると、ローポリモデルでも 
   しっくり来るシーンが作れる 
 → アニメーション（ダンスアクション）させるとアラが 
   見えにくくなる 

 



(3)自然現象の再現に向かった3DCGと、製品検 
 討に特化した3DCAD 
 
・3DCGと自然現象の再現： 
 → 特に「光と影」の再現への研究開発は目覚ましい 
 → 少ないデータで細かいディティールを再現する 
   テクスチャ技術がハードウェアレベルで向上 
 → シェーダー言語で表示処理をハードウェアに任せ 
   ることができる 
 → 物理運動シミュレーションで重力や風のシミュ 
   レーションにも対応できている 

 



(3)自然現象の再現に向かった3DCGと、製品検 
 討に特化した3DCAD 
 
・3DCADとものづくりへの対応 
 → 3DCADの本命は形状の定義だけではない 
 → 製品が完成した時の総体積計算を自動出力 
 → 完成した製品の重心位置の計算と明示 
 → 完成した製品が所定通り立たせてバランス面に 
   問題がないか事前シミュレーションが出来る 
 → 完成した製品に力がかかった際の応力解析 
 → 3DCADの場合は製品化した後の様々なシミュ 
   レーションが行えるようになっている 



(4)家庭用ゲーム機が3DCGの需要を拡大した。 
 
・3DCGの映像表現能力がゲーム分野に不可欠だった 
 → キャラクター・アニメーションは主人公の描写に 
   必要であり、FPSやそれ以外のアクションゲーム 
   に多用された 
 → 3DCG用描画プロセッサ(GPU)の発展とともにゲ 
   ーム機の性能が向上し、3DCGの需要も高まった 
 → ゲーム機の普及がゲームソフト開発需要を生み 
   3DCGツールの需要を拡大した 
 → 近年TV需要の頭打ちが家庭用ゲーム機に影響 
   しつつある 

 



(5)ハードウェアの低価格化でビジネスモデル
が崩壊した3DCAD 
 
・３DCADの高コスト体制が市場開拓を躊躇させていた 
  
 → 本来、ソフトウェアの開発コストは殆ど人件費 
 → 高価な高性能コンピュータという差別化が必要 
   だった３DCAD業界 
 → ゲーム技術の向上によるPCの劇的高性能化が 
   3DCADをおいてけぼりにした 
 → 高価な高性能コンピュータなき今、3DCADはジリ 
   貧時代の終盤にある。（←OpenCADの猛威） 

 



(6)3Dプリンター出力用のデータ作成にCADは絶対
必要か？ 
 
・体積や重心検証、閉空間チェックが可能ならば、3DCADは 
 絶対に必要ではない。 
  
 → Blenderにその機能がある 
 → 閉空間確認だけならフリーのチェックツールもある 
 → 3Dプリンター出力時にはCAD用のファイル形式に変換 
   する必要もない 
 → 但し工業製品的な定形デザインを手軽に作るには、 
   3DCADを利用するほうが早い場合もある 
 → 3DCGデータでは曲面の形状再現度合いに注意すべし 
   （曲面分割数が荒いと曲面が綺麗に再現できない） 

 



(7)3DCGデータを立体出力に利用する際の限界 
 
・形状の厳密な再現は考慮されていない 
 
 → 少し前まではローポリが主流だったため、ほとんど 
   の曲面データはカクカクの状態で立体出力される 
 
・実際に出力された際の物理的な問題点が推測出来ない 
 
 → 体積や重心・バランスは殆の3DCGツールでは不明 
 → 構造的に弱いところや衝撃で折れやすい所も不明 
 → 作者は形状と経験則から弱そうなところを見つけて 
   補強するしか無い 



３．3Dプリンター出力徹底比較！ 
  今注目の出力方式は？ 
 

4時限目（PM4:00～4：45） 



(1)3Dプリンターの方式と出力品の違い 
 
・FDM（熱溶融積層方式） 
 
 → RepRap型3Dプリンターがこの方式 
 → 他にStratasys社製の製品もある 
   （このためStratasys社がRepRapメーカーに特許 
    紛争を仕掛けている） 
 → 積層精度は0.2mm 
   ただし機材によってはそれ 
   以下のものもある 
 → 材料にはABSとPLAがある 



(1)3Dプリンターの方式と出力品の違い 
 
・光硬化式 
 → レーザーやプロジェクターで光をあてて樹脂材料 
   を硬化させることで立体出力する方式 
 → Form1が代表例。他は1千万円する機械が多い 
   その代わり積層精度は0.015mmと非常に高い 
 
 

 



(1)3Dプリンターの方式と出力品の違い 
 
・石膏粉末積層式 
 → 最近流行の「人物フィギュア」作成に欠かせない 
   方式、積層時にカラーインクを吹き付けてフルカ 
   ラー出力することができる 
 → 出力直後がものすごく脆い。また固形化させるた 
   め大量の薬品（瞬着液）が必要。 
 → 積層精度は0.2mm 

 



(1)3Dプリンターの方式と出力品の違い 
 
・紙積層式 
 → 紙にプリンター印刷で着色して、一枚ずつ積層し 
   た後カッターで切れ目を入れる方式 
 → 出力後に紙をむしることで中から立体物を取り 
   出せる 
 → 出力物はフルカラーになり、石膏粉末式に比べ 
   て薬液を用いる必要も少ない。不要の紙はその 
   まま捨てられるのも大きなメリットである 
 → 欠点は1回の出力時間が長くかかること 
 → 紙は普通のコピー用紙でOK。積層段差は0.1mm 
 



(2)RepRap方式でも出力精度に違いがある 
 
・Replicator系とAfinia系 
 → Afinia系は公称積層段差0.2mmだが、出力品を 
   見る限り公称値以上の積層精度を持っている 
 → 反らないAfiniaと、反るReplicator 
 → 本体ケースは必要か？ケース無しでも安定動作 
   するAfinia 

 



(3)今後の注目株はSLS（金属焼結積層方式） 
 
・SLS方式は来年製造方式に関する特許が切れる 
 → 金属焼結方式の低価格3Dプリンターが発表され 
   る予定であるとのこと 
 → 但し金属粉を扱う機械のため、一般家庭での利 
   用は非常に困難である 
 → 金属が利用できるようになると、出力品に金属 
   素材が選択できる。これは出力品のグレードを 
   上げる上で重要な選択肢になる 

 



(4)低価格な3Dプリンターは出力後に難儀する 
 
・RepRap機は全般的にこの傾向がある 
 
 → 安定して完全な出力ができない問題がある 
 → プリントヘッドや材料送りモーターの故障と、 
   その補修部品の調達に時間が掛かる 
 → そもそもキット形態が多いので、なにもかも自分 
   で修理したり修正したりするスキルが必要である 
 → でも、高価な3Dプリンターでも出力後に難儀する 
   するものもある（以前は多かった） 
   例えばZPrinterとか。（＾＾；） 

 



(5)ドイツEuroModl2013最新情報報告 
 
・現在ドイツで開催中の金型関連最新技術展示会 
・Zprinterに引導を渡す？プラスチック積層方式 
 フルカラー3Dプリンター「ProJet4500」登場 
 → 材質面でZprinterの脆さをカバーして余りある 
 → 手で潰しても元に戻る弾性材料も選択可 
・光硬化型3Dプリンターに49万円代がメーカー製で 
 登場 
・複合材料同時出力型3Dプリンターの登場 
・金属粉焼結式3Dプリンターも新型が投入される 

 



４．3DCGデータと3Dプリンターで 
  即売会に参加する方法 
 

4時限目（PM4:00～4：45） 



(1)同人即売会はプロ以上にクォリティを求めら
れる（製品だけではなくネタ的に） 
 
・グッズ頒布（販売）は実は製販プロの主戦場 
 → 様々なグッズ製作を請け負うサイトが乱立している 
 → 近年同人グッズも様々なものが頒布されている 
   （マグカップ・メダル・クッション・マウスパッド等） 
 
・その中で勝つには「ネタの新鮮さ（＋意外性）」必須 
 → フィギュアが注目されるのは「作りにくい」から 
   （原型師の確保や金型製作等高額要因が多い） 

 



(2)「立体物といえばフィギュア」の常識から脱却せよ 
 
・「フィギュアはだれでも考えつく」 
  
 → 考えつく以上、ネタかぶりは必然となる 
 → そうなるとクォリティやデザイナーのネームバリュー 
   等でしか差別化要因が確保できなくなる 
 → 3Dプリンターで作るなら、フィギュア以外のアイテム 
   にフィギュアをくっつけることは容易である 
 → また、フィギュアの元データをどこまで早く作成出来 
   るかも重要なファクターになる 
   （コストとネタ投入タイミングの両面で） 
 → アイデアを凝らし、今までにないユニークな 
   「立体アイテム」を考案せよ！ 

 



(3)ZPrinterの高い出力料金からの逃げ方 
（実例からの学習） 
 
・Zprinter立体出力はお金がかかる！ 
  
 → 安くするための手は2つ 
   ◎出力物をとにかく小さくして一度に大量出力する 
   ◎後加工工程を自前でする 
    （デパウダーとシアノアクリレート含浸） 
 → でも、後加工は家でやると地獄見ます。 
    （1人住まいなら自分が我慢すればOKだが） 

 



４．3DCGデータと3Dプリンターで 
  即売会に参加する方法 

(3)ZPrinterのバカ高い出力料金からの逃げ方
（実例からの学習） 
 
・そこまでやらなくても何とかならないか？ 
  
 → 海外での出力依頼（Shapesway）だと、 
   国内出力サービスのほぼ半額でOK 



(4)文具関係をナメたらあかん 
 
・3Dプリンターで出力できる文具系グッズは意外と多く 
 可能性を秘めている 
 
 → 例えば、 
   「印鑑」 
   「ペーパーエンボス型押し道具」 
   「スマフォホルダー」 
   「作画補助道具」 
 → 自分の作業環境を見直すだけで、キャラクターと 
   絡めると面白い展開が期待できるグッズが開発 
   できる 

 



(5)フィギュアより「人形」を目指せ！ 
 
・「人形」は日本の文化風土に根ざした商品 
 
 → 雛人形や五月人形は世代を超えて理解されて 
   いる人形文化である 
 → 日本の民間人形文化は室町時代から存在して 
   いた程で、世界でも稀な古い歴史を持つ 
 → 最近は武者人形とスターウォーズのコラボ等の 
   商品が飛ぶように売れたというニュースもあった 
 → まじめに商売にしたいのなら検討すべきテーマ 
   である 

 


