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写実的な 3DCG モデルの VR 空間での再現に関する研究 

A Study on Reproduction of Photo-realistic 3DCG Model on the VR Space 
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概要：	 本研究では、３DCG ソフトウェアにより制作された写実的な３次元 CG のモデルデータを、VR 空間上
で忠実に再現するためのデータ変換について、ソフトウェア（CINEMA 4D、Unity）を利用して実証的な実験を
行う事でその問題点を明らかにし、解決方法についての考察を行った。まず CINEMA4Dから Unityへのデータ
変換について基本的な流れを学ぶために、単純な構造の CG モデル（立方体）を Unity 上へ移行する実験を行っ
た。次に実用的な変換として、写実的な３DCG画像のモデルデータを Unity上へ移行する実験を行った。マニュ
アル上では簡単にできると記されていたデータ変換は、その過程において幾つもの問題を露呈した。本研究では

その一つ一つの問題点を明らかにし、その解決方法について試行錯誤を行った。そして、全体を俯瞰した時の問題

を明らかにする事によって、３DCGデータを VRに利用するためのデータ変換に関する問題提起を行った。 
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１. 序論 

	 近年、３D モデルデータは、CAD や CG ソフトウ

ェアによって、世界中で非常に多くの多様なオブ

ジェクトが制作されている。こうした過去の３次

元モデルデータを VR 分野で活用することにより、

仮想空間のモデリング作業が大幅に軽減され、VR

の利活用は飛躍的に発展する可能性があるが、現

時点では、それらはまだあまり積極的に使用され

ていないことが見受けられる。そこで、写実的な

CGデータの VRへの活用を容易にするための手掛

かりとなると考え、３DCG ソフトウェア（ここで

は CINEMA4D）を使用して制作された写実的な３

DCG モデルを Unity により VR 空間上に再現する

ことを試みた。本研究では、まずは単純な構造の

CG モデル（立方体）を Unity 上へ移行する実験

を行い、次に写実的な３DCG 画像生成のために作

成されたモデルデータ（具体的にはオムライスの

CGモデル）をUnity上へ移行する実験を行った。	

	

２.関連知識と本研究の位置づけ 

	 ３DCG では、コンピュータ内に仮想的な物体の

形状や表面の材質、光等の環境を定義・設定し、

それらの物体や環境情報をアルゴリズムに従っ

て処理することによって写実的な画像生成を行

う。XYZ 座標データで形状が決まり、RGB により

色彩を指定、シェーディングパラメーターにより

質感が決定される。現在は３DCG によって写実性

の高い CG 画像の制作が盛んに行われているが、

今後はこれらの３DCG モデルデータの VR での利

活用が期待されるが、こうした変換における問題

はまだ明らかにされていない点が多い。本研究は、

こうした写実性の高い３DCG モデルデータを VR

用に変換する際に発生する問題やその解決策に

ついて、具体的な変換作業を通じて明らかにする

事で、写実的な CG データの VR への活用を容易に

するための手掛かりとなることを目指した。	

	

３. ３DCG モデルの VR 空間への移行 

３−１.単純なモデルの移行 

	 CINEMA4Dから Unityへのデータ変換について、

その基本的な流れを学ぶため、CINEMA4D で制作

した単純な構造の CG モデル（立方体）を FBX 形

式のファイルとして書き出し Unity へ移行した。

形状データ、色彩、テクスチャ、質感データが

Unity 上に移行するかを検証した結果、形状はそ

のまま移行できたが、質感は移行する事が出来ず、

色彩とテクスチャ画像もそのまま移行できない

場合があった。また、移行すると物体の向きが変

わったため、回転、反転の検証も必要なことが判

明した。	

３−２.複雑な 3DCG モデルの移行 

	 次に、実用的な移行実験として CINEMA4D によ

り制作された写実的な CG モデル(図１)を FBX 形

式のファイルに書き出し Unity へ移行した。	
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図 1.	 移行前の CINEMA4D上の CG画像 

この際、CINEMA4Dでは非表示にされていた不
要なオブジェクトも移行され、それが Unity の
画面上で表示されたため、それらのデータを削除

し、一部のテクスチャを補足した。 
	

４．結果と考察 

４−１.単純 CG モデルの移行	

	 CINEMA4D 内にある一部のテクスチャ（Noise）

は 移 行 出 来 な か っ た 。 こ れ は Noise が
CINEMA4D 内でプログラムにより生成された
ものであったためである。CINEMA4D上で平面
に Noiseテクスチャを生成し、これを画像として
保存したものをテクスチャ画像として利用する

方法で再現することが出来た。また一つのプロジ

ェクトで移行出来る色数は７色以内であること

が分かった。この問題は、新たにマテリアルを追

加することで解決可能である。最後に、質感デー

タは単純には移行出来なかったが、これは

CINEMA4D と Unity でレンダラーが異なり、シェ

ーディングパラメーターの設定項目も異なるた

めである。Unity側で欠落したパラメーターを手
動で再設定したが、Unityと CINEMA4Dとでは
質感の表現の仕方が大きく異なるため、精密に再

現するのは難しかった。 
４−２.複雑な３DCG モデルの移行	

	 CINEMA4D では	 1	 単位が	 1	 cm に相当するが

Unity	では	1	単位が	1	m に相当するため、変換

後のオブジェクトが非常に小さく表示された。こ

れは Unity 上で scale の変更で正常に表示され

る。色彩に関しては、移行後の画像が全体に青み

がかって表示された。これは Unity のレンダリ
ングの設定により背景として設定されていた空

の色が写り込んでしまったのが原因であった。さ

らに CINEMA4D で配置したカメラとライトは
自分で設定を変えないと適用されない事も判明

した。こうした幾つかのパラメータを設定しなお

した結果を示す。（図２） 
図 2.	 移行後のオムライス	

	

５．まとめと今後の見通し 

	 本研究では、単純な構造の CGモデルを Unity
上へ移行する実験と写実的な３DCG 画像生成の
ために作成されたモデルデータを Unity 上へ移
行する実験を行い、データ変換の過程における

個々の問題点を明らかにし、その解決方法につい

て検討した。	

	 本研究を通して、CINEMA4Dで制作された写
実的な 3DCG データを VR 空間上に再現するた
めに行うUnityへのデータ変換は容易ではなく、
CGや VRについての専門的な知識だけではなく、
使用されたソフトウェアに関する知識や経験を

要することが分かった。	

	 今後、質感などの再現方法や、Unityの全ての
データの受け取り方について本研究のような手

順で実験を行い把握することで、変換手法を理解

でき、３DCG 制作ソフトで作成したデータを

Unity へ移行する変換ツールを作ることも可能
となる。そうすることで、CGや VRの専門的な
知識のない人でも写実的な３DCG を容易に VR
空間上に再現する事ができ、VRが現在より積極
的にビジネスに活用できる様になるであろう。	
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