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ブロードバンドネットワーク

ブロードバンドにはいろんな意味があるブロードバンドにはいろんな意味がある
広帯域ネットワーク
⌧映像伝送にも耐える1Mbps以上の通信速度
常時接続ネットワーク
⌧定額課金でコストを気にしないですむ
⌧反応時間が短い(接続手続きがない)
多目的ネットワーク
⌧コンピュータだけでなく、ＴＶ、電話サービスなど多目的
利用できる
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ブロードバンドは「可能性可能性」の宝庫

技術シーズは極めて豊富
高速双方向通信
⌧ブロードバンドインターネット
⌧デジタル放送
⌧第三世代携帯電話

超高速情報処理
⌧高性能プロセッサ
⌧大容量ストレージ

低価格ＩＴ機器
⌧汎用ＰＣ
⌧PDA
⌧デジタル携帯電話
⌧デジタルテレビ

どの「可能性」が市場から
求められている可能性か
がわからない
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ブロードバンド環境とＣＧの関連

高速インターネットの普及・浸透
高品質CG画像が流通できる情報媒体が普及する
CG画像・映像の市場が拡大する

通信と放送の融合
映像技術とCG技術の融合が加速

画像生成エンジンの高機能化・低価格化
新しいレンダリング手法の実用化、新映像表現の実用化

未体験映像表現の開拓
3次元実体プリント、高次元画像伝送などの実用化

通信帯域の拡大よりも、周辺技術の革新で可能になる新通信帯域の拡大よりも、周辺技術の革新で可能になる新
技術がＣＧの技術革新を促進する技術がＣＧの技術革新を促進する
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CG分野の技術革新

高品質レンダリング技術の開発

自然現象の記述とレンダリング

グラフィクスハードウェアの低価格化によるリ
アルタイムグラフィクスの実用化

イメージベースレンダリング

３次元、４次元のボリュームレンダリング

ディスプレイ以外を出力先とするＣＧ
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オーソドックスな3DCGの体系
-グラフィクスパイプラインモデル-

モデル合成モデル合成

視点変換視点変換

投影変換投影変換

陰面消去処理陰面消去処理

モデリング技術分野モデリング技術分野 レンダリング技術分野レンダリング技術分野

作画意図

要素形状モデル記述要素形状モデル記述

シーン合成シーン合成
（照明、カメラ設定）（照明、カメラ設定）

シェーディング処理シェーディング処理

出力画像

ラスタ画像生成ラスタ画像生成
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出力ドメイン技術群出力ドメイン技術群

圧縮技術圧縮技術
表示技術表示技術

メディア同期技術メディア同期技術
映像合成技術映像合成技術

実体化技術実体化技術

入力ドメイン技術群入力ドメイン技術群

モデリング技術モデリング技術
入力デバイス技術入力デバイス技術
画像認識技術画像認識技術

変換ドメイン技術群変換ドメイン技術群

レンダリング技術レンダリング技術
画像変換技術画像変換技術

形状データ

カメラ映像

スキャナ

ディスプレイ

TV,劇場

高次元出力装置

ブロードバンド経由の情報流通パス

ブロードバンド時代のＣＧシステムモデル

(情報フローモデル）
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ブロードバンドが実用化する古くて
新しいＣＧ技術

大量のモデルデータのハンドリング
イメージベースト技術の実用化

高次元画像応用の実用化

汎用計算処理の低コスト化
1GFLOPS/100$程度までＣＰＵパワーが低コスト化
Computing Gridが限りなくタダに近い計算資源を提供

表示端末の多様化
HDTVディスプレイ、大画面端末
ステレオ表示端末

3次元実体出力
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2次元領域のCG要素技術

2次元のデータを処理して2次元の画像を作
るCG
ペイントツール

画像の印象変換

特殊効果
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画像の手続き的な
印象変換
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画像の印象変換

12

3次元空間を経由する画像の印象変換
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文字レンダリングのインターネットサービス

14

3次元空間のCG

3次元モデルデータから2次元の画像を作るCG
物理シミュレーションによる3次元アニメーション
機械設計CAD、建築CAD
写実的画像生成
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天空光を考慮した画像生成

建築物の事前景観評価画像

昼間 夕方
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天空光を考慮した画像生成

建築物の事前景観評価画像
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活発な雰囲気

落ち着いた雰囲気

室内照明設計

照明条件による見え方の違いを比較・検討
18

順問題/逆問題、双方向からの照明設計
•順問題

光源の種類

•逆問題

輝度分布（画像）

輝度分布（画像）

光源の種類

室内照明設計
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衛星画像 生成例 視点を変えた例

雲のモデリング/レンダリング

20

雲のモデリング/レンダリング
上空から見た雲

地上から見た雲

山岳上空に形成される雲のシミュレーション

21

雲のモデリング/レンダリング

流体解析による様々な雲の形成シミュレーション
22

水面/水中のレンダリング

水による光の屈折・散乱などの光学効果のシミュレーション

23

ステンドグラスから差
し込む光．

山の影によって生じた光跡

微粒子による光の散乱

ホコリなどにより光が散乱し，光跡が生じる
24

風きり音の生成

剣を振ったときや風によって生じる音



5

25

衛星画像 生成例 視点を変えた例

雲のモデリング/レンダリング雲のモデリング/レンダリング

26

TVの中のCG: バーチャルスタジオ
スタジオ収録された映像にCGの背景を重ねると…

カメラの動きにCGも連動するので、人物はCG空間にいるように見える

27

全周動画像インターフェース PanoVi

マウスによる注視方向の指定 大画面インターフェースのクライアントシステム

Ref:  www.panovi.com 28

N  N  
E  E  
S  S  
W  W  

Capturing systemCapturing system Transmission systemTransmission system Viewing system (PC)Viewing system (PC)

NN EE
SS WW

Server side processing

Mobile ClientMobile ClientFormat conversion for mobile serviceFormat conversion for mobile service

3G Wireless Service

33G TerminalG Terminal

Broadband Network

PanoVi Panorama format
Panorama format for mobile terminal Cut out  and warp

Movie texture mapping into 3D spaceComposition into quad format

29

全周カメラ実装例

記録媒体記録媒体::

バッテリ駆動カメラバッテリ駆動カメラ
((単一電池×単一電池×6)6)で屋外撮影可能で屋外撮影可能

車載用高機能車載用高機能AGCAGC付き付き
全天候型カメラ全天候型カメラ

圧縮ファイル・・・圧縮ファイル・・・MPEGMPEG、、AVIAVI
テープメディア・・テープメディア・・DVDVテープ、テープ、VHSVHS
ライブ中継ライブ中継

30収録システム

全周カメラヘッド

移動収録システムの実現移動収録システムの実現
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全周動画像コンテンツの応用展開

WEBブラウザとの連携
携帯電話向けサービスの開発

32

コンピュータグラフィクスと可視化

4次元MRIデータの可視化ボリュームデータの可視化

33 34

35

超音波断層写真からの3次元画像再生

36

33次元次元CGCGを応用する医用画像処理を応用する医用画像処理

Cross Sectional Images by MRI Scanner Reconstructed 3-Dimensional Images 3D Tactual Objects



7

37

X線CTスライス群
3D ROI付き画像

3次元実体モデル

ボリューム空間のROI処理

38

Z400 3Dプリンタによる人体大腿骨の出力例

(1/2 スケール）

39

医用実体モデルへのテクスチャプロ
ジェクション

医用実体モデルの表面にテクスチャを投影し，モデルの持つ形状
情報に実物の持つ視覚的情報を付加する手法を提案し，三次元
医用実体モデルの広い分野での応用を実現する．

40

RFID組込型3次元実体モデル

2Kbit RFID（無線IDタグ）と読み取りシステム

CT画像から作成した知識担体組込
型3次元実体モデル(人体腎臓）

近接通信による情報読み出し

41

医療機関

ネットワーク インターフェース

画像蓄積サーバ

画像診断機関

ROI設定,3Dモデル作成環境

高速カラー実体
モデル作成環境

カラー3D実体モデル

配送サービス

高速ネットワーク
(既設地域イントラ、インターネット上のVPN)

3次元表示サーバ

軟素材化
後処理工程

軟素材実体モデル 42

地域医療（手術シミュレーション）支援

北大医学部
３Ｄ画像
作成支援

被支援病院

手術リスク軽減
外科医負担軽減
医療費削減への貢献
地域産業活性への貢献

データセンター
（患者データ倉庫）

被支援病院

被支援病院

被支援病院

被支援病院

被支援病院

被支援病院

被支援病院

３Ｄ
実体モデル
製作所

３Ｄ
実体モデル
製作所

３Ｄ
実体モデル
製作所

３Ｄ
実体モデル
製作所

３Ｄ
実体モデル
製作所

被支援病院
Medical Image Lab
手術用画像の受信
３Ｄ画像の作成
３Ｄデータの転送

産総研
３Ｄ画像
作成支援

札幌バレー
３Ｄ画像
作成支援
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43

これからの2D/3D映像処理のキー
ワードは何か

完備性と網羅性完備性と網羅性((Completeness)Completeness)
技術が成熟した段階で最後に残る競争分野

注釈注釈((Annotation, Metadata)Annotation, Metadata)
巨大な情報を再利用するための必要条件

ネットワーク社会が可能にした網羅的データベー
スは意外に多い

44

完備した情報を取り扱うための容量は？

日本全土の1mメッシュの衛星写真の容量は
国土面積: 377,899Km2

1Km2 当たり1Mpixelとして377,899 M Pixel (0.38Gpixel)
1Pixel 3byteとして0.38G×3 ≒ 1.141.14TBbyteTBbyte

人間が一生に発声する音声データ全て
活動時間　1日16時間として 3600*16*365*80=1.68G秒
9.6Kbpsで音声を全て記録したとして
1.68Gs*9.6Kb/s≒16.1Tbit ≒22TByteTByte

⌧かつては1TBが問題だった
⌧順調に増加する記憶容量がそれを可能にした
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Google Satellite,Google 
Earthに見る完備性

地球上の全ての場所の衛星写真を網羅

全地点で地図と衛星写真が重なる

技術的にできることはわかっていたが、現デー
タの確保とコンテンツサイズが問題だった

46

47 48

情報の完備性を考える

完備された情報とは

そこになければ、存在しない（網羅性）

変更可能なパラメータについては、可変範囲す
べてについて結果が出る

紳士録住民基本台帳人名データ

ススキノガイドマップ国土地理院5万分の１地図地図

試験に出る英単語広辞苑辞書

完備されていないデータ完備されたデータカテゴリ
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49

偶然とられたポプラ並木

せっかく作ったシステムだから

学内の全道路の全周映像を取れと学生に指示

⌧学生は指示しなければそんなこともしないのが問題

50

網羅性
ユビキタス時代のデジタルコンテンツモデル

今のデジタルコンテンツ

その時だけ、そこだけ、その人だけ

ユビキタス時代に価値がでるコンテンツ

完備したコンテンツ、網羅されたコンテンツ


