2012 年 12 月で絶筆となった
倉地紀子著「CG コンテンツ」
本誌 月刊 FDI で 2022 年 4 月蘇る !!

本誌「月刊 FDI」にて、2002 年 4 月号から 2012 年 12
月号まで連載していた倉地紀子著「CG コンテンツ」129 編
（564 頁）は。連載開始から 20 年、また 11 年に亘った連
載が絶筆となってから本年で 10 年目の節目となりました。
これを基に 2022 年 4 月号
（272 号）
から本文に再掲載し、
全記事内容を当時のままに、2 巻にまとめて発行することと
致しました。
なお、当誌にて掲載しております写真図版等はモノクロ印
刷となっておりますが、当時は全頁カラー印刷でした。なお、
その他の掲載内容は、当時のままといたしましたので、技術
面での記載内容などが現状と異なる場合がありますのでご了
承ください。
※フッターに掲載年月を表記してあります。
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2002.04「モンスターズ・インク：テクノロジー・イ 2008.04「IMAGINA2008」
（前編）— イマジナア
ン・デプス」- アーティスティックなリアリズムを
ワードと R&D セッション—
つくりだした影の主役たち
〜 2012.12 「フランケンウィニー」— ストップモー
〜 2008.03 ３DCG 映画の成熟 －映画「ビー・ムー ション・アニメーションの醍醐味を支えた VFX
ビー」の CG 技術
（絶筆）

279頁

※書店及びネットでは販売しておりません。お申し込みは、お問い合わせは、
E-mail：editor@uni-w.com 月刊 FDI 編集部までご連絡ください。
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「フェイキング・リアリティ：
「フェイキング・リアリティ：
実
（ILM）
実 映画におけるリアリズム」
映画におけるリアリズム」
（ILM）

倉地
倉地 紀子
紀子

実
実 映画における
映画における CGI
CGI のリアリズムを扇動し
のリアリズムを扇動し
続けていたともいえる
続けていたともいえる ILM（Industrial
ILM（Industrial Light
Light
&
「スター
& Magic）だが、
Magic）だが、
「スター・
・ウォーズ
ウォーズ：
：エピソー
エピソー

くりだすために、レンダーマンがもつ利点を
くりだすために、レンダーマンがもつ利点を
最大限に生かしたインハウス・ツールが数多
最大限に生かしたインハウス・ツールが数多
く開発されてきた。へリー氏は、その利点と
く開発されてきた。へリー氏は、その利点と

レンダーマンのそのような利点をもっとも
レンダーマンのそのような利点をもっとも
うまく活用したものとして、
「スターウォー
うまく活用したものとして、
「スターウォー
ズ：エピソード
1」の中にでてくるクラウド・
ズ：エピソード 1」の中にでてくるクラウド・

リストフ・へリー氏（Christophe
リストフ・へリー氏（Christophe Hery）氏
Hery）氏
は次のようにいっている。
「自分たちのおこ
は次のようにいっている。
「自分たちのおこ
なっている仕事は、美しい絵をつくりだし、
なっている仕事は、美しい絵をつくりだし、
それを観客に「どうやって撮影したんだろう」
それを観客に「どうやって撮影したんだろう」
と思わせること、いってみればフェィキング・
と思わせること、いってみればフェィキング・
リアリティだと思う。それは物理的に正確な
リアリティだと思う。それは物理的に正確な
リアリズムを追求することとは違う」そして、
リアリズムを追求することとは違う」そして、

りだすことができる点をあげている。特に、
りだすことができる点をあげている。特に、
ハリウッド映画によくみられるような、複雑
ハリウッド映画によくみられるような、複雑
で広大な範囲におよぶコントロールが必要と
で広大な範囲におよぶコントロールが必要と
される表現では、レンダーマンをもちいるこ
される表現では、レンダーマンをもちいるこ
とによって、そのようなあつかいにくい表現
とによって、そのようなあつかいにくい表現
をシンプルで局所的な表現に分解してコント
をシンプルで局所的な表現に分解してコント
ロールすることができ、メモリ容
ロールすることができ、メモリ容 や計算時間
や計算時間

ンがある。このパイプラインでは、まず個々
ンがある。このパイプラインでは、まず個々
のキャラクタのサイクル・アニメーションが
のキャラクタのサイクル・アニメーションが
アニメータによって作成され、その動きがフ
アニメータによって作成され、その動きがフ
レームごとにレンダーマン用の
レームごとにレンダーマン用の RIB
RIB ファイル
ファイル
とジオメトリを軽くした（キャラクタの形状
とジオメトリを軽くした（キャラクタの形状
をおおざっぱにした）OBJ
をおおざっぱにした）OBJ ファイルのふた
ファイルのふた
つのファイルに保存される。
つのファイルに保存される。

ド
ド 1」や「ジュラシック
1」や「ジュラシック・
・パーク
パーク III」など数々
III」など数々
の作品のスーパーバイジングを行ってきたク
の作品のスーパーバイジングを行ってきたク

ILM
ILM では、そのような独自のリアリズムをつ
では、そのような独自のリアリズムをつ

して、シェーダー言語の使いやすさと、それ
して、シェーダー言語の使いやすさと、それ
をもちいて幅広い表現をフレキシブルにつく
をもちいて幅広い表現をフレキシブルにつく

を大幅に短縮できるという。
を大幅に短縮できるという。

シーン（群集シーン）のために、ヘリー氏が
シーン（群集シーン）のために、ヘリー氏が
その母体を開発した、クラウド・パイプライ
その母体を開発した、クラウド・パイプライ

次に、群れ全体の中でのキャラクタの動き
次に、群れ全体の中でのキャラクタの動き

CG
CG スーパーバイザー
スーパーバイザー
9
9年
年前
前に
にフ
フラ
ラ
ンスからアメリカ
ンスからアメリカ
に、
に、 渡
渡 り、
り、 シ
シニ
ニ
ア・
テ
ク
ニ
カ
ア・ テ ク ニ カ ル・
ル・
ディレクターとし
ディレクターとし
て
て ILM
ILM に
に参
参入
入し
し
たクリストフ・ヘ
たクリストフ・ヘ
リ
リー
ー氏
氏 は、90
は、90 年
年
代半ば以降、
“Eraser（1996）
”
“Daylight
代半ば以降、
“Eraser（1996）
”
“Daylight
（1996）
”
“Star
Wars:Episode1（1999）
”
（1996）
”
“Star Wars:Episode1（1999）
”
“Mission
to
Mars（2000）
”
“Jurassic
“Mission to Mars（2000）
”
“Jurassic
Park
”などの数々の映画プロジェ
Park III（2000）
III（2000）
”などの数々の映画プロジェ
クトで
CG
スーパーバイザーとして活躍して
クトで CG スーパーバイザーとして活躍して
いる。ヘリー氏は、
「スーパーバイジングとは
いる。ヘリー氏は、
「スーパーバイジングとは
何か？」という問いに、
次のように答えている。
何か？」という問いに、
次のように答えている。
「CG
スーパーバイザーにとってもっとも大切
「CG スーパーバイザーにとってもっとも大切
なのは、技術とアートの両
なのは、技術とアートの両 において、しっか
において、しっか
りとしたビジョンをもっていることだと思う。
りとしたビジョンをもっていることだと思う。
そして、その仕事とは、一にも二にも、監督が
そして、その仕事とは、一にも二にも、監督が
頭の中に描いていることを、できるかぎりその
頭の中に描いていることを、できるかぎりその
ままの形でビジュアライゼーションすること
ままの形でビジュアライゼーションすること
だ。実際の作業では、ともに仕事をするスタッ
だ。実際の作業では、ともに仕事をするスタッ
フの創作意欲をわきたたせ、それを一貫して、
フの創作意欲をわきたたせ、それを一貫して、
向かうべき方向に向かわせることが大切だと
向かうべき方向に向かわせることが大切だと
思う。制作そのものにおいては、常にチャレ
思う。制作そのものにおいては、常にチャレ
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ンジすること、そして、それが結
ンジすること、そして、それが結 的に利益を
的に利益を
生み報酬をもたらすものであるようにするこ
生み報酬をもたらすものであるようにするこ
とをこころがけている」
とをこころがけている」

クラウド・パイプライン
クラウド・パイプライン

「スター・ウォーズ：エピソード
「スター・ウォーズ：エピソード 1」で開発
1」で開発
さ
され
れた
た ILM
ILM のクラウド・パイプラインは、
のクラウド・パイプラインは、
「ジュラシック
「ジュラシック・
・パーク
パーク III」
III」で大幅に改良され、
で大幅に改良され、
群れの習性をあらわすアルゴリズム（Craig's
群れの習性をあらわすアルゴリズム（Craig's
Boid）をもちいて軌道が自動的に生成され、
Boid）をもちいて軌道が自動的に生成され、
また、軌道上のキャラクタの動きに対応して、
また、軌道上のキャラクタの動きに対応して、
皮膚や筋肉の動きをシミュレートするツール
皮膚や筋肉の動きをシミュレートするツール
をもちいたキャラクタのシェープの変形もお
をもちいたキャラクタのシェープの変形もお
こなわれるようになった。恐竜の群れの場合
こなわれるようになった。恐竜の群れの場合
には、複雑なジオメトリをもつ大きな個体同
には、複雑なジオメトリをもつ大きな個体同
士が非常に接近する
士が非常に接近する ケースが多
ケースが多 く、Craig's
く、Craig's

Boid
Boid のアルゴリズムに独自の工夫がくわえ
のアルゴリズムに独自の工夫がくわえ
られたという。
られたという。
群れの動きをシミュレートする魅力をクリ
群れの動きをシミュレートする魅力をクリ

ストフ氏は次のように語っている。
「群れの動
ストフ氏は次のように語っている。
「群れの動
きの作成で、もっともおもしろいのはその演
きの作成で、もっともおもしろいのはその演
技付け（コレオグラフィー：Choreography）
技付け（コレオグラフィー：Choreography）
だと思う。アニメータによって個々のサイク
だと思う。アニメータによって個々のサイク
ルの動きが作成されたのちに、それらに群れ
ルの動きが作成されたのちに、それらに群れ
としてのパフォーマンスを与える作業は、
としてのパフォーマンスを与える作業は、ちょ
ちょ
うど個々の俳優に演技付けをしているような
うど個々の俳優に演技付けをしているような
白さがある。同時にそれは、目的のために戦
白さがある。同時にそれは、目的のために戦
略を練ってチーム全体を一定の方向に向かわ
略を練ってチーム全体を一定の方向に向かわ
せるスポーツ
せるスポーツ・
・チームのコーチの役割と、思っ
チームのコーチの役割と、思っ
てもいなかった偶然を引き起こす神の役割
てもいなかった偶然を引き起こす神の役割（こ
（こ
のために際限のないテストを重ねている）と
のために際限のないテストを重ねている）と
をかね備えているともいえる」
をかね備えているともいえる」
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が、Maya
が、Maya のパーティクル・システムにいく
のパーティクル・システムにいく
つかのプラグインを加えたものをもちいて作
つかのプラグインを加えたものをもちいて作
成される。ここでは、
（パーティクルの粒子の
成される。ここでは、
（パーティクルの粒子の

と映画「ジュラシック・パーク
と映画「ジュラシック・パーク 3」のふたつ
3」のふたつ
のプロジェクトをとおして、一
のプロジェクトをとおして、一 的にはグロー
的にはグロー
バル・イルミネーションでおこなわれている
バル・イルミネーションでおこなわれている

すると同時に、これらのキャラクタが使うサ
すると同時に、これらのキャラクタが使うサ
イクルの種類やサイクルのタイミングなども
イクルの種類やサイクルのタイミングなども
自由に決めることができ、
自由に決めることができ、フレキシブルに「演
フレキシブルに「演

このライティング手法は、アプローチとし
このライティング手法は、アプローチとし
て
て は、
は、 イ
イメ
メー
ー ジ・
ジ・ ベ
ベー
ース
ス ド・
ド・ ラ
ラィ
ィテ
ティ
ィン
ング
グ
（IBL）と似ている。クロム・ボール（反射す
（IBL）と似ている。クロム・ボール（反射す

の動きをあらわずパーティクルのデータとが
の動きをあらわずパーティクルのデータとが
レンダーマンに読み込まれる。ここでは、サ
レンダーマンに読み込まれる。ここでは、サ
イクルが事前に
イクルが事前に RIB
RIB ファイルに保存されてい
ファイルに保存されてい

ライティングに反映させている。ただ、IBL
ライティングに反映させている。ただ、IBL
では背景画像の各ピクセルの値をそのまま光
では背景画像の各ピクセルの値をそのまま光
源がもつ光の強さや色味としてもちい、実際
源がもつ光の強さや色味としてもちい、実際

かわりに）OBJ
かわりに）OBJ ファイルに保存されたキャラ
ファイルに保存されたキャラ
クタの形状を画
クタの形状を画 に表示し、群れの動きを作成
に表示し、群れの動きを作成

技付け」がおこなえる。レンダリングでは、
技付け」がおこなえる。レンダリングでは、
RIB
RIB ファイルに保存されたサイクルと、群れ
ファイルに保存されたサイクルと、群れ

るため、効率化のためのさまざまなレンダー
るため、効率化のためのさまざまなレンダー
マンの機能を生かすことができる。
マンの機能を生かすことができる。
たとえば、レンダーマンは、全てのジオ
たとえば、レンダーマンは、全てのジオ
メトリを一度にメモリには読み込まず、RIB
メトリを一度にメモリには読み込まず、RIB
ファイル内のジオメトリが実際にレンダリン
ファイル内のジオメトリが実際にレンダリン
グされる直前になって、はじめてそのジオメ
グされる直前になって、はじめてそのジオメ
トリをメモリに読み込む（使用メモリを大幅
トリをメモリに読み込む（使用メモリを大幅

に節約することができる）
。また、レンダリ
に節約することができる）
。また、レンダリ
ングする物体に、視点からの距離に応じて、
ングする物体に、視点からの距離に応じて、
最も適切なレゾリューションを自動的に割り
最も適切なレゾリューションを自動的に割り
当てることもできる。このようにレンダー
当てることもできる。このようにレンダー

マンの機能を最大限に生かすことができる点
マンの機能を最大限に生かすことができる点
が、このクラウド・パイプラインのもっとも
が、このクラウド・パイプラインのもっとも
優れた点だという。クラウド・パイプライン
優れた点だという。クラウド・パイプライン
は、
「
は、
「スター
スター・
・ウォーズ
ウォーズ：
：エピソード
エピソード 1」以降も、
1」以降も、
R&D
テクニカル・ディレクターの小野浩美
R&D テクニカル・ディレクターの小野浩美

氏によって、プロジェクトを経るごとにその
氏によって、プロジェクトを経るごとにその
改良がすすめられている。
改良がすすめられている。
群れの動き生成するツールといっても、
「ス
群れの動き生成するツールといっても、
「ス
ター・ウォーズ：エピソード
ター・ウォーズ：エピソード 1」で要求され
1」で要求され
たのは、個々が複雑な動きをするキャラクタ
たのは、個々が複雑な動きをするキャラクタ
が、一度に膨大な数登場するシーンを、許容
が、一度に膨大な数登場するシーンを、許容
範囲内の計算速度やメモリ容
範囲内の計算速度やメモリ容 で表現するた
で表現するた
めの方法だったが、その後、
「ジュラシック・
めの方法だったが、その後、
「ジュラシック・
パーク
パーク III」では、群れの習性をあらわすアル
III」では、群れの習性をあらわすアル
ゴリズム（Craig's
ゴリズム（Craig's Boid）をもちいて軌道が
Boid）をもちいて軌道が
自動的に生成され、また、軌道上のキャラク
自動的に生成され、また、軌道上のキャラク
タの動きに対応して、皮膚や筋肉の動きをシ
タの動きに対応して、皮膚や筋肉の動きをシ
ミュレートするツールをもちいたキャラクタ
ミュレートするツールをもちいたキャラクタ
のシェープの変形もおこなわれるようになっ
のシェープの変形もおこなわれるようになっ
た。さらに現在は、キャラクタとその周りの
た。さらに現在は、キャラクタとその周りの
環境との接触や干渉なども考慮して、よりシ
環境との接触や干渉なども考慮して、よりシ
ミュレーション的な要素を多く含んだ動きを
ミュレーション的な要素を多く含んだ動きを
生成することができるようになっているとい
生成することができるようになっているとい
う。
う。
上記のような利点がある反
上記のような利点がある反 で、レンダー
で、レンダー
マンはスキャンライン・レンダラーとしての
マンはスキャンライン・レンダラーとしての
限界をもっており、光の反射や屈折および間
限界をもっており、光の反射や屈折および間
接光の影響などを正確に表現することは非常
接光の影響などを正確に表現することは非常
に困難とされてきた。とはいうものの、ライ
に困難とされてきた。とはいうものの、ライ
ティングにおける高度なリアリズムへの要請
ティングにおける高度なリアリズムへの要請
は、ハリウッド映画においても高まるいっぽ
は、ハリウッド映画においても高まるいっぽ
うで、
うで、ILM
ILM は、
は、昨年の映画「パール
昨年の映画「パール・
・ハーバー」
ハーバー」
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ような複雑なライティング効
ような複雑なライティング効 を、レンダーマ
を、レンダーマ
ンをベースにして作り出す方法を考案した。
ンをベースにして作り出す方法を考案した。

プロジェクトでは、クロム・ボールに
プロジェクトでは、クロム・ボールに った背
った背
景の
景の 真のかわりに、背景を撮影したプレート
真のかわりに、背景を撮影したプレート
そのものをもちいることができるように改善
そのものをもちいることができるように改善

され、背景のライティングがめまぐるしく変
され、背景のライティングがめまぐるしく変
化するシーンにも対応できるようになった。
化するシーンにも対応できるようになった。

る材質でできた金属性の球）に
る材質でできた金属性の球）に った背景を撮
った背景を撮
影し、この背景画像の各ピクセルがもつ値を
影し、この背景画像の各ピクセルがもつ値を

作業プロセスとしては、まず、CG
作業プロセスとしては、まず、CG の物体
の物体
が置かれる
が置かれる 置にクロム・ボールを配置して撮
置にクロム・ボールを配置して撮
影をおこない（1）
、次にインハウス・ツール
影をおこない（1）
、次にインハウス・ツール
をもちいて、この
をもちいて、この 真を平
真を平 上にひろげた画像
上にひろげた画像

にこれらの光源でライティングをおこなって
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