
シルクロードの風・水・人～日本に至る遥かな道～ ・ＣＧ展示

CGで見るシルクロード
期間 平成18年12月5日～25日

場所 日本大学文理学部百周年記念館ラウンジ

３次元表示したシルクロードの地形や遺跡を展示します。衛星

標高データと画像などからバーチャルリアリティー技術により
再現します。

主な展示

☆ 仮想地球儀デモ

風 シルクロード東側に吹く風

水 シルクロードの湖と川

人 新疆ウイグル自治区 情報通信ルート

人 3Dで見る遺跡立体視・3Dシルクロード

人 ３次元立体視映像で見るシルクロードの世界

協力：日本SGI（株）, シリコンスタジオ（株）、東洋大学土田研究室
CG制作 :岸良智、呉羽彬、鈴木将功、野牧賢志、横山隆介、

照山 康平、稲葉真人、千葉亮太、佐藤雄一（東洋大学）

日本大学文理学部情報システム解析学科 夜久研究室
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日本大学文理学部情報システム解析学科 夜久研究室
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概要

GTOPO30という衛星標高データを元に、ＶＲＭＬ（Virtual 
Reality Modeling Language）という仮想現実記述言語を

使用して作成した３Ｄ地図です。ＣＧ展示の中で使われて

います。

機材とデータ

偏光立体視システム・・・ＶＲＭＬプログラムを自動的に偏光立

体視表示。

GTOPO30・・・米国地質調査所EROSデータセンターの職員

が中心となり作られた全地球数値標高

モデル。３０度（約９００メートル）グリッド。

内容

ユーラシア大陸全域。１８０×３６０（０．５度刻み）の標高

データを用いて作成。画像はNASA公開の衛星写真 。

VRML表示したシルクロード全域

3Dシルクロード全景

協力 中山裕則
CG制作 : 呉羽 彬、野牧 賢志
日本大学文理学部情報システム解析学科 夜久研究室



概要

衛星画像、観測データ、

仮想現実技術を組み合
わせて、シルクロード東
側地域の風の動きを表
現します。仮想気球で風
を可視化します。

機器とデータ

擬似立体視スクリーン

３Ｄシルクロード（自製）

風の観測データ

内容

２００２年３月のシルクロ

ード東側の風の動き。

見方

すこし離れてご覧下さい。

協力 遠藤邦彦、李相勲
CG制作 : 鈴木将功
日本大学文理学部情報システム解析学科 夜久研究室

風 シルクロード東側に吹く風

風のアニメーション
赤い線はシルクロード

擬似立体視スクリーン



概要

Google Earth を加工

して著名地域を巡回す

るＣＧを実演します。

機器

Google Earth ・・・仮想

地球儀の一種で、衛星

写真、航空写真、衛星
標高データ、Google 
検索などを組み合わせ

て、世界中の地理空間

情報を表示します。

内容

著名都市遊覧

エベレスト日大隊登山

ルートなど。

見方

動画を流すので椅子

に座ってご覧下さい。

現在の敦煌全域

協力：日本SGI（株）, シリコンスタジオ（株）

ＣＧ制作 照山康平、千葉亮太
日本大学文理学部情報システム解析学科夜久研究室

仮想地球儀デモ
GoogleEarth

現在のイタリア全域



シルクロードの湖と川

概要

シルクロード地域の水に関するＣＧ展示を行います。

中国の新疆ウイグル自治区タリム盆地の砂漠にあるロプノール湖の
google earth 画像である。ロプノール湖は湖に流れ込むタリム川が

砂丘の変化によって移動することにより、湖自体の位置も移動し、時
に消えてしまったように見えるため、昔から「消える湖」、「さまよえる
湖」と呼ばれてきた。

内容

ロプノール湖のGoogleEarth画像

シルクロード東側（長江）の流域区分

日本大学文理学部情報システム解析学科 夜久研究室
CG制作 : 横山 隆介

水

現在のロブノール湖周辺 長江流域区分図



概要

シルクロードには、楼蘭やカ

ラホトなど数多くの遺跡が存在
します。それらの遺跡を、写真、
配置図などから３次元ＣＧにし
ます。仮想世界に創られた遺跡
では、閲覧者が自由に移動す
ることができます。

遺跡の多くは砂漠化による風

化や雨水による浸食などで被
害を受けています。３Ｄ遺跡は
作成時の状態を永く保存する役
割も持ちます。

機器と制作法

機器 偏光立体視装置

制作法 ＶＲＭＬモデルの構築は積
み木細工と同様で、あらかじめ
用意された基本形状の物体（直
方体や球など）を組み合わせた
り、座標を定めたり、頂点を結
んだり、面を形成したりして、複
雑な物体を創り出していきます。

内容と特徴

３次元のアンコールワット遺跡

カラホト。 アンコールワット

CG制作 : 岸良 智
日本大学文理学部情報システム解析学科 夜久研究室

人

偏光立体視装置

カラホト

3Dで見る遺跡立体視
設置してある偏光めがねでご覧下さい



内容内容

本展示の内容は、下記のような項目となっています。各
項目ごとに一分ほどの短い映像に編集しています。

•万里の長城(中国)

•故宮(中国)

•敦煌と雲崗の石窟(中国)

•アンコールワット(カンボジア)

•３大ピラミッドとアブシンベル神殿(エジプト)

•パルテノン神殿(ギリシャ)

•ミラノ大聖堂(イタリア)

•サン・ピエトロ大聖堂(バチカン)

機器機器

本コンテンツの製作には家庭用デジタルカメラに取り付
けることで3次元立体視用の映像が撮影可能なキットNu 
View（ヴィジュアルウェア社とIcuiti 社が共同開発）用いて

います。

本コンテンツを3次元立体視映像として見るために、ヘッ
ドマウントディスプレイ Eyewear （ヴィジュアルウェア社）を

用いています。

Contents

３次元立体視映像で見る３次元立体視映像で見る

シルクロードの世界シルクロードの世界

Synopsis
概要概要

ヘッドマウントディスプレイ を使ってシルクロードやその

周辺の遺跡などの３次元立体視映像を見ることができま
す。

コンテンツは東武ワールドスクウェア様協力の下にミニ
チュアを撮影したものです。ミニチュアのクオリティの高さ
から、本物の遺跡と見間違う程の迫力と臨場感を体験で
きるものを提供します。

Equipment

万里の長城万里の長城

サン・ピエトロ大聖堂サン・ピエトロ大聖堂

パルテノン神殿パルテノン神殿

雲崗の石窟雲崗の石窟

※実際にはこれらの映像が３Dとして表示されます

CG制作：東洋大工学部土田研， 協力：東武ワールドスクウェア

人



新疆ウイグルの
情報通信ルート

概要

シルクロード奥部の中国新疆ウイグル自治区

内におけるインターネット回線ルートを示します。

昔は長時間かかった通信が今ではインターネット

で即座に届くようになったことが分かります。

機器とデータ

３Ｄシルクロード（自製）

新疆ウイグルの統計データ

内容

ウルムチ周辺のインターネット回線。

回線の速度や距離。

協力： 守屋政平、韓東力
ＣＧ制作： 野牧賢志・稲葉真人
日本大学文理学部情報システム解析学科 夜久研究室

人
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