
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当サークルの公式ウェブサイト（http://www.x68uec.org/）にて過去の

会誌の電子版も公開しております。制作したゲームの配布や活動報告も行っ

ておりますのでこちらもお願いします。 

電気通信大学 X680x0同好会 令和 3年度会長 

石田和貴 

この度は電気通信大学 X680x0同好会の会

誌「68通信」を手に取ってくださりありがとうござ

います。 

当会誌には会員たちが活動の中で得た知見や

成果、はたまた旅行のレポなど好きなことを語り

たいだけ語った素敵な記事が収録されています。

パラパラとめくり、目に留まった記事だけでも楽し

んでいただければ幸いです。 

 

  



 
  



3DCGの基礎知識 Objファイルを描画するまで

author: namn1125
date: 2021/10/21

この記事は Qiitaに掲載している 3DCGの基礎知識 Objファイルを描画するまでという記事
を同好会の会誌向けに再編集したものです。Unityみたいなゲームエンジンを自作してみたいと
いう人、ゲームエンジンに頼らず 3Dゲームを作ってみたいという人にとってお役に立てば幸い
です。なお Qiitaの方には Rust wgpuで 3DCGに挑戦するという姉妹記事もあげており、こち
らは Rust 2 Advent Calendar 2020 - Qiita の 20日目記事になっています。

(以降、オリジナルと同じになります。)

2つの記事は、Unityによるゲーム制作に嫌気がさした筆者が、ゲーム制作の未来を担うモダ
ン言語 Rustでゲーム制作を行うために 3DCGをやってみるという内容です。本記事ではこの
うち、理論編ということで、今回取り組むうえで必要だった知識について、Rustと wgpuに関
係ない部分を簡単にまとめています。3DCGを行うためのすべての知識を列挙しているわけでは
ない点に注意してください。

Unityで 3Dモデルをロードする方法 (あるいは Blenderで 3Dモデルをエクスポートする方
法)はいろいろありますが、その中でも扱いやすい Objファイルを使用して 3Dモデルを描画で
きれば、Unityがなくても 3Dゲームプログラミングが可能になるかもしれません！ それが本
記事の目標です！

本記事は、3DCGAPIとして OpenGLやWebGL、Vulkan、WebGPUなどを想定し、GLSL
に合わせた内容となります。検証は Rustの gfxライブラリによる実装と Rustの wgpuライブ
ラリによる実装で行いました。とはいえ、GLSL はほとんど書かないつもりです。シェーダー
ファイルとの連携方法みたいな具体的な話は、フロントに使う言語 (JavaScript & WebGLなの
か、C++ & DirectXなのか、Rust & wgpuなのか…以降本記事のローカルルールとして便宜
上フロント側などと呼ぶことにします。実際になんて呼ぶのかはわかりません。)によって大き
く変わってしまうので、そういった話は今回はしません。Objファイルを描画するための基礎知
識集という位置づけです。

0. リンク集
リンク集は通常最後に書くものだと思いますが、私の下手な記事よりも私が参考にしたサイト

のほうが詳しいと思うので、最初のほうに載せさせていただきます

•「WebGLの基本」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/ja/
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•「【3Dモデル】Objファイル基礎」
https://yttm-work.jp/model_render/model_render_0001.html

•「チュートリアル 7：モデルのロード」
http://www.opengl-tutorial.org/jp/beginners-tutorials/tutorial-7-model-loading/

•「その 70 完全ホワイトボックスなパースペクティブ射影変換行列」
http://marupeke296.com/DXG_No70_perspective.html

•「Phongの反射モデル - Wikipedia」
https://ja.wikipedia.org/wiki/Phongの反射モデル

•「その 44 深度バッファシャドウの根っこ：0から原理を眺めてみよう」
http://marupeke296.com/DXG_No44_DepthBufferShadow.html

•「Graphics by Squares: a Gfx-rs Tutorial」
https://suhr.github.io/gsgt/

•「Introduction | Learn Wgpu」
https://sotrh.github.io/learn-wgpu/#what-is-wgpu

WebGL Fundamentals (WebGLの基本) が基礎から書かれていて一番詳しいです。本記事で
雰囲気をつかんで本格的に学びたくなった方に最適だと思われます。(JavaScriptのコードはか
なり長くごちゃごちゃとしていますが…)

そのほか細かい情報についてはマルペケつくろーどっとコムさんの記事がめちゃくちゃ参考に
なります。ゲーム制作をする人はみなここにお世話になっているんじゃないかと思います。

前置きが長くなりました。早速内容に入りましょう！

1. 頂点シェーダー (Vertex Shader)
まず OpenGLや GLSLとはなんでしょうか？ とても簡単に言えば「面倒な計算を GPUに任

せるためのインターフェース」です*1。

面倒な計算というのは、3DCGの場合「頂点の座標変換計算」と「ゲーム画面の 1ピクセル
ごとの色の決定」になります。前者は頂点シェーダーで行い、後者はピクセルシェーダーで行い
ます。

3D モデル (ポリゴン) は時にはものすごい頂点数になります。そのため「頂点の座標変換計
算」はものすごい計算量になります。面倒な計算と言ったのはそのためです。GPUは CPUに
比べて簡単な並列計算がとても得意なので、こういった計算に向いているというわけです。

頂点シェーダ (Vertex Shader) で行う座標変換計算は、3DCG の場合二つの要素からなり

*1 この箇所に限らず記事全体について、解説のしやすさを優先し、思い付きで記述しているので、多分に間違いを
含んでいる可能性がありますが、ご了承ください。
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ます。

単純な移動&3Dっぽくする

一つ目は、頂点を適切な位置に移動させるための計算です。

例えば 1秒ごとに y軸中心で 2°ずつ反時計回りに回転するポリゴンがあったとします。すべ
ての頂点について CPUで (例えば、普通のプログラミング言語で普通に)位置を計算するプログ
ラムを書いたとすると、計算に日が暮れてしまいます。そこで、あらかじめ回転する量をシェー
ダにあげておき、回転する計算を並列に行わせます。

「3Dのように見せるための変換」を例にこの計算をビジュアル化してみたいと思います。

中学の技術科を思い出してください。三次元の物体を描く際、次のような「第三角法」で展開
図のように物体を描くことがあったかと思います。

図 1 第三角法で描いた物体

何も移動・回転計算を行わなかった場合、真ん中に描かれた正面から見た図形が表示されるで
しょう。今度はこの L字物体を、同じく中学技術で扱ったであろうキャビネット図で描いてみる
と次のようになります。
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図 2 キャビネット図

キャビネット図は 3D “もどき” な描画法ですが、人力でも簡単に描けるぐらい計算が単純
です。

1. もっとも前面にあたる正面図を普通に描く
2. 奥の物体は、斜め 45°の方向に、実際の距離の 1/2で描く

よって、奥行きを z座標として考慮した場合*2の作図に用いられる各頂点の x, y座標 (便宜上
𝑥′, 𝑦′ としましょう) は次のように求まります。

𝑥′ = 𝑥 + 𝑧
2
√

2
𝑦′ = 𝑦 + 𝑧

2
√

2

これをもとに座標変換するための行列を用いた式は以下のようになります。
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頂点シェーダーでは、あらかじめこのような変換行列をシェーダーにアップロードし、その
あとに頂点をアップロードして計算を並列に行わせます。今例として挙げた変換行列が実際の
3DCGで使われることはまずないと思います (やろうと思えば当然できます)が、原理的には同
じようなことをしていると考えることができます。

具体的に考える計算は拡大・平行移動・回転になります。拡大行列、平行移動行列、回転行列
は掛け合わせることができるので、シェーダーにアップロードする前に計算してしまいます。た
だし、順番によって結果が変わる点に注意が必要です。

*2 この座標系は左手系となります。詳しくは調べていませんが、3DCG では、右手系左手系どちらについても使
われることがあるようです。
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頂点シェーダーでの座標計算は「WebGLの基本」の最初のほうでかなり丁寧に解説されてい
ます。行列の計算についても書かれており前提知識がなくても読みやすいのでおすすめです。

•「WebGL二次元で移動すること」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/ja/webgl-2d-translation.html

•「WebGL - 三次元正投影」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/ja/webgl-3d-orthographic.html

遠近法

頂点を移動させただけでは 3次元のようにはなりません。近くの物体は大きく、遠くの物体は
小さく描かれることで、より 3Dに見せることができます。

遠近を決めるにはカメラが必要です。物体のワールド座標をカメラの座標に応じて変形させま
す。カメラには次に示すようなパラメータがあります。(すべてを頂点シェーダーで使用すると
は限りません。)

• カメラ座標
• カメラの目線
• カメラの上方向 (目線軸の回転量)
• 画面のアスペクト (縦横)比
• 視野角
• near Z (描画する最も近くの Z座標)
• far Z (描画する最も遠くの Z座標)

これらの値から、視錐台というものを想定し、この台の中に存在する物体を描画するようにし
ます。

図 3 視錐台
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遠近法に基づく変形について詳しい話は、次のサイトがとても参考になります。

•「その 70 完全ホワイトボックスなパースペクティブ射影変換行列」
http://marupeke296.com/DXG_No70_perspective.html

私は Rustでの実装ではパースペクティブ行列の用意をライブラリに頼りました。一から実装
しても良いですが、車輪の再開発と思う*3ならばそれぞれの環境において既存のライブラリの存
在を調べると良いでしょう。

2. ピクセルシェーダー (Fragment Shader)
頂点シェーダーでは、ポリゴンの頂点位置を変形する処理を行いましたが、いわばテントの骨

組みを組んだだけであり、テントに張った布については何もわかっていません。ピクセルシェー
ダー (Fragment Shader) ではこの頂点に囲まれたピクセルの色を決定します。

平面は頂点が 3つあれば決まることより、基本的にシェーダーでは 3頂点がそろうことで一
つの平面が描かれます *4。3Dモデルでは複雑なものでも基本的にすべて三角形で描かれること
になります。この三角形を利用して、三角形内部のピクセルを補間します。補間は、頂点シェー
ダーからピクセルシェーダーに渡される値が頂点間でなめらかになるように行われます。

2つのシェーダーとシェーダーに渡すデータをまとめると次の図のようになります。

図 4 シェーダーの関係

*3 もっとも Unity を捨てている時点で車輪の再開発ではあります。要はそこに主眼を持たないならばという意味
です。

*4 設定次第では四角形で描画することもできますが、本記事では扱いません。
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色は、頂点シェーダーから渡された補間値を使ったり、3Dモデルに張り付けるテクスチャ画
像から抽出したり、さらにそれに陰影を付けるなどをして決定します。つまり、ピクセルシェー
ダーの仕事は、テクスチャ画像からの色の抽出や、陰や影を付けたりといった処理ということに
なります。

もし、3頂点について座標と色を渡すと、両方に関して補間された値がピクセルシェーダーに
渡されます。試しに「赤い頂点」、「緑の頂点」、「青い頂点」を渡すと、次のように描画されます。

3頂点

1 [

2 # [座標, 色],

3 [[ 0.0, 0.5], [1.0, 0.0, 0.0]],

4 [[-0.5, -0.5], [0.0, 1.0, 0.0]],

5 [[ 0.5, 0.0], [0.0, 0.0, 1.0]],

6 ]

図 5 頂点間の色が補完される

頂点間に関しては補間された色になっていることがわかります。繰り返しになりますが、補間
は色に関してだけではなく、頂点座標やそのほか頂点シェーダーからピクセルシェーダーに渡さ
れるすべての情報について行われます。ちなみに補間ではなく定数を渡したい場合などは、頂点
シェーダーからピクセルシェーダーに渡すのではなく、フロントのプログラムから直接 �Uniform�

な値として渡すのが定石です。

3頂点について座標と平面に適用するテクスチャの座標を渡し、ピクセルシェーダーにてテク
スチャサンプリングを行うようにすると、テクスチャを平面に合うように変形させて表示させる
ことも可能です。

3頂点
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1 [

2 # [座標, テクスチャ座標],

3 [[ 0.0, 0.5], [0.0, 0.0]],

4 [[-0.5, -0.5], [0.0, 1.0]],

5 [[ 0.5, 0.0], [1.0, 0.0]],

6 ]

図 6 テクスチャの適用

この節で解説した内容は、WebGLの基本の次のページで詳しく解説されています。

•「WebGLの仕組み」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/ja/webgl-how-it-works.html

•「WebGL Textures」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-textures.html

3次元描画特有の問題

ここで 3次元に話を戻すと、3次元っぽく 2次元平面にオブジェクトを描画するために位置を
変形させられた頂点を骨格として、その中を塗りつぶすことで 3次元っぽく描くということにな
ります。ここで問題になってくるのは、描画されない隠れる部分がある ということです。

とても簡単な例は立方体です。
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図 7 図形描画の問題

この図について、真ん中に示すように面 Aのほうが前方にあるように描画をしたいとします。
もしここで何も考えず面 A →面 Bというように描画してしまうと、一番右に示すみたいに面 B
のほうが前方に描かれてしまいます。

全てのオブジェクトについて描画前に面の描画順序を決めることでも解決できそうですが、と
ても難しそうです。そこで 2つの考え方からこの問題に取り組みます。

描画する平面としない平面
そもそも、面 Bは描画したい面なのでしょうか? 今回の場合、本当に描画したい立方体は次

のようなイメージになると思います。

図 8 理想的な立方体

面 Bは全く描画されていません。面 Bはカメラに対して「完全に裏側を向いている」面です。
実はこのような面は次のルールを適用することであぶりだすことが可能です。

• カメラからみて、3頂点の座標を渡された順に見ると反時計回りになっている面を表とし、
描画する
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時計回りでも同じことができますが、とにかくシェーダーに頂点を渡す順番を一つの回り方に
定めます。すると、決めた回り方と反対回りで渡されるときは「裏を向いている」ことがわかる
のです！

図 9 表と裏

頂点の順番は立方体のモデルを作成する際に指定できます。カメラに向いている面が表になる
ように反時計回りに頂点を渡すようにしましょう。
面 Aが表を向いているとき面 Aを構成する頂点は反時計回りになっている一方、面 Bの頂点

はカメラからみて時計回りになり、描画対象ではないことがわかります。このようにして、描画
対象から面 Bを外すことができます。

深さで描画を制御する －深度バッファ
前の方法で対策をとっても、以下のように「描画される面同士」の場合は矛盾が起きてしまう

可能性が残っています。

図 10 描画順問題

水色の面 →赤い面という順番で描画される場合は問題ありませんが、赤い面の後に水色の面
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が描画されると右図のような現象が発生します。ここまでもったいぶりましたが、これを回避す
る方法はいたって単純です。「面の位置する深さ」、すなわち頂点の Z座標から得られる深さを保
存しておき、上書きされそうなときにより手前にあるほうのピクセルを残せばよいのです。(つ
まり面の描画順を決めたりはしません。)

そのために、色情報だけを保存するのではなく、深さも同時に保存しておく必要があります。
その保存領域は深度バッファとして用意します。これはフロント側での仕事で、GLSL側では頂
点シェーダーの段階で Z座標を含めた適切な情報を �gl_Position � 変数などに渡せれば問題ない
はずです。

ここまで紹介した話題の関連リンクです。

•「WebGL - 三次元正投影」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/ja/webgl-3d-orthographic.html

•「その 71 深度バッファの精度って？」
http://marupeke296.com/DXG_No71_depthbuffer.html

次の節以降もピクセルシェーダー関連の話題ですが、少し重いので、ピクセルシェーダーとし
ての節はここで終了とします。

3. 光の導入
シェーダーの各段階におけるトピックをそれぞれ説明してきましたが、まだここまでの知識で

は 3Dモデルを描画してものぺっとした感じになります。理由は単純で、ライトについて何も考
えていないので面が単調で、立体感が損なわれているためです。

Unityにも太陽 (ライト)があるように、3DCGを行う場合は光源を設定し、光源から発せら
れる光が反射したことで 3Dモデルの色が描画されているように見せかける必要があります。本
当に光が反射しているようにシミュレートする技術である「レイトレーシング」が最近は話題で
すが、(最新の強つよグラボならなんとかなるでしょうが…)こちらは計算が重いので今回はやめ
ておきましょう。

レイトレーシングの代わりに、Phongの反射モデルを使って疑似的に光の影響をシミュレート
する手法を取ります。このモデルでは、光とオブジェクトの間で次の 3要素について考えます。
めちゃくちゃ乱暴に言うと次のような感じです。

• 環境光: 全体的な明るさ
• 反射光: オブジェクトの色
• 光沢: オブジェクトにうつる反射された光源。光沢のようになる。鏡のようなイメージ

青い球体を描画しつつ、詳しく見ていきます。
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環境光 Ambient Light

暗い部屋で電気をつけると全体が明るくなります。この時、光の方向などに関係なく基本的に
は一様に明るくなるかと思います。これは、光源から出た光があらゆる場所に乱反射した結果起
こる現象だそうです。

この一定に明るくなる光を描画します。3DCGでは「全体について*5最低限これぐらい明るく
したい・明るくなる」みたいな位置づけだと思います。

後述しますがオブジェクトにはマテリアルというものがくっついていると考えます。このマテ
リアルには、色や使用するテクスチャなどの情報があります。マテリアルが持つ環境反射係数 𝑘𝑎

と環境光の強さ 𝑖𝑎 (ともに 3次元ベクトルです。それぞれの要素を掛けます。以降ドット積では
ないものはすべて要素ごとの積 (アダマール積)とします。)より、環境光によって加算される分
の色 𝐶𝑎 は次の通りです。

𝐶𝑎 = 𝑘𝑎𝑖𝑎

以下環境光のみがあった場合のイメージです (薄暗くて申し訳ありません…)

図 11 環境光

反射光 Diffuse Light －陰を付ける

ここからは光に方向性があるものとして議論を進めていきます。

光線が反射することでオブジェクトが見えるとします。面が光線に対して垂直なときに明る
く、面と光線が平行なときは暗くなることは想像に難くありません。

*5 記事ではお茶を濁していますが、𝑖𝑎 は各光源のもつ強さの合計を使用しても、定数として設定してもどちらで
も良いかと思います。実装方法次第です。私は合計になるような形で実装しました。
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図 12 反射光と陰の関係

面が斜めの時はその中間になるようにするだけで、なんと 3Dっぽく見えてしまいます。これ
が反射光 (Diffuse Light)です。

面の向いている向きを法線ベクトル 𝑁 、光線方向の逆ベクトル (オブジェクト表面から光源
に向かう向き) を 𝐿 とし、両方のベクトルの大きさを 1 とすると ( �normalize � 関数などを使
うことで大きさを 1にできます。)、面と光線のベクトルの内積が最もこの用途に適しているで
しょう。

図 13 内積と光線

環境光と同様に光源ごとに設定されている光の強さを 𝑖𝑑、マテリアルが持つ拡散反射係数を
𝑘𝑑 とすると、光源ごとの反射光によって加算される分の色 𝐶𝑑 は次の通りです。

𝐶𝑑 = 𝑘𝑑(𝐿 ⋅ 𝑁)𝑖𝑑
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以下反射光のみがあった場合のイメージです

図 14 反射光

ちなみにこの反射光によって「陰」が表現できたことになります。ここでいう「かげ」は、物
体にあたる光の量が異なることで生じる明暗のことです。一方、同じ読み方をする「影」、すなわ
ち複数の物体間で起きる光がさえぎられることによって生じる明暗は、「複数の物体と光源」の
相対的な位置関係から決定されるので、今解説したような単純な仕組みでは実装できません。こ
れについては 5. 影を付けるの節で再び触れたいと思います。

反射光については、次のページが参考になります。

•「WebGL三次元指向性光源」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/ja/webgl-3d-lighting-directional.html

•「WebGL三次元点光源」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/ja/webgl-3d-lighting-point.html

光沢 Specular Light

つやつやした面には、光源の光が強く反射される点がありテカって見えます。いわゆる光沢
は、光線がオブジェクト表面にて反射して直接目に入ってくるという場合に強くなるものです。
すなわち、下の図のように、目、光源、面の法線の関係で強さが決まります。
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図 15 光沢と光線

反射光の時とは違い、光線そのものではなく、目線と光線の中間にあたるベクトルと法線の内
積で強さを決めます。反射光に少し似ていますが、「光源そのものの鏡による反射」と考えると
(反射という文字列が入っていてややこしいですが…)違うイメージが持てるかと思います。

ここまでと同様に光源ごとに設定されている光の強さを 𝑖𝑠、マテリアルが持つ鏡面反射係数を
𝑘𝑠 とし、中間ベクトルを 𝐻 、光沢感を出すために設定する内積を累乗する回数を 𝛼 とすると、
光源ごとの光沢によって加算される分の色 𝐶𝑑 は次の通りです。

𝐶𝑑 = 𝑘𝑠(𝐻 ⋅ 𝑁)𝛼𝑖𝑠

以下光沢のみがあった場合のイメージです (暗くて申し訳ないです…)

図 16 光沢

光沢は目線の移動の影響を強く受けるので、ゲーム内で目線が動く時に立体的に感じさせる効
果が期待できそうです。
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光沢については次のページが参考になります。

•「WebGL三次元点光源」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/ja/webgl-3d-lighting-point.html

これらの和

そしてここまで紹介した 3 要素の合計が表面の色 𝐼𝑝 になります。Phong の反射モデル-
Wikipedia によると最終的に以下のような式となります。(光沢のみ少し計算方法が異なり
ます。)

𝐼𝑝 = 𝑘𝑎𝑖𝑎 + ∑すべての光源 (𝑘𝑑(𝐿 ⋅ 𝑁)𝑖𝑑 + 𝑘𝑠(𝐻 ⋅ 𝑁)𝛼𝑖𝑠)

全ての要素を足すと次のように描画されます。…設定が甘いせいで光沢が全然ないですがご容
赦ください…

図 17 陰が描写された球

以下参考になるページです。

•「その 42 何だか取っ付きにくい「ライト」をまとめてみました」
http://marupeke296.com/DXG_No42_HowShouldISetLight.html

•「WebGL三次元指向性光源」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/ja/webgl-3d-lighting-directional.html

•「WebGL三次元点光源」
https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/ja/webgl-3d-lighting-point.html

4. Objファイルを覗いてみる
ここまで紹介した話題は実は Obj ファイルの中身を理解するためのものであったりします。

というわけで、いよいよ Objファイルを読み解いていこうと思います！
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Blender を立ち上げたときにデフォルトで表示される立方体に緑色のマテリアルを付与し
�cube.blend � という名前で保存後、それを �.obj � 形式でエクスポート※します。すると以下のよ
うな Objファイルが得られると思います。

※ ここまでの話と矛盾がないように、ジオメトリ →三角面化にチェックを入れてエクスポート
しています。普通にエクスポートした場合は三角面化されておらず �f� 命令に渡される頂点数が 4
つになっているかと思います。

cube.obj

1 # Blender v2.83.5 OBJ File: 'cube.blend'

2 # www.blender.org

3 mtllib cube.mtl

4 o Cube

5 v 1.000000 1.000000 -1.000000

6 v 1.000000 -1.000000 -1.000000

7 v 1.000000 1.000000 1.000000

8 v 1.000000 -1.000000 1.000000

9 v -1.000000 1.000000 -1.000000

10 v -1.000000 -1.000000 -1.000000

11 v -1.000000 1.000000 1.000000

12 v -1.000000 -1.000000 1.000000

13 vt 0.875000 0.500000

14 vt 0.625000 0.750000

15 vt 0.625000 0.500000

16 vt 0.375000 1.000000

17 vt 0.375000 0.750000

18 vt 0.625000 0.000000

19 vt 0.375000 0.250000

20 vt 0.375000 0.000000

21 vt 0.375000 0.500000

22 vt 0.125000 0.750000

23 vt 0.125000 0.500000

24 vt 0.625000 0.250000

25 vt 0.875000 0.750000

26 vt 0.625000 1.000000

27 vn 0.0000 1.0000 0.0000

28 vn 0.0000 0.0000 1.0000
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29 vn -1.0000 0.0000 0.0000

30 vn 0.0000 -1.0000 0.0000

31 vn 1.0000 0.0000 0.0000

32 vn 0.0000 0.0000 -1.0000

33 usemtl Material

34 s off

35 f 5/1/1 3/2/1 1/3/1

36 f 3/2/2 8/4/2 4/5/2

37 f 7/6/3 6/7/3 8/8/3

38 f 2/9/4 8/10/4 6/11/4

39 f 1/3/5 4/5/5 2/9/5

40 f 5/12/6 2/9/6 6/7/6

41 f 5/1/1 7/13/1 3/2/1

42 f 3/2/2 7/14/2 8/4/2

43 f 7/6/3 5/12/3 6/7/3

44 f 2/9/4 4/5/4 8/10/4

45 f 1/3/5 3/2/5 4/5/5

46 f 5/12/6 1/3/6 2/9/6

�#� で始まる行はコメントです。使用した Blenderのバージョン等が書かれています。 �mtllib

cube.mtl� はマテリアルについて記述したファイルを指定しています。

�v� 命令によって頂点座標が記述されています。

1 v 1.000000 1.000000 -1.000000

ここでは頂点座標を宣言しているだけのようなものであり、これ自体はまだ「描画するための
頂点情報」としては不完全です。

�v � 命令ブロックの次のブロックでは �vt � 命令でテクスチャ座標を宣言しています。

1 vt 0.625000 0.500000

これも後ほど使うために宣言しているのみで、この情報単体では意味を成しません。

3つ目のブロックでは、�vn � 命令によって面の法線を宣言しています。法線は反射光を実現する
のに必要不可欠なのでした。

1 vn 0.0000 1.0000 0.0000

そして、この 3つの宣言を用いて、描画する頂点を指定することで面を記述しています。面が
もつ 3つの頂点を順番に渡せばシェーダーが面を描画してくれるのでした。
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1 f 5/1/1 3/2/1 1/3/1

それぞれの頂点情報は使用する �座標番号/テクスチャ座標番号/法線番号 � が指定されていま
す。上で宣言された要素と番号が 1始まりで対応しています。面の持つ頂点は、表を向いている
ときに反時計回りになるように宣言されているはずです。(多分…確かめた限りでは)

図 18 Obj 構造

これらの頂点情報を用いることで、「面の向き」と「法線」が*6得られるので、反射光を含めた
3DCGがようやく描けそうです。そして、あとは色の情報が必要です。これはマテリアルをまと
めた �.mtl � ファイルのほうに記述されています。

cube.mtl

1 # Blender MTL File: 'cube.blend'

2 # Material Count: 1

3

4 newmtl Material

5 Ns 323.999994

6 Ka 1.000000 1.000000 1.000000

7 Kd 0.000000 1.000000 0.000000

8 Ks 0.500000 0.500000 0.500000

9 Ke 0.000000 0.000000 0.000000

10 Ni 1.450000

11 d 1.000000

12 illum 2

マテリアルファイルには、今回は書かれていませんがテクスチャ情報 (テクスチャ画像の名前)
や、先ほど 3. 光の導入の節で解説した各種係数が記述されています。�Ka � は 𝑘𝑎、�Kd� は 𝑘𝑑、�Ks � は

*6 数学的には面の向きと法線は同意義かもしれませんが、ここまでで解説した通り、面の向きは描画対象である表
向きを検出するためのみ、法線は反射光を返す強さを決定するために用いられ、つまり用途が異なります。一応
念のため。
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𝑘𝑠 に対応しています。

これらの情報を読み込んで、どう使うかはフロントとシェーダーの記述次第です。Objファイ
ルのロードは結構ライブラリが落ちているみたいなので、探してみると良いと思います。Rust
の場合は pistonが提供しているものや tobjというライブラリがあります。

•「PistonDevelopers/wavefront_obj: A parser written in rust for the wavefront .obj file
format.」
https://github.com/PistonDevelopers/wavefront_obj

•「tobj - Rust」
https://docs.rs/tobj/2.0.3/tobj/

私は tobjの方を使用しています。

以下にこの節の関連リンクを載せます。(まるぺけの方は Objファイルではなく FBXファイ
ルに関してですが、参考にはなると思います。)

•「【3Dモデル】Objファイル基礎」
https://yttm-work.jp/model_render/model_render_0001.html

•「チュートリアル 7：モデルのロード」
http://www.opengl-tutorial.org/jp/beginners-tutorials/tutorial-7-model-loading/

•「その７ テクスチャはマテリアルと共に」
http://marupeke296.com/FBX_No7_TextureMaterial.html

5. 影を付ける － Shadow Mapping
Objファイルとはもうあまり関係のない話題ですが、姉妹記事のほうで取り組んでいるためこ

ちらで原理を解説します。

反射光 Diffuse Light －陰を付けるの節のところで解説した通り、シェーダーにおいて影は陰
と比べて描画するのが難しいです。なぜなら、ここまでで解説した頂点情報が渡されても、他の
オブジェクトとの関係をシェーダーは知らないので、シェーダーだけの力では描画できないから
です。フロントとの協力が必要になってきます。難しそうですね。

でも実は今回紹介するシャドウマッピングという手法は言葉として説明すると意外とシンプル
です。

• 影の原因となる光源の立場から見る。光源の座標に立ち、ある物体を見ると、その物体の
後ろ側は見えない。光線からすれば光が届かない場所であるから、他の場所から見ると、
その後ろ側は影になっているはずである。

とはいえ言葉だけだと難しいので映像を使おうと思います。最初のほうで描かれている白い点
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が光源位置とします。影が見えている状態からこの白い点に移動し、オブジェクトを光線目線か
ら見てみると、影がすっぽりとなくなっていることが観測できると思います。

( https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/205472/9a1d964a-2489-1894-
4ae6-930cbf5b186d.gif のリンク先を参照してください。)

つまり、最後に示した次の “写真” と、座標との対応を何かしらの方法で事前に取得しておけ
ば、どこが影になるかを判別することができます！

図 19 光源からは影が見えない

この写真を用いた影生成手法を深度バッファシャドウと呼ぶそうです。もう少し詳しい原理は
まるぺけさんのサイトを見ていただければと思います。

•「その 44 深度バッファシャドウの根っこ：0から原理を眺めてみよう」
http://marupeke296.com/DXG_No44_DepthBufferShadow.html

言うのは簡単だけど実際に行うのは難しい…というのがこの手法のイメージです。この記事は
原理の紹介にとどめるものですから、言うだけ言いました (笑)

ちなみに、Rustでの実装では次のプロジェクトを参考にしました。参考までに。

•「wgpu-rs/examples/shadow at master · gfx-rs/wgpu-rs」
https://github.com/gfx-rs/wgpu-rs/tree/master/examples/shadow

あとがき
ここまで読んでいただきありがとうございました！ 具体的な実装方法などが書かれていな

かったため雰囲気ぐらいしか出せなかったかもしれませんが、3DCGの雰囲気だけでもこの記事
から読み取っていただけたならば幸いです。
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電通大生のための UML入門

18ONZI

2021年 11月 16日

1 はじめに

1.1 なんで 4年が記事書いてるの？

会誌担当の namnium が下級生に「会誌書け」と押し付けなかったので書き手が足りなく

なったため 4年の ONZIが記事書いています. ちなみに絶賛卒論ヤバヤバ期なので彼には後

で叙々苑くらい奢ってもらわないと気が済みませんね.

1.2 本稿の対象者

プログラミング系の科目を扱う学部生, 特に I類の学生.

2 UMLを勉強しよう

2.1 UMLって何？

UML は Unified Modeling Language, 統一モデル言語と呼ばれるシステムや設計の記述

のための仕様記述言語です. IPA[1] の基本情報技術者試験とか, 応用情報技術者試験とか受

けたことある人は見たことあるのではないかと思います. UML にはたくさん種類がありま

す. ユースケース図やクラス図, コンポーネント図やアクティビティ図, 様々な種類がありま

すが本稿で扱う UMLアクティビティ図, クラス図に絞らせてもらいたいと思います. 理由は

全部紹介するの面倒くさいそれ以外は授業のレポートでもめったに書かないので必要ないか

なと思ったからです (主観). 多分 I類は書かない. ここまで聞いてプログラミング言語に精通

している人は「絵なのに言語なの？」という感想を抱いた人もいるんじゃないかなと思いま

す. 実際なんで自分も言語に分類されているかはわかりませんが絵も言語も情報の伝達手段と

いう観点からは類似している部分も多く, 古代の遺跡とかには絵っぽい文字が書いてあったと

か言うので絵も言語みたいなものなのではないかなと個人的に思っています.
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2.2 どんな場面で使う?

よく使われるのはソフトウェア開発の場でしょう. 私もアルバイトでドキュメント書くとき

とかは UML で図を書くため将来エンジニアとして働きたいなら覚えておいて損はないと思

います. 将来のことなんたどうでもいいよって方は授業で使うといいと思います. 我が電通

大の授業ではレポートに「プログラムの説明」を書くことが多いです. 多分次の, 一々クラス

Aはメンバ b,c,dを持ち...なんて説明を書いた事がある人はいるんじゃないでしょうか, 私は

ある. このプログラムを文章で表すの, 教員側にはプログラムの構造を言語化して理解しても

らうみたいな意図があるのかもしれないが普通にわかりにくいので図で書いたほうがいいと

思ってます. このようにレポートのクオリティを上げれる可能性があるので使いこなせるよう

になりましょう. *1

3 UMLを書くツール

3.1 PlantUML

UMLを書くツールとして第一候補に挙げられるのは PlantUML[2]です. PlantUMLはテ

キストベースの UML生成ツールで次のプログラム 1 のような記述をすると UMLを生成し

画像ファイルとして入手できるようになります.

ソースコード 1: PlantUMLの記述例

1 @startuml

2 package "Classic Collections" #DDDDDD {

3 Melon <|-- BlueMelon

4 Melon <|-- RedMelon

5 }

6 @enduml

図 1: PlantUML

*1 ちなみに電通大の全学教育である基礎プログラミング及び演習は基本的にプレーンテキストでレポートを提出
するので UMLを画像で載せて出すのが不可能である
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実行には Java が必要であり環境構築をする必要があります. Docker イメージが公式から

出されているのでそれを使うと良いでしょう. またWebブラウザで実行できるアプリがある

ためそれ使っても良いです. 本書ではこの PlantUMLを使って説明をしていきます. おそら

くWebブラウザでも問題なく読みすすめることができると思うので面倒な人はブラウザ版を

使ってください.

3.2 Draw.io

レポートの図作成のときにお世話になったことがあるであろう Draw.io[3]でも UMLを書

くことができます. ブラウザから GUIベースで直感的に図を作成できるので手軽に始めるこ

とができます. 反面, テキストベースではないため図を gitとかで管理できません. 社内のド

キュメントとかには使わないほうがいいかもしれません.

図の数が豊富で Dockerとか各プログラミング言語のアイコンとかもあるのでシステム構成

図とか書くときには良さそうな雰囲気がある.

3.3 手書き

意外に軽視されがちだけど手でかけることも重要だと思います. 今でこそオンラインで業務

をすることも多くなったため, あまり見られない光景になりましたがホワイトボードにプログ

ラムの構成を書いたりすることとかはよくありました. こういう場合一々パソコン開いてい

たら時間が足りないためサッと手書きで書くしかありません. パソコン以外でも手書きでも

UMLを書けるようにしておきましょう.

3.4 Excel

やめろ (本心)

4 速習 PlantUML

4.1 アクティビティ図の書き方

アクティビティ図とはシステムにおける命令実行の流れを記述したものです. フローチャー

トでは if文, for文等の制御構文が必要ですが当然 PlantUMLにはそれらを書く方法が用意さ

れています. ソースコード 2を見てみましょう. @startuml, @endumlはそれぞれ PlantUML

を書き始めるときに入れる文,PlantUML を終えるときに入れる文です. これらがないと

PlantUMLのコードだと認識してくれないので注意しましょう. あとはコードを読めばわか

ると思います.

1 @startuml

2 ‘フローチャートにおける開始記号を入れるためのコマンド
3 start
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4 ’単純なアクティビティ (操作)を書くときはこれ
5 :入力を受け取る;

6 ’ちなみにコメントは’でする
7 :printf(x68);

8 ’if文はこれ, elseifを使えば複数分岐を作ることができる
9 if (namnium飲んでなくない?) then (yes)

10 :Wowwow;

11 else (no)

12 :酒の飲んでないで仕事して♡;

13 endif

14 ’繰り返し文はこれ, whileと endwhileで書かれた部分に繰り返したい処理を入れる
15 while (namnium飲んでない)

16 :print("Wowwow");

17 endwhile

18 end

19 @enduml

これらのコードから生成された UMLが図 2です.

図 2: アクティビティ図の例

4.2 クラス図の書き方

クラス図とはオブジェクト指向におけるクラス間の関係を図に表したものです. 主に継承関

係やメンバ変数, メソッドの属性等を視覚的に表すために用います. それではコードを見てみ

ましょう.

ソースコード 2: hoge
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1 @startuml

2 ’クラスを定義
3 class Member {

4 ’()がつかない要素はメンバ変数
5 username password

6 ’()がついているものはメソッド
7 +payBuhi()

8 +otakuMove()

9 }

10 class Namnium {

11 ’+をつけるとpublicなメソッドになる
12 +sintyoku()

13 ’-をつけるとprivateなメソッドになる
14 -mutyaburi()

15 ’#をつけるとprotectedなメソッドになる
16 #drinkmazai()

17 }

18 ’インターフェースも定義できる
19 Interface IDentsudable {

20 +otakuMove()

21 }

22 ’継承は<|--で指定する
23 Member <|-- Namnium

24 Member <|-- IDentsudable

25 @enduml

これらのコードから生成された UMLが図 3です.

図 3: クラス図の例
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5 UMLを書いてみよう

5.1 演習 初年度の授業向けの UML作成

5.1.1 要件定義

次のような問題があったとします.

問題� �
ユークリッドの互除法を実装しレポートにまとめよ� �

電通大の 1年次の授業ではこんな感じの問題が出ることが多いですよね. このレポートをまと

めるときに UMLで書きましょうという話です. 今回書く図はアクティビティ図というもので

す. 多分フローチャートって言えば伝わると思います. 多分ソースコードはこんな感じ.

ソースコード 3: ユークリッドの互除法

1 #include <stdio.h>

2 int main() {

3 int a, b;

4 int tmp;

5 scanf("%d%d", &a, &b);

6 while (b != 0) {

7 tmp = a % b;

8 a = b;

9 b = tmp;

10 }

11 printf("%d", a);

12 }

ソースコードはこんな感じ

ソースコード 4: ユークリッドの互除法のフローチャートのコード

1 @startuml

2 start

3 :a, bを定義;

4 :a, bを入力から読む;

5 :tmpを定義;

6 while (bが 0でない)

7 :tmpに a%bを代入;

8 :aに bの値を代入;

9 :bに aの値を代入;

10 endwhile

11 :結果を出力;

12 stop

13 @enduml

これをフローチャートにすると次のような感じになる.
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図 4: ユークリッドの互除法のフローチャート

5.2 演習 クラス図作成

電通大の I類では経営・社会情報学プログラム以外 Javaを必修で触らないといけない授業

があります.

問題� �
終了できる機能をもつウィンドウを表示する Javaプログラムの作成をしなさい� �

多分こんな感じの問題が出ることが多いんじゃないですかね. ちょっと簡単すぎかも. 実行結

果は図 5ような感じになると思います.
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図 5: Windowの参考例

ソースコードは [4]のようになります.

ソースコード 5: 求められた Javaプログラム

1 import java.awt.event.WindowAdapter;

2 import java.awt.event.WindowEvent;

3

4 import javax.swing.JFrame;

5

6 class MyFrame extends JFrame {

7 public MyFrame() {

8 setSize(300, 200);

9 addWindowListener(new MyWindowAdapter());

10 }

11 }

12

13

14 class MyWindowAdapter extends WindowAdapter {

15 public void windowClosing(WindowEvent e) {

16 System.exit(0);

17 }

18 }

19

20 public class Main {

21 public static void main(String[] args) {

22 MyFrame f = new MyFrame();

23 f.setVisible(true);

24 }

25 }

PlantUMLのコードは次のような感じになります. ここで追加の説明ですが”–”のコマンドは

関連ということを示すものとなります. 大体クラスがインスタンスを持っているときとかはこ

れになる場合が多いです. *2

ソースコード 6: 求められたクラス図のコード

1 @startuml

2 class MyFrame {

*2 似たようなものに集約やコンポジションといったものがありますが説明が難しいので各自調べてください
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3 + MyFrame()

4 }

5 class JFrame {

6 addWindowListener()

7 }

8 class MyWindowAdapter {

9 +windowClosing()

10 }

11 class WindowAdapter {

12 windowClosing()

13 }

14 class Main {

15 +main()

16 }

17 MyFrame --|> JFrame

18 MyWindowAdapter --|> WindowAdapter

19 Main -- MyFrame

20 MyFrame -- MyWindowAdapter

21 @enduml

出来上がった UMLはこのようになります.

図 6: 求められたクラス図
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6 UMLのこれからと実際

これまで散々 UML のいいところばかりを語ってきたが UML にも弱点はいくつかありま

す. その中でも UML最大の弱点を上げるとするなら, は何も知らない人から見たら何が書い

てあるのかわからないという点である. 基本的に UMLの学習をした人やある程度ソフトウェ

ア開発に慣れた人しか読み書きすることができません. これは表記が直感的でなかったりする

のが原因です. そう考えるとあまり普及しているとは言いづらく技術書や Qiitaの記事を見て

も UMLで説明されている例は多くはないです. 個人の感想ですが有効なのは大学と IPAの

試験だけなのかなと思うところもあります. まあエンジニア同士の会話には有効な場合がそこ

そこあるんじゃないですかね (適当)

参考文献

[1] Ipa 独立行政法人 情報処理推進機構. https://www.ipa.go.jp/. (Accessed on

10/22/2021).

[2] Plantuml. https://plantuml.com/ja/. (Accessed on 10/22/2021).

[3] Draw.io. diagrams.net. https://app.diagrams.net/. (Accessed on 10/22/2021).

[4] 東京情報大学. Guiアプリケーション（swing). http://www.rsch.tuis.ac.jp/~ohmi/

software-basic/GUIswing.html. (Accessed on 10/29/2021).
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ヤ○ザ映画レビュー 

大高一輝 

1. はじめに 

私は趣味がいろいろありますが、浅いうえに偏っているので会誌の題材にはとても悩み

ました。何を書こうか直前まで悩みに悩んだ結果、その中でもあまり人に話さない内容で書

いてみることにしました。表題にある通り映画レビューですが、ジャンルはやくざです。漫

画などで極道が題材の作品に触れたことがある人は少なくないと思いますが、古い作品や

濃い作品はなかなか見る機会がないと思います。そういうわけで、新旧合わせて自分が面白

いと思ったやくざ映画について少々レビューしてみたいと思います。 

 

2. 仁義なき戦いシリーズ 

大半の人は名前とメインテーマは知っていると思います。仁義なき〇〇というタイトル

の動画や、バラエティ番組などでメインテーマが使われることがよくありますが、元ネタは

笑える内容ではありません(笑えるシーンはあります)。今回はメインの 5 部作についてそ

れぞれ印象を話していきます。 

2.1. 仁義なき戦い(無印) 

１作目は戦後間もないところから始まり、メインの組織である山守組の発足から成長、そ

して内部分裂までを描いています。山守組のモデルは実在します。というか、そもそもスト

ーリー自体が実際の抗争をもとに描かれているため、大体本当の話です。このように史実を

もとにした映画を実録物というのですが、この作品のヒットをきっかけに東映は実録路線

に舵を取ったそうです。 

菅原文太演じる広能がシリーズ全体の主人公としてストーリーが展開されますが、こ

の作品では途中で刑務所に入ってしまい、その間に組が大きく動くことになります。前半で

は仁義をもってストーリーが展開されていたのに対し、広能が逮捕された後では仲間内で

殺し合いを行うという対比が重みを与えている、なんてことをどこかの評論家が言ってい

ました。山守組の組長は、自分が組長として君臨し続けるためあえて内部分裂を図ったりす

るなど狡猾な性格ですが、それに見合った特徴のある演技となっています。完結編まで生き

残るので推しになっても問題ありません。また、その山守組の若頭である松方弘樹演じる坂

井は組長とは違いカリスマや迫力があります。 
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2.2. 広島死闘編 

この作品だけ主人公が異なり、北大路欣也演じる山中と千葉真一演じる大友の二人です。

厳密には前者がメインなのですが、大友もストーリーに大きくかかわるので私は二人が主

人公だと思っています。前作は呉市でストーリーが展開されたのに対し、今作は広島市が舞

台となっています。大友にリンチされた復讐のため広島の村岡組に入った山中が、着実に名

をあげながらも、結局は追い詰められ自殺してしまうというストーリーです。組長に振り回

される若者の悲しい話というイメージを持っていますが、それと同じくらい大友の演技力

がすさまじいです。 

2.3. 代理戦争 

この作品から話が広島だけでなく西日本全体にストーリーが展開します。もちろんメイ

ンは広島ですが。代理戦争という題名の通り、全国進出を狙う神戸の二大極道組織が広島に

介入し始めるストーリーです。私は何回見てもこの辺の話が一番盛り上がるなあと感じて

います。このシリーズの主役は広能となっていますが、群像劇というジャンルに位置してい

ます。これは主人公がメインではなく、ある集団内における一人一人の行動とそのドラマを

描くというジャンルです。舞台が西日本に広がり登場人物も増えたことで、これと次の 2 作

はその特徴が色濃く表現されていると思います。 

2.4. 頂上作戦 

前作で始まった抗争の末、組長クラスの人物が一斉に逮捕されるという頂上作戦が実行

されるまでのストーリーが描かれています。この作品で再逮捕された広能は次作の終盤ま

でメインキャラとしては出てきません。脚本担当の方はこの作品を最終作と見定めていた

ようで、史実においても一区切りついています。 

2.5. 完結編 

一応広島が一つにまとまりハッピーエンドで完結します。ストーリー中、広能が獄中で手

記を書いていたという話がありますが、それこそがこの映画の大本になっています。主人公

が広能なのに群像劇である理由はそういうわけです。 

 

 

この作品は第一にストーリーが面白いです。各作品で多少触れていますが、すべて話すと

長くなるため詳細は Wiki に任せます。史実に忠実なので主要な人物は変に生かされること

なく容赦なく殺されます。1 作目に広能と獄中で兄弟杯を交わし、山守組の成長に大きく関

わった梅宮辰夫演じる若杉は中盤ほどで警官に撃ち殺されます。ちなみに兄弟杯を交わし

たシーンはポプテピピックのアニメで再現されていました。 
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また演技もすばらしいです。大物らしい力強い演技をする人もいればめちゃくちゃに気

が弱い逃げ腰の役を演じる人もいますが、そのどれもが特徴的で記憶に残ります。特に 3・

4 作目で登場する打本という役はまさに後者で、私が下高井戸の映画館へ見に行ったときは

彼の演技で声を出して笑っている人がいました。 

ストーリー上容赦なく殺される演者の方々は蘇ることがあります。1 作目で坂井を演じて

いた松方弘樹さんはその役も含め全部で 3 役演じましたが、全員作中で殺されてしまいま

した。しかしその役それぞれに特徴があり、はっきり区別できるようになっています。 

 

3. 虎狼の血 

これは先程までと異なり新しい映画です。名前は聞いたことがあるという人もいるの

ではないでしょうか。これも元ネタは広島抗争で、仁義なき戦いを意識した作品だそう

です。が、私は「県警対組織暴力」という作品に似ていると感じました。虎狼の血はや

くざとうまく付き合っている警察の話です。仁義なき戦いでも流血表現はありましたが、

こちらは画質が高い分鮮明でより残酷な印象です。 

3.1. 虎狼の血(無印) 

やくざを手なずけている役所広司演じる大上と、大卒で入ってきた松坂桃李演じる日

岡が抗争を止めようとする話です。やくざを押さえつけるために何でもやる大上と、そ

れを疑問に思い葛藤する日岡が描かれています。 

3.2. LEVEL2 

大上に代わってやくざとの関係を持つようになった日岡の話です。見る前の予告動画

が変なものばかりだったので不安でしたが、見終わったらさっぱり消えました。前作で

組長が殺された五十子会に一人の組員が釈放され戻ってくるのですが、その男が日岡の

守ってきた力のバランスを崩していきます。鈴木亮平が演じるこの上林という役は恐ろ

しく、役もその性格に見合った勢いのある演技をしています。映画館で観たときは震え

るほど怖かったです。 

 

 最近の作品なので見やすいと思いますが、グロシーンは人によっては刺激が強いかもし

れないので気を付けてください。近年のやくざ映画はもうブームではないこともあって V

シネマが大半で、正直なところクオリティの高い作品はありませんでした。ストーリーや役

者の顔は良さげに感じますが、演技や演出のレベルが物足りません。格好つけてればいいと

いう感じです。また、漫画が原作のものなども面白いですが私の求めるものではありません。

最近のものでいいと思う作品はアウトレイジくらいですかね。そんな中こういった映画が

出てきてくれたのは私にとってはうれしいことですが、果たして売れるのかと疑問に思っ
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ていました。実際には 3 作目も決定するほど人気でよかったです。 

 

 

4. まとめ 

いかがでしたか。こんな尖った内容を読んでいただきありがとうございます。文才が

なくあまり魅力を伝えきれなかったと感じています。仁義なき戦いは数回見るか、情報

を見ながらでないと話が分からないかもしれません。もし見る場合は Wikipedia にスト

ーリーが細かく書いてあるので、参考にしてみてください。虎狼の血に関しては比較的

わかりやすいですし、1 作目のほうはアマプラにあるのでよかったら見てみてください。 

5. 参考文献 

1. 仁義なき戦い: 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E7%BE%A9%E3%81%AA%E3%81%8

D%E6%88%A6%E3%81%84 

2. 孤狼の血(Amazon Prime): https://qr.paps.jp/zdcaM 
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バカ舌大学生の台湾グルメレポ 

著 でこにょる 

 

記事の概要 

筆者が 2020 年 3 月に台湾で旅行をした際に食べた料理を写真と感想で紹介する。具

体的に店を指定するものではなく、台湾ならどこでも買えるような定番料理を中心に

まとめてある。店名が書いてある場合でも、他の店にも売っているし味もそんなに変

わらないと思う（バカ舌）。とりあえず台湾に行ってみたいけど何食べようって人にオ

ススメ。感想については「美味い」ばっかり書かれていた当時のメモをそのまま使用し

た。気になったら現地に行って確かめようね！味がわからんでも楽しめるグルメ国、

台湾万歳！ 

中国語の料理名はメニューをメモしていたもののみ表示している。ちなみに値段に

ついては 1 元が 3.5 円くらいだった（2020 年 3 月当時）。 

 

食べ歩き編 

蔥油餅（全張） ネギクレープ（一人前） 50元 

揚げたクレープ生地に溶き卵と揚げたネギを

挟んだやつ。揚げずに焼くタイプもある。ジュワ

っと油・タレの味が広がる激ウマおやつ。1 人だ

ったら半張（半人前）を選ぶのが賢い(筆者は賢

くないのでこれでお腹いっぱいになってしまっ

た)。 

 

 

 

肉包 肉まん 1個 12元くらい （写真なし） 

駅周辺とかそこかしこで売っている肉まん。皮は分厚くモチモチで、タネはジュー

シー。小さいからといって油断して 2 個買うとお腹いっぱいになってしまう。何でも

そうだが食べ歩きなら 1 個にしておこう。 
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黒糖タピオカミルク 95元 

日本でもおなじみのタピオカドリンク。お茶ではなく、

ミルクとクリームに黒糖のタピオカを入れたもの。初め

て飲んだが、とても甘くて美味しい。筆者は台湾でタピ

オカドリンクを飲むために、日本ではブーム中でも一度

も飲まなかったようだ。 

 

 

 

 

珍珠奶茶 タピオカミルクティー 40元 

結構昔からあるタピオカドリンクチェーンの 50

嵐。看板がよく目立つ。観光客にも人気なのでメニ

ューに日本語訳も載っていて安心できる。タピオ

カドリンク店なら大抵は砂糖と氷の量を自由に選

べる。個人的に好きなのは少糖、少冰。味は言うま

でもなく甘くて美味しい。 

 

 

四季春+珍波椰  

春のドリンク+タピオカとナタデココ 40元 

パイナップルの味がするお茶にタピオカとナタ

デココを入れたドリンク。季節ごとに変わるっぽ

い。ナタデココを入れるとなんでこんなに美味し

くなるのだろうか。グリーンティー系にはタピオ

カよりナタデココだと思う。思い切って 9 分糖、

少冰。ミルクティーではないので甘さを強めても

気持ち悪くならない。 

 

 

 

 

 

50 嵐の目立つ看板（Google Map より） 
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愛玉加鮮奶 愛玉入り牛乳 35元 

カエルのマークのドリンクスタンド。そこら中にあ

る。愛玉という寒天みたいなものを入れた牛乳はサッ

パリしているので食べ歩きのお供にピッタリ。 

 ドリンクの紹介が多いが、台湾に行くとそこら中に

安価な飲み物屋があるのでついつい買ってしまうの

である。筆者はずっとお腹をちゃぽちゃぽさせながら

観光していた。 

 

 

 

座って食べるもの編 

 

 

 

 

 

 

 

 

滷肉飯と綜合魚丸湯 肉そぼろ飯と魚介団子スープ 30元と 40元 

台湾といえば滷肉飯（ルーロウファン）。店ごとに味が違うので何回食べても飽きな

い。量も多くないので気軽に注文できる。団子スープはパクチーが入っているので好

みが分かれるが、色々な種類の魚介団子が入っていて楽しい。サッパリしているので

ルーロウファンとの組み合わせは◎。夜市に行ったら一度は食べてみたい料理。 

 

蝦仁煎 エビのお好み焼き 70元 

エビと片栗粉と卵を混ぜて焼いたやつ。タ

レが特徴的な味でハマる人はハマる。何もし

ないと結構甘いので、卓上にある辛いタレを

つけてもよい。粉物なのですぐお腹が膨れる。 
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牛排 ステーキ 160元 

夜市の定番。滞在中に一度は食べておこ

う。肉はとても柔らかくて味が染みており、

日本のステーキ屋とはまた違った美味しさ

がある。パスタと目玉焼きも絶対に付いて

くる。味に飽きたら置いてあるケチャップ

で味を変えよう。お茶とコーンスープはサ

ービス（たいてい飲み放題）。お茶は激甘で

コーンスープはうっすいのがお決まり。個

人的には屋内のチェーン店より、テントと

か屋台のチープな雰囲気のほうが好き。 

 

 

芋圓紅豆豆花 

イモ餅とトウファのぜんざい 70元 

芋圓は芋のすり身を団子にしたもので、

さつまいもとかタロイモとか色々。紅豆

はあずき。豆花はちょっと甘い豆腐。イ

モ餅がモチモチしていてまるで白玉を食

べている感覚。腹持ちが良いので、しば

らくお腹が空かない。気をつけよう。 

 

 

 

 

苺ミルクかき氷 85元 

台湾のかき氷は綿飴みたいにフワフワ

で、口に入れた途端スッと溶ける。一見ボリ

ューミーに見えるが所詮は水、お腹いっぱ

いでも意外と食べられる。ただし気温に注

意。筆者は冷たい風が吹く中震えながら食

べた。3 月の夜は冷える。 
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豆漿とサンドイッチ 合計 40元 

台湾で一般的な朝食。豆漿は甘い豆乳。

サンドイッチはキュウリ、ハム、卵焼き、ハ

ンバーグが入っていた。これ以外にも種類

がたくさんあって、適当に選ぶとトンデモ

具材に当たることもあるので面白い。朝ご

はんはホテルじゃなくて買って食べたほう

が良い。早食と書いてある看板を探してみ

よう。 

 

 

 

肉味噌ナスと小籠包と酸辣湯 値段はかなり高かった 

小籠包の名店、鼎泰豊。ナスは前菜。席に着くと店員がいくつかの見本を持ってき

て｢前菜いかがですか？｣と聞いてきた。お通しだと思って選んだが、断っても大丈夫

だったかも。でも美味しかったから後悔はしていない。ナスのイイトコだけを取り出

したような味に完成された肉味噌の油が合わさっていた。確かにしっかりと肉の味が

するのだが、全く重くはなかった。小籠包は豚肉(基本)と鶏肉の 2 種類を 5 個ずつ注文

(5 個が最小単位)。レンゲに乗せて皮を破ると肉汁が溢れて小籠包の小さな温泉ができ

る。少し冷ましてからレンゲの中身を一気に頬張るのが基本の食べ方。最初は肉汁の

味が殴りかかってきて、次にしょうが・皮の味が肉汁と調和して口の中で初めて小籠

包が”完成”する。豚肉は肉汁が濃くて喉奥にガツンとくる。鶏肉はサッパリした味の中

に脂の刺激が隠れていて、意外と食べごたえアリ。酸辣湯は酸っぱい中に胡椒の辛み

が混ざって独特な味だった。具沢山だったので、たかがスープと思って挑んだらかな

り苦戦。余裕を持った量を注文しよう。ちなみにこの店は初めから日本語で対応して

くれる。さすが高級店。 
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ただの感想＆布教 

コロナで国境閉鎖直前だったので旅行客はほとんどいなかった。そのおかげか飛行

機もホテルも激安で、全部合わせて 5 万円もかからなかった。平時でも物価が低いの

で大学生の海外旅行にはぜひ推奨したい国だ。中国語ができず不安な人もいるだろう

がそこは安心してほしい。観光で訪台する日本人が多く、ほとんどの場合は相手が慣

れているのでメニューを指さすだけで伝わるし、日本語が書かれていることもある。

さらに若い店員には英語が伝わる。中国語＞英語＞日本語って印象（そりゃそう）。 

 初めて台湾に行く人は 4 日間程度であれば台北を拠点にして行動するだけで満足で

きるはずだ。露店が多いから、行き当たりばったりで色々な料理に挑戦すると楽しめ

る。ちなみに、台湾のグルメをメインに楽しみたいなら複数人で行って、複数の料理を

少量ずつ分け合うことを勧める。筆者も景色には興味が無い派だったのだが、一人で

行ったために食べたいもの全部は食べることができなかった。そもそも小食だったわ。

何しに行ったんだ。 

そしてさらなる刺激を求めるならば、ぜひ南方や内陸部まで足を延ばしてほしい。

台湾の異国感、台湾の歴史を楽しむことができる。数週間かけて北から南までめぐる

のも面白そうだ。 

長くなったがこの記事をまとめると「大学生の旅行は安くて美味しい台湾に決ま

り！」ということだ。 

ここまで読んでくれたことに感謝する。 
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あとがき 
 

 編集長の2018年度入学奥山です。昨年度会誌記事を落としてしまったの

で今年はなんとしてでも出したく、4 年ですが編集長をさせていただきまし

た。 

 今年度は昨年度に引き続き対面での活動に不自由しました。どうしても規

模を例年通りに維持するのが難しいのが現状です。 

そんな中でも、アクティブな部員が様々なイベントを企画したりなど、サーク

ルらしさは保たれています。対面での活動が復活し、また例年通りの

X680x0同好会の活気を取り戻すことを願っています。 

 会誌をここまで読んでくださりありがとうございました。今後とも電気通信

大学 X680x0同好会をよろしくお願いいたします。 

編集長 奥山 亮太郎 
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