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経年劣化による塗膜剥離のビジュアルシミュレーション
石飛 晶啓
中山 雅紀
藤代 一成
慶應義塾大学 理工学部情報工学科

図 1: 本手法を用いた塗膜剥離のシミュレーション結果. 右に行くほど長時間経過した場合を示しており，剥離箇所が次
第に大きくなっていく様子が確認できる.
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背景と目的
物質の経年劣化は，現実世界において遍在する現象であ

り，視覚的な変化を伴うものも多い．近年の AR の進歩に
伴い，現実のオブジェクトに合わせて CG 上でのオブジェ
クトに劣化を施す，エイジングやウェザリングの必要性が

図 2: 本手法の基本となるモデル．頂点は基板から張力を

高まっている．こうした技法はこれまでに多く提案されて

受けており，稜線は２枚の面を畳む方向に力を与える．

おり，対象とするシーンやアプローチにはさまざまなもの
がある．例えば Dorsey ら [1] は，緑青を表現するためのモ

手法

3

デリングおよびレンダリングの手法を提案している．別の
本研究における，剥離シミュレーションの手順を以下に

例として，田邉ら [2] は．セルオートマトンを用いて錆の
テクスチャを生成する手法を提案している．しかし三次元

述べる．

形状変化を伴う劣化を表現するための手法は少数である．
そこで本研究では，形状変形を伴う劣化のなかでも特に

3.1

現実世界で身近な例である塗膜剥離に注目し，そのビジュ
アルシミュレーション手法を提案する．実際，力学的作用
を考慮した三角メッシュの変形により，塗膜が剥がれてい
く際に生じる斑模様や塗装が隆起する様子の CG 表現を試
みる．

2

三角メッシュの生成

三角メッシュの形状に不規則性と類似性をもたせるため，
各頂点をポアソンディスク分布にしたがって配置する．三
角メッシュはハーフエッジ構造をとっており，各ポリゴン
は 1 枚の面，3 つの頂点，そして 3 本の半稜線によって構
成される．

3.2

基本モデル

力学パラメタの設定

現実世界における塗膜剥離の主な原因は，塗料が基板と
基本となるモデルを図 2 に示す．塗料を三角メッシュで

平行な方向に収縮することである．基板付近の塗料は基

表し，各稜線はそれをはさむ 2 枚の面を畳む方向に力を加

板に固定されているため，塗料の表面と内部とで応力に差

える．十分大きな力が加わった場合に，向かい合う頂点は

が生じ，全体として上向きの力が発生する．塗料の収縮に

基板から離れ，周囲にあるポリゴンは完全に透明化される．

よって基板が湾曲しているとき，塗料の内部応力 σ f と基

さらにその付近の頂点は基板から離れやすくなり，剥離箇

板の曲率半径 R の関係は，Stoney の式 [3] によって次式の

所が広がっていく．

ように表される：
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σf =

Es ds 2
R−1 ，
6(1 − νs )df

(1)

ここで Es は基板のヤング率，νs は基板のポアソン比，ds
は基板の厚さ，df は塗膜の厚さを表す．
本手法ではまずガウス分布に従う変数を，吸着力として
各頂点に設定する．吸着力は時間経過によって減少する．
各半稜線は向かい合う頂点に対して基板から離す方向に加
える力 F をパラメタとしてもつ．力 F は式 (1) を，基板の
変形がない場合でも適用可能であるという仮定のもと簡略
化した，以下の式で算出される：
図 3: ユーザによるシミュレータの操作の様子．視点変更

F = kσf r2 ，

(2)

(左上, 右上) や拡大縮小 (右上，右下)，剥離箇所指定 (左
下)，シミュレーションスピードの変更は，シミュレーショ

ここで k は比例定数，r は半稜線と向かい合う頂点との距

ン実行中・停止中どちらでも可能である．

離を表す．

4

剥離の処理

3.3

実行結果

シミュレーションを進めるなか，ある頂点において吸着

図 1 に本手法を用いた塗膜剥離のシミュレーションの結

力が，基板から離れる方向の力を下回ることを分離とよ

果を示す．経年劣化による剥離の特徴である斑模様が次第

ぶ．あるポリゴンの３頂点がすべて分離することを剥離と

に現れている．また，ユーザによるシミュレータの操作の

よぶ．

様子を図 3 に示す．視点を変えることによって，剥離箇所

剥離したポリゴンは，外側へ平行移動し，重心を中心と

の周辺にある塗膜がめくれあがっていることが確認できる．

して拡大した後，完全に透明化される．さらにそのポリゴ

5

ンに最も近い 3 つの頂点は吸着力を低下させる．

3.4

結論と今後の課題
本稿では力学作用を考慮した三角メッシュの変形によっ

剥離の伝搬

て，三次元形状変化を伴う塗膜の剥離を表現できる手法を
あるポリゴンに関して，周囲で大規模な剥離が生じてい

提案した．本手法により，外的作用の影響が少ない平板上

るほど剥離しやすくするため，各ポリゴンにパラメタ p を

の塗膜において，剥離箇所が広がり，斑模様が現れていく

設定する．シミュレーション実行中は以下のように p を操

過程をシミュレートできることを確認した．

作する．

塗膜におけるひび割れの表現には，メッシュの細分割処
理の他，剥離とは異なるメッシュの操作手順が必要となる．

• 全ポリゴンについて p の初期値を 0 とする;

また，塗膜が大きくめくれ上がる様子は表現できていない．
今後の課題として，方向性をもつ剥離の伝搬，基板から剥

• 剥離するポリゴンの p を 1 増加する;

離したポリゴンにおける力学作用の考慮が挙げられる．

• 隣接したポリゴンが剥離したとき，自身の p より剥
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離したポリゴンの p が大きいならば，p を剥離した
ポリゴンと同じ値に更新する.
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頂点の吸着力の減少率を，周囲のポリゴンにおける p の平
均値に比例させる．
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剥離箇所の指定

シミュレーション空間における，カメラを始点，ポイン
タの位置を終点とするベクトルを計算し，このベクトルと
の距離が一定値を下回る頂点の吸着力を低下させる．この
操作により，剥離が起こる箇所をユーザが指定できるよう
になる．
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