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光沢反射を考慮した多光源レンダリングのための誤差推定法
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2.

1. はじめに
大域照明を考慮したレンダリング方法の一つ
に仮想的な点光源(Virtual Point Light，以降
VPL と呼称する)を用いる多光源レンダリング法
がある．この手法では VPL をシーン中に大量に生
成し，輝度を計算する点(以降シェーディング点
と呼称する)に入射する光の輝度を，VPL からの
入射光で近似することで大域照明計算を単純化
している．しかし，この手法ではすべての VPL か
らの寄与を計算するため計算コストが高いとい
う問題がある．
Multidimensional Lightcuts[1](以降 MDLC と
呼称する)は，VPL とシェーディング点をそれぞ
れクラスタリングすることでレンダリングを高
速化しているが，クラスタリングによる誤差を
制御できないという問題がある．クラスタリン
グによる誤差を制御した手法[2,3]も提案されて
いるが，複数のシェーディング点における誤差
推定に対応していない[2]か，光沢材質を考慮し
ていない[3]という問題がある．
そこで本研究では多光源レンダリングにおけ
る光沢材質のための誤差推定法を提案する．本
稿では，光沢材質の反射モデルとして MDLC と同
様に Phong モデルを使用する．

2. 提案法
2.1. 提案法の概要
提案法では VPL とシェーディング点をそれぞれ
VPL クラスタ とシェーディング点クラスタ にク
ラスタリングし，ピクセルの推定値 を計算する．
VPL クラスタ とシェーディング点クラスタ を組
, とする．提案法では，各ピクセルについて
以下の処理を繰り返す．
1.
と からそれぞれ 2 点サンプリングし，
ピクセルの推定値 ，真値との誤差の推定
値∆ ，組 , の分散 を計算する．
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3.

4.

誤差の推定値∆ が許容誤差 ∆ ( は許容相
対誤差)より小さければ処理を終了する．
すべての組の中で最も分散 が大きい組
,
を選択し， ,
において軸平行バ
ウンディングボックスの対角線の長さが長
いクラスタを分割する．
1 と同様に，分割されたそれぞれの組を用
いて，分散 を推定し， ，∆ を更新して
2 へ戻る．

2.2. 輝度と誤差の推定
ピクセルの推定値 は，各組 , の視点 へ
の出射輝度 を推定し，全ての組について総和す
ることで計算される．組 , の視点への出射輝
度の推定値 は以下の式で計算される．
1
Σ
, ,
,
,
2
(1)
ここで と はそれぞれサンプリングしたシェー
ディング点と VPL， はシェーディング点の重
みの総和， はクラスタ内 VPL の放射強度の総和
， は物体の反射特性に依存する材質項， は幾
何項， は可視関数である．これらの詳細な説明
は文献[1]を参照されたい．
真値との誤差の推定値∆ は[2]の手法で用いら
れた以下の式で推定する．
∆

Σ

(2)

ここで は 分布の 分位点， は組の数，
番目の組の の標本分散である．

は

2.3. 分散の近似
クラスタ分割の指標となるクラスタの輝度の
推定値 の分散 は以下の式で近似する．
,

,

(3)
は組 , の材質項の上限値，
は幾何項の
上限値，
は可視関数の分散である．[2]の
手法と同様に
は最大値の 0.25 を用いる．

2-527

Copyright 2019 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

情報処理学会第 81 回全国大会

3. 光沢材質における材質項の上限値

4. 結果

, は， 内のすべての
材質項の上限値
シェーディング点の BRDF において， 内の全ての
VPL から入射して視点に反射する BRDF の値の上限
値を表す．拡散 BRDF の場合は，BRDF の値が光の
入射方向に依存せず一定であるため，上限値の
計算は容易である．光沢 BRDF の場合は，光の入
射方向により BRDF の値が変化するため，組 ,
が作られるたびに BRDF からそのまま上限値を計
算するのは計算コストが高い．
そこで各シェーディング点生成時に BRDF の上
限値をキューブマップに格納しておく．キュー
ブマップの各ピクセルには，そのピクセルに対
応する入射方向の集合に対する BRDF の最大値を
格納する．ここで今回使用する Phong モデルの式
を以下に示す．
,
cos
(4)
は光の入射方向， は出射方向， は反射係
数， は反射の鋭さを制御するパラメータである．
は，出射方向 の法線に関する正反射方向と，
入射方向 とのなす角であり， が小さいほど
BRDF の値が大きくなる.キューブマップの各ピク
セルにおける BDRF の上限値は，そのピクセルに
対応する方向の集合を内包する円錐を作成し，
それと の法線に関する正反射方向とのなす角
がそのピクセルでの最小の に近似できるので計
算することができる．
シェーディング点をクラスタリングする際に，
統合されたキューブマップを作成する． 内の全
てのシェーディング点のキューブマップについ
て，各ピクセルを比較し BRDF の最大値を格納し
たキューブマップを が保持する．
組 , の分散計算時には， が保持するキュ
ーブマップに格納された BRDF の上限値を， 内の
全ての VPL に対応する入射方向から計算する．こ
れは， の軸平行バウンディングボックスをキュ
ーブマップに投影することで，入射方向を近似
する(図１)．投影範囲を含むキューブマップの
ピクセルに格納されている BRDF の値を比較し，
その最大値を材質項の上限値
, として，
分散の計算を行う．

本研究の結果を図 2 と図 3 に示す．レンダリン
グするシーンは san miguel を使用し，誤差の推
定精度を MDLC と比較する．パラメータは，VPL 数
が約 55000 個，1 ピクセルあたりのシェーディン
グ点数を 256 個，許容相対誤差 を2%とした．提
案法では
95%を指定している．
図 2 は提案法による結果画像と多光源レンダリ
ング法の参照画像である．ノイズが少なく高精
度にレンダリングできていることが確認できる．
図 3 は提案法と MDLC において，各ピクセルの相
対誤差を示した画像である．図中の各数字は許
容相対誤差 2%を満たしているピクセルの割合を
示している．図 3 より提案法のほうが MDLC より
約 2 倍推定精度が高いことがわかる．

図１：キューブマップへの VPL クラスタのバウン
ディングボックス投影．図のキューブマップ上
の色のついているピクセルの BRDF を使用する．

図 2：提案法の結果画像(左)と参照画像（右）

図 3 : 相対誤差画像(左：提案法，右：MDLC)

5. まとめ
本論文では，光沢反射を考慮した多光源レン
ダリングのための誤差推定法を提案した．これ
により，MDLC よりも推定精度が約 40 ポイント向
上した．今後の課題として,Phong モデル以外の
複雑な反射分布を持つ反射モデルへの対応があ
げられる．
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