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Perlin noise を用いた短繊維生成法による埃の高速描画手法
安達翔平

宇梶弘晃

小坂昂大

森島繁生

埃の表現は，物体の経年変化の描画を写実的に行う重要な要素である．本研究では，埃が短繊維の集合であることに
着目し，UV 平面上で点をランダムに運動させ，その軌跡を描画することにより，埃の無秩序な短繊維の形状を表現
するテクスチャの生成を行った．そして、テクスチャを階層状に積層させ，高速に描画する Shell 法を用いることで，
従来法において実現し得なかった繊維構造由来の立体表現，及び短繊維のリアルタイムでの描画を実現した．

Rapid Dust Rendering
by Generating Short Fiber Texture with Perlin Noise
SHOHEI ADACHI HIROAKI UKAJI TAKAHIRO KOSAKA
SHIGEO MORISHIMA
For realistic rendering of aging objects, dust rendering is a significant factor. In this paper, we focus on the behavior that dust
consists of short fibers. So we generate textures representing disordered short fibers by drawing the random trajectory on UV
coordinates. Them, for rapid rendering, we use Shell texturing method, which enable us to pile up textures over arbitrary surfaces
and render a series of textures rapidly. In this way, we achieve rapid rendering of short fibers and the volumetric representation
based on structure of fibers.

1. はじめに

ダリングを行うことで，厚みを持った埃を高速描画する手

実世界において，すべての物質は外的要因により，摩耗

チャの作成を行うことで，従来では表現できなかった埃の

などの経年変化を起こし，
“汚れ”が発生する．例えば金属

短繊維の表現も同時に実現した．本手法では UV 平面上で

は空気中の水分や酸素により錆びが生じ，布などの有機物

繊維構造をモデル化し，事前にオフラインで Shell テクス

は，炎にかざすと焦げやすすなどが発生し，外観が黒く変

チャを作成する事で，実時間レンダリングを可能にしてい

化する．映像コンテンツにおいて，このような物体や空間

る．また，繊維モデルのパラメータを調整することで様々

への“汚れ”の表現は，その映像のリアリティを向上させ，

な繊維構造をプロシージャルに生成することができ，綿埃

視聴者の没入感を促進する上で極めて重要な要素であると

や砂埃といった印象の異なる埃の描画を行うことも可能で

言える．コンピュータグラフィックスの分野においても，

ある．

近年のコンピュータの目覚ましい演算能力の向上に伴い，

法を提案する．また，短繊維構造を踏まえた Shell テクス

“汚れ”の表現に関する数多くのシミュレーション手法や

2. 関連研究

シェーダが開発され，特に映画などのオフラインレンダリ

2.1 埃の関連研究

ング用途で多く用いられるようになってきている．我々は，

埃の関連研究に関して，埃の粒子の動きをシミュレーシ

このような“汚れ”の表現の中でも，特に埃の表現に着目

ョンする研究や，埃の堆積位置を定義しシェーディングを

した．埃はどのような場面においても普遍的に存在し，経

行うもの，埃の堆積する物体の反射特性を計測し再現する

年変化を視認する上で，非常に重要な役割を果たす．特に，

ものがある．埃の動きのモデリングとして研究に関して，

堆積した埃の厚みは，その空間の時間経過に依存するため，

Chen らは運転シミュレーションにおける埃の動きを取得

経年変化によるリアリティを表すための重要な要素の一つ

する目的のもと，大気中における埃の動きをモデリングし

であると言える．しかしながら，埃の描画に関する従来研

た[1]．

究では，埃の堆積位置や反射特性のみに着目し，長時間の

また，レンダリング分野に関して，Hsu らは埃の堆積位

堆積による埃の厚みは無視されてきた．また，埃の構成要

置が経験的に Phong の鏡面反射モデルと類似している点に

素はその大部分を短繊維が占めているが，従来手法では堆

着目し，以下のような関数により，埃の堆積をモデル化し

積している短繊維自体の構造も全く考慮されていない．

た[2]．

そこで本稿では，Lengyel らによる Shell 法と呼ばれる階
層状のテクスチャマッピングを用い近似的ボリュームレン
早稲田大学
Waseda University．
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この関数では，埃の堆積量 D を３つのパラメータ s , K , 

図 1 Shell テクスチャの概要図

により制御している．ここで，s は物体表面の滑りやすさ，

K は埃自体の粘着性， は物体表面の法線ベクトルと設定
した埃の原因位置に向かうベクトルのなす角度をそれぞれ

3. 提案手法

示している．また，Hsu らはオブジェクトの閉塞している

埃の堆積表現に対して踏まえるべき要素は，堆積範囲，

部分と，埃の堆積位置に関しても議論している．一般的に

堆積の厚み，堆積要素の 3 点である．本研究では，関連研

埃は，周囲に遮蔽物が多いほど風などの外的要因による影

究の Hsu らの関数を用いて堆積範囲を定義する．そして，

響を受けにくく，その場に堆積し易い．この現象を再現す

堆積の厚みの表現では関連研究で挙げた Lengyel らの Shell

るために，Hsu らはレイトレーシングにより任意の地点に

法と，Perlin noise の輝度を用いて実現する．最後に，堆積

おける遮蔽度を計算し，それを考慮することで最終的な堆

要素の表現に対しては繊維構造をモデル化し，Shell テクス

積量を決定した．本稿では，埃の堆積位置に関しては Hsu

チャに直接繊維を描画することで再現する．

らの(1)式に従うものとする．また，外的要因については極
めて小さい場合を想定し，遮蔽度の計算は行わない．

3.1 Perlin noise

Bo らは時間に伴い変化する物体表面の BRDF を計測す

まず，本手法と特に関わりの深い Perlin noise について詳

るシステムを考案し，実測データから埃の堆積による反射

細に説明する．本手法では，埃の生成に，煙や雲などの無

特性の変化を厳密にモデル化した[3]．これにより，埃の付

秩序な形状の描画に頻繁に用いられる Perlin noise を利用

着による物体の色味の変化についてはリアルに再現するこ

している． Perlin noise テクスチャの例を図 2 に示す．こ

とが可能となった．

のノイズは K．Perlin が提唱したノイズであり，オクター

これらの既存する埃の描画手法では，埃は体積を持たな

ブ関係にある周波数と，それに反比例して減少する振幅を

い粒子として扱われており，実際の埃の持つ厚みや，埃の

返す連続な noise 関数の和で計算されるものである[5]．こ

構成要素については全く考慮されていなかった．しかし，

の周波数と振幅をパラメータとして設定することで，ノイ

実際に堆積している埃は，繊維構造を持っており，長時間

ズを制御することが可能である．以下にその式を示す．こ

の堆積により，三次元的で不均一な厚みを有しているほか，

こで x は位置座標であり， F は周波数， A は振幅である．

繊維構造の違いにより，綿埃や砂埃など，見た目に与える

また，右辺の noise 関数はある連続な値を返す関数として

印象もそれぞれ異なってくる．我々はこれらの埃の繊維性

定義する．

と立体構造の両方について考慮し，高速に描画可能な手法
を提案する．
このノイズはオクターブ関係の関数の足し合わせで表

2.2 Shell 法
本手法では，埃の堆積の厚みを表現するため，毛皮など

現されているため，次のような 2 点の特徴を持つ．1 点目

のボリュームデータを高速に描画する際によく用いられる

は，一般的なホワイトノイズとは異なり，空間的に連続で

Lengyel らの Shell 法を使用した[4]．Shell 法は，図 1 に示

ありながら一定の周期性を持つという点であり、もう 1 点

すように Shell テクスチャと呼ばれる毛皮などの断面図に

は，制御が容易であり，周波数と振幅の値によってさまざ

相当するテクスチャを事前に用意し，これらをオブジェク

まなパターンを生成できるという点である．本手法では，

トの法線ベクトル方向に積層させたポリゴン上にマッピン

後述する埃の集合体により生じる厚みの隆起の再現と，繊

グすることで，各層間の点のつながりを離散的に見せるレ

維モデルの初期点の配置と輝度値に，Perlin noise テクスチ

ンダリング手法である．我々は Shell 法を用いて，多数の

ャを使用する．

短繊維の集合である埃を，Shell テクスチャに描画すること
で頂点数を削減し高速描画を実現した．

(a)Shell 法

(b)Shell テクスチャ
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3.2 堆積範囲
本手法では堆積範囲に Hsu らと同様のモデルを用いる．
また，埃の繊維が堆積する際に考慮すべき要素は重力のみ
と捉え，風などの外的な要因は極めて小さく，無視できる
ものとして，Hsu らのモデルにおける埃の原因方向ベクト
ルは垂直方向上向きに設定し描画を行う．なお，(1)式にお
けるパラメータ K と s は可変であり，この二つのパラメー
タを調整することによりオブジェクトに堆積する埃の範囲
を調整可能である．また，後述する堆積の厚みの表現の際
でも，(1)式の堆積量 D を用いて堆積する埃の厚みを設定す

図 5 隆起表現を踏まえて生成した厚み描画結果

る．
3.4 堆積要素
3.3 堆積の厚み

埃の構成要素は，その多くが短繊維である．この繊維を

本研究では Shell 法により，埃の厚みを再現する．通常

一本ずつモデリングして堆積させてしまうと大量の頂点を

Shell 法では，オブジェクト表面に対して平行なポリゴンを

必要とするために，描画に膨大な時間がかかってしまう．

積層させることでボリューム表現を行うため，一番上層の

そこで本手法では，先述した堆積の厚みの表現で用いた

ポリゴンにおいても表面に対して平面にテクスチャが張ら

Shell テクスチャ上に短繊維を事前描画することで，Shell

れてしまう．しかし，実際に堆積している埃では，埃の構

法の高速な処理時間を失わずに，埃の構成要素である短繊

成要素が繊維であることにより表面で隆起が発生し，不均

維の表現を実現した．テクスチャ上に短繊維を描画してい

一な凹凸が生じていることが多い．この隆起表現を再現す

く工程は次のようになる．まず，テクスチャ上に初期点を

るために，我々は Shell テクスチャの生成に Perlin noise を

配置する．その後，配置した初期点を後述する運動確率マ

用いた．図 3 に示すように，Perlin noise を輝度値により閾

ップを用いて運動させ，動いた点(以後，動点と呼ぶ)の軌

値判定し，テクスチャの描画領域を階層的に切り分ける．

跡を描画する．以上の工程によって繊維を伴った Shell テ

この際に，輝度値の高い部分は上層まで描画し，輝度値の

クスチャの生成を実現した．以下にこれらの詳細を示す．

低い部分は下層部分のみ描画することで，各層にマッピン
グするテクスチャを図 4 のようにそれぞれ生成することが

3.4.1 初期点の配置

できる．これらのテクスチャを順に積層させることで，図

まず，短繊維を描画するために，初期点をテクスチャ上

5 に示すように，埃の隆起が擬似的に存在するように描画

に配置していく．その際，テクスチャ上で制約をかけずに

することが可能となった．このようにして隆起を表現する

ランダムに初期点を配置してしまうと，初期点の位置の間

とともに，先述した堆積範囲の堆積量 D の値に従って、ポ

隔が一定になってしまう．このまま短繊維を生成すると埃

リゴン頂点の積層間隔を設定することで，埃の厚みを設定

の密度がどの表面でも均一になってしまうため，最終的に

し，最終的な堆積する埃の厚みの表現を行った．

不自然なテクスチャが生成されてしまう．よって，Pelin
noise の自然な輝度の変化に着目し，対応した座標の輝度値
を用いて初期点を配置する確率を制約した．この制約によ
り，テクスチャ上の点の密度に偏りが発生し，自然な密度
の変化を踏まえた初期点の配置が可能となる．図 6 に密度
の制約をかけた初期点の配置をした Perlin noise を示す．

図3

閾値判定の模式図

図 4 左から上層，中層そして下層に積層させたテクスチャ
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密度の制約をかけた初期点の配置
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3.4.2 動点の軌跡の描画

ように確率分布が一意に決定される．

本手法では，テクスチャ上に短繊維を生成するために初

運動確率マップにおける確率の配置方法を説明するた

期点を配置した後にその位置から点を運動させ，その動点

めの概要図を図 9 に示す．配置する工程は大きく分けて二

の軌跡を描画することによって一本一本の繊維の生成を行

つである．最初に，図 9(a)のように着目ピクセルから周囲

う．我々は，どのように点を運動させるかを考慮するため

に円を仮定し周囲 360 度に対応した xi を設定する．設定し

に，実写画像の埃の短繊維を参考にした．図 7 に実際の埃

た xi は任意の角度  と以下の式を用いて計算する．

の画像(a)と，モデリングした埃(b)を示す．

その後，xi を用いて図 9(b)に示す各々の確率 P を算出す
る．確率 P は以下の式で与えられる．

(a)実際に堆積している繊維
図7

(b)モデリングした埃

繊維のモデリングの模式図

(b)計算前の運動確率マップ
(a)周囲に対応した xi
図 9 運動確率マップ作成の概要図
実際に進行方向を X 軸から反時計回りに 30°に設定し
た場合の運動確率マップを図 10 の左側に示す．この図にお
いて，中心のピクセルは動点と同座標であり，周囲 8 ピク
図8

短繊維生成のワークフロー

図 7(a)に着目すると，実際に堆積している埃はわずかに
蛇行する部分と，全体的な向きを変えるほどの大きな曲が
りが発生している部分に分けることができる．本研究では，
前者のような部分を微動部分と呼び，後者のような部分を
屈曲部分と呼ぶ．埃の構成部分をこの二つに区別して短繊
維のモデリングを行うことによって，よりリアルな短繊維
の生成を行った．図 8 に短繊維生成のワークフローを示す．
このワークフローに従って，次のように短繊維を生成す
る．まず，先ほど配置した位置から動点が次にどのピクセ
ルに運動するかを運動確率マップと呼ばれる分布に従って
制御する．この運動確率マップは，動点が次に周囲の 8 ピ
クセルのどの点に運動するかを判断する際に用いられ，マ

セルにおける数字は，中心に位置する動点が次にどれ程の
確率でそのピクセルに移動するかを示している．この運動
確率マップに従い，一定の距離を運動させることで，任意
の角度に運動させることが可能となる．
微動部分の再現を行う際は，この配置した運動確率マッ
プに従い動点を運動させる．ほとんどの運動は確率の大き
い方向に選択されるため大局的な進行方向は変わることは
ない．しかし，低確率で運動する方向が指定している角度
から小さな確率でずれる現象が生じる．これによって，先
ほどのモデリング部分で挙げた微動部分に値するような，
細かい繊維の縮れが再現され，かつ大局的な進行方向は変
わらない表現が可能となる．図 10 に   30 として実際に
短繊維を生成する際に用いた運動確率マップとテクスチャ
上でモデリングした繊維の描画結果を示す．

ップに記載された確率に従って次に描画されるピクセルを
決定する．また，運動確率マップは任意の角度をパラメー
タとして与えることで，その角度方向に沿った運動をする
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では初期位置の近い繊維同士で近い輝度を用いてしまうた
めに，明確な差が出ない．よって更に取得した Perlin noise
の輝度から運動回数と比例して輝度の減衰を行った．これ
により，初期位置の近い繊維においても，運動する度に輝
度が変化するため，同様の輝度で重なり合って見える確率
が減少し，一本一本の繊維が確認しやすくなった．以下の
図に輝度の設定を行わず，すべて同輝度の繊維生成を行っ
たテクスチャの拡大図(a)と，輝度の減衰を踏まえて繊維生
(a)運動確率マップ
図 10

(b)描画結果

成したテクスチャの拡大図(b)の比較を図 12 に示す．

微動部分の再現

次に，屈曲部分の制御方法について説明する．屈曲部分
を制御するためには，パラメータとして屈曲角度と屈曲回
数が必要となる．屈曲角度は，従来の進行方向に対して，
次はどのような角度に進行するかを指定するパラメータで
ある．また，屈曲回数は，一本の短繊維中に何回屈曲を発
生させるかを制御するパラメータである．このパラメータ
を用いて制御することで，屈曲回数の多い短繊維や，屈曲
角度の大きい短繊維の生成が可能となる．屈曲は，先述し
た運動確率マップを屈曲発生時に，別のマップに書き換え

(a)輝度設定なし

(b)輝度設定あり

図 12 輝度減衰の比較

ることにより発生させる．屈曲の際の変位角度は事前にパ
ラメータとして与え，屈曲の発生は，設定した繊維の運動

また，本研究で対象としている短繊維は非常に細いもの

回数を屈曲の発生回数で割った値に運動回数が達した時点

であり，ピクセルによる表現には限界がある．そのため，

で発生するものとした．なお，この際の屈曲角度は，屈曲

短繊維の細さをある程度近似的に表現するために繊維を半

前に指定した運動角度からの変位角として指定する．図 11

透明にする処理を行った．実装結果を図 13 に示す．

に一本の繊維中に 90°の屈曲を一回発生させた際の拡大
図を示す．

(a)不透明描画
図 13
図 11

(b)半透明描画
半透明度の比較

90°の屈曲を発生させた繊維の拡大図

3.4.3 輝度の設定

以上のような工程を踏まえて生成した最下層にマッピ

提案法では一枚のテクスチャ上に大量の繊維を描画して

ングするテクスチャを図 14 に示す．なお，このテクスチャ

いる．そのため，繊維の密度が高い部分で同輝度の繊維同

を生成する際には図 1 のテクスチャを参照しており，輝度

士が結合して見えてしまうことが頻繁に起こる．このよう

の対応した部分で，繊維の密度変化が表現されている様子

な結合現象が隣接する短繊維間で複数回発生してしまうと，

が分かる．また，今回作成したテクスチャの解像度は 1024

その部分においてピクセルが潰され繊維が平面的に見える

×1024[pixel]であり，繊維本数は 10000 本，繊維の運動回

印象を与えてしまう．よって本手法では，各繊維を描画す

数は 200 回，屈曲回数は 4 回，屈曲角度は 45°に設定して

る際に，その繊維の初期位置と同座標の Perlin noise テク

おり一枚当たり作成時間は 7.6 秒であった．テクスチャは

スチャの輝度を利用することで，一本一本の繊維の色が異

各層に対応して積層させるため，積層させる層数分のテク

なるように輝度の設定を行った．しかし，上記の工夫のみ

スチャの生成が必要となる．本研究では 10 層分のポリゴン
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表 1 モデルと FPS の関係

を生成しているため，10 枚のテクスチャを生成した．本手
法では，先述したように，隆起表現を行うために Perlin noise

モデル

頂点数

FPS

の輝度によって閾値判定し，各層の高さによって描画する

Teapot

22,946

64.84

Bunny

28,127

41.40

Dragon

550,698

9.00

領域を変えているため，各層に対して描画するテクスチャ
は異なっている．下層にマッピングするテクスチャほど一
枚のテクスチャにおける短繊維数は多くなり，上層にマッ
ピングされるテクスチャほど短繊維数は少なくなる．

図 15

実装結果

図 14 最下層に作成したテクスチャ

4. 結果
本手法により生成した埃を，ドラゴンモデルに適用した
際の描画結果を図 15 に示し，背びれ部分の拡大画像を図
16 に示す．本手法では，埃の構成要素である短繊維の表現
が確認できる上に，従来の表現手法になかった堆積してい
る埃の厚みの表現についても，再現されていることが分か
る．なお，今回の表現対象としたモデル頂点数は 50,088 頂
点であるが，このモデルに対して Shell 法を適用するため，

図 16 拡大図

更に 10 層分のポリゴンを積層させている．よって実質の頂
点数は 550,698 頂点となる．
また，複数のモデルと FPS の関係を表 1 に示す．今回描
画 す る 際 に 用 い た 動 作 環 境 は CPU:Intel Ⓡ Xeon Ⓡ CPU
X5460@3．16GHz，GPU:NVIDIA Quadro FX 4600，DirecX9.0c
を用いた．
また，本研究で生成したテクスチャは屈曲角度と屈曲回
数の制御や，短繊維の長さを制御できるため，パラメータ
調整を行い，異なるパターンの埃を描画することができる．
パラメータを調節して変化させた埃の描画結果を図 17，図
18 に示す．図 17 は運動回数 20 回，屈曲角度 120°，屈曲
回数 6 回に設定し，砂埃を模してパラメータ調整を行った
際の描画結果であり，図 18 は図 16 のパラメータを基準に

図 17

砂埃

して運動回数を 2 倍に設定し，繊維を長く設定した際の描
画結果である．
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図 18 運動回数が 400pixel 分の繊維

5. まとめ
本研究では，汚れの表現において物体の経年変化を表す
埃に着目し，従来の関連研究では表現できなかった堆積の
厚みの表現を Perlin noise の輝度による閾値判定と Shell 法
という近似的なボリュームレンダリングにより，実時間処
理可能な程度高速に描画する手法を提案した．更に，堆積
する埃の短繊維自体の表現についても，Perlin noise と運動
確率マップを用いて，適切なテクスチャを作成することに
より再現した．また，本手法は Perlin noise を用いており，
繊維モデルもパラメータにより変化を持たせられるため，
様々なパターンの埃をプロシージャルに生成することが出
来る．
今後の課題としては，実写との比較や，ライティングの
考慮，現在任意に決定しているパラメータに対して，実測
から設定する手法の考案などが挙げられる．また，パラメ
ータ制御を利用している点を用いて，短繊維以外の表現を
行うことも検討したい．
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