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あらまし コ ンピュータグラフィックスは,そ の誕生から30年 を過ぎ,そ の適用範囲は極めて多岐にわたり,

90年代,完 全に応用の時代に入った。ここでは,ホ トリアリズムの中でも大気や水など, 3次 元空間に分布した

気体や液体およびその中の漂遊微粒子 (ちり,煙 ,霞 ,混 濁微粒子等)の光学現象のモデル化によるホトリアリス

ティックな画像生成手法について議論する。すなわち,光 源として,強 い方向性を与えることのできる点光源,

太陽直射光,大 気の散乱による2次光源としての天空光を対象とし,被 照体としては,一 般の団体のほかに,上

述の空気分子,エ ーロゾル,水 分子,混 濁粒子による光の散乱,吸 収および水面における反射,屈 折を考慮した

光学モデルを考える。このモデルによって,ス ポットライト下の煙や,ヘ ッドライトによる光束,晴 天,曇 天下

の風景,霧 の効果,水 質による水の色の変化,水 中照明,宇 宙から見た地球など,ホ トリアリスティックな画像

生成が可能になることを示す。

キーワード 光 のシミュレーション,光 の散乱,水 の色,ホ トリアリズム

1。 ま え が き

コンピュータグラフィックスが誕生 して四半世紀が

過ぎ,そ の可視化技法は,コ ンピュータ社会における

欠 くことのできない一つの道具 として,あ らゆる分野

に利用され始めている。本論文で議論するホ トリアリ

スティックな画像生成 も多方面にわたり,い わゆるエ

ンターテイメント,ア ー トから,実 用面からは,各 種

製品のデザイン,屋 内外の照明設計をはじめ,フ ライ

トシミュレータ等の各種シミュレータ,都 市計画,大

型構造物の建設,自 然環境保護のための視環境の事前

評価にまで広が り,最 近では,人 工現実感の視覚情報

メディアとしても,そ の重要性が増 しつつある。この

ような状況のもとで用いられるホ トリアリスティック

i広 島県立大学経営情報学科,庄 原市

Hiroshima PreFectural University,Shobara‐shi,727 Japan

i十福山大学工学部電気電子学科・福山市

Facuity of Engineering, Fukuyama University, Fukuyama‐ shi,

729-02 Japan

市i広 島大学工学部第二類 (電気系),東広島市

Faculty of Engineering, Hiroshima University,  Higashi‐

Hiroshima、shi,724 Japan

な画像生成技法 も当然のことながら多岐にわたってい

る。

このうち,エ ンターテイメントを目的としたものは,

豊かな芸術性の探究のため,必 ずしも現実世界に忠実

である必要性はなく,い かにア トラクティブに表現す

るかが課題であり,窓 意的なデフォルムが行われる。

また,人 工現実感への活用にはリアルタイム性が絶対

条件であり,計 算機の性能から,ま だ画質の面で妥協

せざるを得ないのが現状である。これに対 して,本 論

文は,光 学的にできるだけ忠実なモデル化を行うこと

によって,照 明設計,景 観予測等に活用しようとする

ものである。具体的には,空 間に分布した気体,液 体

およびそれらの中の漂遊微粒子に光が当たったときの

諸現象,す なわち,光 の散乱,吸 収,屈 折に着目した

光のシミュレーションの可視化によるホ トリアリズム

について議論する。具体的には光源 として,指 向性の

強い点光源を入工光源 として取 り上げ,自 然光 として

は,太 陽直射光および天空光を考慮する,被 照体 とし

ては,い わゆる団体のほかに,空 気,雲 ,煙 ,霧 に代

表される大気,お よび水分子,漂 遊混濁粒子からなる

水を対象とし,こ れらの光学現象をシミュレー トする
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ことによって,で きるだけ物理現象に忠実な画像の生

成を行うための方途を探求する。

2.気 体の散乱光モデル

2.1 人工光による散乱光

スタジオのスポットライ トや自動車のヘッドライ ト

など,高 輝度光源によって照射された空間には,光 束

が観察される。その光学的現象 と,本 論文で用いる仮

定および前提条件について述べる.

(1)一 般的に光束が観察される人工光は,上 述のよ

うな方向性を強 くもった光源が多いので,こ こでは配

光特性をもつ点光源を議論の対象とする。

(2)照 射された大気中の微粒子 (ちりや水分等)に

よる散乱光は,分 布 した無数の点光源 と考えられる.
一方,微 粒子によって吸収される光の現象は,半 透明

物体 として取 り扱うことができる。

(3)微 粒子による散乱光は,実 際には2次 光源とし

て作用するが,こ れを考慮に入れると計算コス トが高

くなるので,こ こでは無数の 1次 反射粒子 として扱い,

多重散乱光の影響についてはこれを無視する。

(4)微 粒子に当たった光の散乱特性は,微 粒子の大

きさによって大きく異なる。最 も簡単なモデルとして

は,ど の方向に対 しても一様な散乱を考えることがで

きる。しかし,空 気分子のような,光 の波長に比べて

小さな粒子に対 しては,レ ーリ散乱が支配的であり,

図 1の ように,空 気分子への入射光 と散乱光 との角を

αとすると,そ の位相関数は次式で表される。

F(2)=あ (1+cos2α) (ぁ は定数)
一方,光 の波長 と同じぐらいの大きさの微粒子 (エー

ロゾル)に対 してはミー散乱が支配的であることが知ら

れている。 ミー散乱はその粒子の大きさによって位相

関数が大幅に変化 し,多 様である。そのため多 くの実

測値や実験式が試みられている(ll~131.ここでは文献(1)

による比較的簡単な式を採用する。

F(α)=1号li:::::!号|1号]骨昴昔暑11老
禁照)

ここで 力1,れ は α=180°のときの散乱光の大きさを表

す。上式では,濃 い霧ほど指向性の強い散乱特性をも

つことを示している。

2.1.1 点光源による散乱光効果

図 2を用いて説明しよう。物体 A上 の点 PFか ら視点

P2に 到着する光の強さは,PIPυ 間で減衰する。一方
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図 1 微 粒子の位相関数

Fig l  Functions of a small particle

図2 面 上から視点へ到達する光の強さ
Fig 2  1ntensity of light reaching a viewpoint from a

point Pi on an object

P,Pυ間の各点で発生する散乱光の うち Pクに向かう散

乱光 も,Pυ までの経路中に存在する粒子によって減衰

する。従って視点 Pυに到達する光の強さは両者の和と

なる。この際,散 乱光は通過経路の距離に対 して指数

関数的に減衰する。従って,視 点からsだ け離れた点

Pに おける視線方向の散乱光をみ(s)とし,点 Pすから

の視線方向の光の強さを二 とすると,視 点への光の強

さrは 次式で与えられる。

r=ル~より十rとみ(ゆク
ーⅢゆ魅     (1)

ここでく0=rち冴
びは単位長当りの減衰係数で,視 線上の粒子の密度分

布に依存する。′は積分変数,T(s)は 距離 s間 の光学

的距離を表す。点光源 9の 配光特性が r(θ,ψ)(θは光

軸との角,ψ は回転角),環境光をあとすると,光 源 C

から/だけ離れた点Pの 散乱光の強さは,
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図 3 散 乱光の計算

Fig 3 Calculation of scattered light using illumination

and shadow volumes

rplゅ=宅斗″F(の2-rlrl十あ
で表される.こ こで ″は微粒子の粒子密度に体存する

反射係数,r(γ)は PQ間 の光学的距離,F(α )は位相

関数,α は光線の方向と散乱光 とのなす角である。式

(1)の みは式(2)の あ(s)と同様に光源か らの距離に

よって減衰させられる。従って, もし微粒子の分布が

一様 と仮定すると,式 (1)は次式で表せる。

r=ニタ
ーJL十

あ(1-ク
~2)

十r    ゐ
ここで,光 束を生ずるのは第 3項 であるから,視 線経

路中に光線が存在 しなければ第 1,2項 のみでよい。言

い換えると,点 光源の照射領域を設定することによっ

て,計 算コス トを大幅に下げ得る。

2.1.2 散乱光の効率の良い求め方

式(3)の第 3項 による計算コストを下げるには,第 3

項の適用範囲をできるだけ狭めればよい。すなわち,

照射効果の現れる可能性のある領域,イ ルミネーショ

ンボリュームを以下のように設定する。軸対称 (投光器

等)および非軸対称 (ヘッドライト等)配光特性の点光源

に対 しては,そ れぞれ配光曲線を包含する有限な高さ

をもつ円すいおよびだ円すいを考え,計 算対象をこの

イルミネーションボリューム内に限定する。

イルミネーションポリューム内の微粒子への影は,

物体の面上の影 と同様に重要である。この影の計算に

は,物 体上に落ちる影の計算用のシャドウボリューム“)

と,光 源から見た各物体の輪郭線
・)を活用できる。図

図 4 2層 モデルの光学的距離

Fig 4  Calculation of optical depths from a light source

to a vie、vpoint passing trough two layers

3で は,視 線 P,PF上 の大気中の照射区間はイルミネー

ションボリュームとシャドウボリュームの論理差空間,

S4と S3,お よび S2と Slの区間である。従って,一 般

には各光源のイル ミネーションボリュームと各シャド

ウボリュームの差集合 として定義できる。

2.1.3 微粒子密度分布が不均一な場合

ドライアイスや煙草の煙など,粒 子の大きさおよび

密度分布の異なるものが層状をなす場合は,そ の光学

的距離に関しては,そ れぞれの位相関数および密度を

考慮する必要がある。例えば図 4に示すように,σ とび
′

の 2層 をなす場合 は,式 (3)中 の び(″十s)は σ(″十s

一/1-品)十σ
′
(れ十軌)と置き換える必要があり,多 層に

なるとそれだけ複雑さが増す。

2.2 自 然光による散乱光 と天空輝度分布

昼間の自然光の源泉は太陽である。地上から観察す

る場合の太陽光について,そ のもたらす光学現象と本

論文における仮定 と前提条件についてまず述べる。

(1)直 射光源は無限遠点にあると考えてよく,従 っ

て平行光線 と仮定することができる。

(2)直 射光は地球に接近するに従って,オ ゾン層,

空気分子,更 に大気中の微粒子 (エーロゾル)によって

散乱,吸 収を生 じ,ま た屈折する。しかし,可 視光線

について見ると,オ ゾン層の散乱,吸 収は,空 気分子

および大気中の微粒子のそれに比べ小さいから無視 し

ても差 し支えない。また光の屈折についても,日 の出,

日没時の非常に短い時間を除いて,そ の影響は極めて

小さいから,以 後の議論ではこれを無視する.

(3)空 気分子,エ ーロカレによる光の散乱,吸 収は,

光の波長によって大きく異なる。従って,ズ ,C,β そ

11lumination
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れぞれの波長に対 して考慮する必要がある.

(4)空 気分子の密度は高度によって指数関数的に変

化する。エーロゾルは多様であり,粒 子の大きさ,密

度は,地 域によっても異なり,ま た散乱,吸 収特性 も

大幅に異なる。しかし,巨 視的な立場から見ると,エ ー

ロゾルの密度は空気分子のそれと同様,高 度に対 して

指数関数的に変化すると考えることができる。

(5)空 気分子およびエーロゾルの位相関数について

は,2.1で も述べたように多 くの実験がなされている。

ここでは2.1と同様,比 較的簡単な文献(1)を採用する.

(6)空 気分子およびエーロゾルによる散乱光は, 2

次光源 (天空光)と して働 く。従って,地 上で受ける自

然光には,平 行光線である直射光 と合わせて考慮する

必要がある.

(7)太 陽は大きさをもっていて,地 上から観察され

る太陽光は,そ の立体角が 32′の円形光源とみなすこと

ができる。このことは地上に落ちる物体の影に半影を

もたらすカポ0,こ こでの主題ではない。

2.2.1 天空輝度分布

地上から観察する天空は非常に大きいから,地 上の

任意の視点からの観察対象物体はどれも,同 じ天空光

によって照射されると考えてもよい。言い換えると,

すべての可視物体は,巨 大な半球上の天空光源 (天空

ドームと呼ぶ)の中心に位置すると考えることができる。

天空輝度分布は一様ではなく,緯 度,経 度,地 形,

太陽の位置,天 候によって時々刻々変化する。また,

その色 も一
様でなく,光 のスペク トル分布 も太陽高度

によって大幅に変化する。従って,厳 密には上述の条

件下での実測を必要 とするが,コ ス ト面から必ずしも

実用的とは言えない。晴天時と曇天時の天空輝度分布

は,こ のように複雑な分布をするから,こ の取扱い方

法 としては,(a)天 空 ドームに多数の点光源を配置し,

各点光源に天空輝度に比例 した重み係数をお く方法,

(b)天 空 ドームを有限な四角形要素に分割して面光源と

する方法,(C)天 空 ドームを帯状要素に分割し,帯 光源

とする方法,が 考えられる。筆者らは以下の理由から

図 5に 示す(C)を提唱する。すなわち,帯 光源の輝度は

帯方向に関して連続に変化すると仮定できること,後

述のように,遮 へい物による影の影響を考えるときの

可視領域の判定に便利なことが,そ の理由である,

晴天時と曇天時の天空輝度分布について CIEの 実験

式が提案されており,天 空輝度分布の計測の煩わしさ

を回避できる点から,こ れを使用すると便利である。

この実験式は,次 式に示すように天頂輝度に対する相
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図5 天 空光分布
Fig 5  Distribution of sky luminance

対輝度 として定義 されている。

(a)曇 天時 (CIE標 準天空輝度関数
マ))

瓜の=あ
甲     m )

ここでとをは天頂輝度で太陽高度の関数であるが,と (θ)

は式からもわかるように太陽の位置には無関係に天頂

が最も明るく,地 平線が最も暗い。なお,θ は天頂と天

空要素のなす角である(図5参照).

(b)晴 天時 (CIE標準天空輝度関数・))

と(θ,φ)

=ら

( 5 )

ここで γは太陽 と天空要素 との角度で

COS γ =COSZOcosθ ttsinZた osθ cos(φ
一

φO)

ム は天頂 と太陽との角度,φ はズ 軸から太陽までの方

位角である。式からもわかるように,天 空輝度は太陽

周辺が最 も明るく,太 陽と天頂を結ぶ円周上で,か つ

太陽から90°離れた付近が最も暗い.薄 曇りの場合は,

式(4),式 (5)を適当な比率でブレンドすることによっ

て,正 確ではないが,中 間的な画像が得 られる。

2.2.2 遮へい物のない場合の照度計算

簡単のために,遮 へい物を一切考えない場合の水平

面上の計算点の照度について考えよう。計算点を原点

とし,X― y 平 面を水平面とし, y方 向が真東の座標

系とすると,こ の面は半径 /を もった天空 ドームの座

標系と一致する。帯光源のサンプル面 (帯光源の中心を

含む面)は,X軸 を含み,仰 角が δど(′=1,2,… ,N:メ

は帯光源数)の弓状の傾斜した半円として定義される。

この帯光源は,更 に一定輝度 として取 り扱って差 し支
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図6 サ ンプル面と遮へい物体との交差
Fig 6  1ntersection test between sarnple planes and objects

えないほど十分小さい天空要素に分割される。この天

空要素を点光源 昆 として扱うことによって,計 算点 P

の照度計算に逆 2乗則を適用することができる。見 を

ズ 軸 (PPO)からの角 αと水平面からの角 δで表すと,

P2に よるP点 の照度は次式で表される。

だ =瓜 α,δ)プ 泌       ( 6 )

ここで とは点 Pをの天空輝度,θ は天頂から昆 までの

角で,cosθ =sinttinδ,γ は PP夕間の距離に相当し,

あ4は 天空要素の面積で,次 式で表される。

泌 =(/J2)(,材δsinα)

式(6)を α,δ に関して積分すると, 0度 からαまでの

帯光源による照度 どど(α)は次式で表される。

Erla=raガ
ト1と

(α,〕shδsh2αttδヵ   (7)

ここで δt=δど―″δ,δ体1=δど十Zδ, また 2″δは帯光

源の角度幅である。今,帯 光源の幅が十分小さいδ
′
`<

δ<δ
′
ど.1の間では天空輝度が一定とすると,瓜 α,δ)は

と(α,δど)に置き換えられるから,式 (7)は次式で表され

る.

どど(α)=あ
raと

(2,δr)Sh2α滋       (8)

ここで あ=(cosδ,一cosδt+1)。従って,曇 天時に対して

は と(α,δ)に式(4)を ,ま た晴天時に対 しては式(5)を

適用すればよい.

2.2.3 遮へい物を考慮 した照度計算

図 6に 示すように,遮 へい物体 アがあるときについ

て,面 S/上 の計算点 Pの 照度を考えよう.式 (7)の

どど(α)は 0度 からαまでの範囲の帯光源による照度であ

るから,図 5の ように,計 算点 Pか ら見た可視区間が

0°～的および 的～180°(負≦∽)であれ,五 可視区間の帯

光源による点 Pの 照度は次式で与えられる。

El(180°)一El(砲)十El(21)

従って,適 当な間隔 (例えば 5°おき)の ご1(α)のルック

アップテーブルをあらかじめ準備 しておき,中 間の値

に対 してこれを線形補間すれば,容 易に可視区間の照

度を求めることができる。なお,計 算面が水平面では

なく傾斜している場合 も,可 視区間について同様の考

え方を適用すればよい。帯光源の可視領域は次の手順

によって得られる.

(1)面 S/上 に影を落 とす物体 アを抽出する。

(2)面 Srを 基準面 とする半球座標に,物 体 7を

座標変換する(図6(a)参 照).

(3)yの 占める範囲 (図6(a)の 挑inとあax)を求

める。

(4)計 算点 Pか ら見た物体 アの輪郭線を抽出す

る.

(5)す べてのサンプル面に対して以下の計算を行う。

① (3)で 求めた範囲を利用して,物 体 アとサンプ

ル面が交差するか調べる。交わればサンプル面の傾斜

角を抽出する。

② 遮 へい物体 アの輪郭線とサンプル面の交点に相

当する角 22(ガ=1,2,… ,物)を求める(図6(b)の 21は

ベクトルPPlと PP2の 内積によって求まる).

③ サ ンプル線の可視部分を抽出する(図6(b)の 21

および(180°-22)の区間).

④ ど 1のルックアップテーブルを用いて各可視区間

の照度計算を行う。

2.2.4 大気拡散モデル

前節までに述べたCIEモ デルによって,天 空輝度は

与えられるが,光 のスペクトル分布は考慮されていな

い.そ のため天空の色表示ができず,光 源は白色光源
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として扱われる。実際には太陽光は大気圏に入ると,

オゾン層,空 気分子,エ ーロゾルによって散乱,吸 収

され,地 上から見る空の色を形成する.地 上の被照体

は太陽の直射光のほかに,こ の天空光によって照らさ

れる.2.1で も述べたように,空 気分子の散乱はレーリー

散乱 し,エ ーロゾルはミー散乱をする。空気分子密度

は高度に対 して指数関数的に変化し,高 度 力の空気の

密度 ρは次式で表される。ρ(s)=ρoexp(一″/rrO)ここで

ρ。は高度 0(m)の 微粒子密度,IrO=7,994(m)は 微粒

子のスケールハイ トである。
一方,エ ーロゾルに対 しても同様に取 り扱うことが

できる(rrO=1.2(km)).霧 のような天候に左右されやす

いものの分布は時々刻々変化する。図 4の ように2層

をなす場合には,2.2.3の 方法による光学的距離を用い

ればよいが,計 算コス トは高 くなる。ここでは大気中

の微粒子の濃度が高さに関して指数関数的に変化する

場合 について考 えよう。図 7に 示す ように,視 点

P(め ,め,ゎ)か ら注視点 Cへ 向か う単位ベ ク トルが

7(″υ,クυ,2υ),Z(S)=ゎ 十zυ・sと すると,点 Rの 粒子

密度 ρ(s)は次式で表される。

ρ(s)=ρ02 (々ゆ″°
              (9)

2.2.5 光束および霧の効果表示

大気中を単位距離進行する波長 夕の光の減衰の割合

は,微 粒子の密度に比例 し,次 式で与えられる.

<ゆ =ρ(s)恥
(瑞 )~°

       (10)

ここで 拘は標準波長 λOの散乱係数,あ は微粒子の大き

さに依存する係数である。従って,図 7の視点 Pか ら

点 Rま での光学的距離 ″(s)は次式で表される。

Kゅ=rSKゅ然

Hght sourceん

(11)

viewpoht

P ( 。, , v フ, Z 7 )

V(″。,釣,Zv)

Ll(2,,"た,ZLl)

図 7 光 束と霧の効果
Fig 7 Calculation of beam and fog effects
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PQ間 の距離をs′,点 Q上 の光の強さをr。とすると,

視点 Pに 到達する光の強さrは

r=五 夕女り十
署r比

み(s)2-“
ゆ体     (12)

ここであ(s)は点 Rに おける光源 kの 光源関数で,次

式で表される。

/4(s)=五(s)夕
を'“ゆF(仇 (S)) (13)

ここで r4(s)は微粒子の存在を無視したときの点 Rに 到

着する直射光 と天空光による光の強さで,2,2.4の大気

拡散モデルから得られる。れ(s)は光源 kと 点 R間 の光

学的距離で,F(a(s))は 2.1で述べた位相関数である。

遮へい物による光束の影については,2.2,2の シャドウ

ボリュームの概念を用いて求められる。

2. 2 . 6雲 の 表 示

雲などの大きな粒子による光の散乱は波長の影響を

ほとんど受けない。しかし,雲 を照射する太陽光のス

ペクトル分布は太陽の位置によって影響される。雲を

通過する光は次の 3要 素によって決まる。すなわち,

(1)雲 を通過することによって減表する天空光,(2)直

射光によって照らされる雲の粒子による光の散乱,吸

収,(3)雲 の粒子の多重散乱による環境光である。(1)

に対する雲の表面上の天空光の強さ二は,2.2.4の大気

拡散モデルから求められる。雲の厚さは大気のそれに

比べて一般に小さいから,(2)に 対する直射光強度 島

は,雲 の上面では等しいと仮定して差し支えない。従っ

て,図 8に 示すように雲の中心と大気圏の上面までの

光線の距離が 0の ときの,雲 の表面の直射光による光

の強され は次式で与えられる。

毛=ム (ス)2~を
(C'ス)             (14)

ここで,rs(ス)は大気圏外の太陽の光の強さ,す(9,ス)は

波長 スに対する距離 9の 光学的距離である。(3)に対

図 8 雲 による散乱 ・吸収
Fig 8  Scattering and absorption duc to ciouds
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する雲の粒子による環境光は全方向に対 して一定の光

の強さをもつものと仮定する。以上を勘案すると,雲

を通過 した直後の光の強さ rcは次式で表される。

瓜か=爪かが始め十r歌爪か瓜の
十ゑ)夕〈ど〈S)・ど“0)ρ(sたな (15)

ここで,ゑ は環境光であり,位 相関数 ダ と雲の密度 ρ

はともに一様 と仮定している。なおここでは,雲 の形

状はだ円上に正弦波の多項式からなるフーリエ級数の

厚み関数をマッピングする方法を採用している。

3.液 体 (水)の散乱光モデル

水は自然景観を構成する重要な要素であり,橋 梁,

自然公国内の池,河 岸,ゴ ルフ場等,点 景 として欠か

せない。水のホ トリアリスティックな表示法において

考慮すべき点は,大 きく分けて二つある。
一つは水のもつ形状で,滝 ,噴 水,川 の流れ,池 の

さざ波,大 海の大波等さまざまであり,こ れらは流体

運動の結果であるから,厳 密には流体力学のシミュレ上

ションが必要で,膨 大な計算を必要 とし,現 在の計算

機能力では対応できない。にもかかわらずこれらは特

にアニメーションで欠かせない,こ れらの表示には大

胆な近似が必要である。他の一つは水の色である.水

の色は水中の微粒子による混濁度はもちろん,水 深,

水底の状態,水 面の波の形状,光 源の種類およびその

位置,視 点の位置等によって,互 いに影響 し合いその

見え方に微妙な影響を与える。本論文では散乱光を主

題 としており,ま た前者に関して筆者らはそれほど深

く研究していない.し かし,議 論を進める都合上,先

に前者について文献の紹介を兼ねて述べる。

3.1 水 の表面形状モデル

波の形状は自然景観のアニメーションの作成には欠

かせないものの一つであり,1980年 代に入って多 くの

研究が進められてきた。

Max191は 海洋の波を対象にして, 2種 類の波を表す

ために,余 弦波 とス トークス波を用いて振幅の大きい

ものと小さいものとを表し,空 や島の写 り込みをレイ

トレーシング法を用いて実現した。Peacheyくm)は
岸辺

に打ち寄せる波について,Reaves(11)の ファジーオブジェ

クトによって,波 が砕けて飛散するシミュレーション

を可能にした。Foumierら (りは波浪や波しぶき,波 の

泡立ちを波の高さの多価関数で表し,波 面に反射マッ

ピングを用いてリアルな波を実現した.ま た Kirk(崎)は,

波によってひずんだ反射 ・屈折の水の表面を,バ ンプ

マッピングを用いて表示することを試みた.Mastinら くH)

は,大 洋の景観について,フ ーリエ変換した白色雑音

を用い,テ クスチャマッピングによって表現した。Ts'o

ら(151は
,れ _スプラインの内挿によって波を表現し,同

じくテクスチャマッピングを活用している。Watt(10は

双方向ビーム トレーシング法を用いて水 と光の相互作

用,す なわち影 と光の散乱を表現 した。

以上述べたように,既 に波の形状について多 くの研

究が行われている。筆者 らは,以 下に述べる数種類の

波高値 と波長をもつ独立 した波について高さ方向に合

成したデータを作成し,バ ンプマッピングする方法を

採用している。波の高さは次式のス トークスの波形方

程式(1のを用いる。

z(r,レ)=Σ α″cos% (々″―c′)        (16)

ここで,z(″ ,′)は時刻 ′における水の高さ,α″は波形

を表す係数,々 は単位距離当りの波の数,cは 波の速度

である.式 (16)は指定された特定の方向係数 少とでに

よって,次 式のように2次 平面に変換される。

z(″,グ,″)=Σ α″cos″O材十留―ω′)    (17)

ここで,2+?2=々
2,。=た で,の は周波数である。水

面の法線ベクトルは,水 面の高さデータから,そ の微

分値として求められる。

3.2 水面上の光学特性

図9の水面上の点 Pか ら視点に到達する光の強さr

は空気中の光の減衰を無視すると,次 式で表される。

ク
ク

/ 9

// /  /

図 9

F i g  9

水面のライティングモデル

Lighting model of water

vie,point

′ /

bottoコ
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r=rr十 あ (18)

ここで rrは水面での反射光,あ は水中からの透過光で

ある。まず,r7に ついて調べよう。水面の反射光線 み

は,よ く知 られているようにフレネルの反射法則に従

う。すなわち,光 は水面において正反射する。点 Pで

の水面の法線ベクトルをN,入 射角を θF,屈折角を ら

とすると,水 面での反射率は次式で与えられる。

rtれ の =訳
撒

十
暑諸葺嫁汚巽朝う

位の

ここで,aと らはスネルの法則に従う。すなわち,θど,

ら と水の屈折率 %に は,次 式の関係がある。

sina/sinら =物

入射光線 として,太 陽の直射光 と天空光の両者を考慮

に入れると,反 射光 rは 次式で示される.

み=r(a,ら )(2(δ(a)rO十rs(θF))十(1-α)F,(a))

(20)

ここで,δ(a)は 視線の鏡面反射方向が太陽の直射光 と

一致したときのみ 1で ,そ の他の場合は0と なる。あは

太陽の直射光の強さ,瓜 a)は 視線の鏡面反射方向の天

空光の強さ,あ (a)は 視線の鏡面反射方向に存在する物

体からの光の強さで,α は視線の鏡面反射方向に物体が

一つでも存在 していれば 0,一 つも存在 していない場

合のみ 1を とる。あ とrsを考慮することにより,逆 光

またはそれに近い太陽の直射光による水の輝 きのリア

ルな表現が可能になる。また あ(a)を 考慮することに

より,水 面への写 り込みを表現でき,こ れも水のリア

ルな表現には重要な要素である。

viewPoint

図10 水中から水面を透過してくる光のモデル
Fig 10 Skylight passing through the water

1 5 2 2

3。3 水 中から水面を透過 して くる光

水中から視点に到達する光についてみると,図 10に

示すように,水 底の点 Qか らの反射光は,PQ間 に存

在する水分子や混濁粒子によって減表された光 r′Qの値

となるが,一 方,PQ間 に生じる散乱光の視線方向の成

分の光の強さrPQも考慮する必要がある.す なわち,水

中から透過して視点へ到達する光の強度 あ は,こ の両

者の和であり,次 式で示される。

ぁ=r′Qtt rPQ              (21)

3.3.1 水面を透過してくる水底からの光

r′Qぉ ょび rPQについて検討 しよう.

(1)ま ず,r′Qの うちの直射日光について考える。

今,点 sに おける波の影響を無視 し,水 面を水平 と考

え,太 陽の直射光の入射角を 仇,水 面への屈折角を偽

とすると,点 Qに 到達する直射光の強さrQ切 は,

rQS2″=(1~r(a,aか )ェタ
CIA)れSeCθ″

    (22)

で表される.こ こで只 あ,あ)は太陽の直射光の入射角

仇,屈 折角 仇 から与えられるフレネルの反射係数であ

る。工は点sへの太陽直射光の強さ,c(か は波長 夕の

光が水中を単位長進む間に失う光のエネルギーの比率

を示す消散係数で水質に依存する。Z」は点 Qの 水深で

ある。

(2)次 に点 Qに 到達する天空光について考えよう.

McCluney(噂)は準 1次散乱 QSSモ デルを用いて天空

光による散乱光について計算しているが,上 半球すべ

ての方向の天空光の放射照度が等しいと仮定した。し

かし,こ れでは,太 陽の位置の変化による天空光の配

光の変化を考慮できない.こ こでは,2.2.1で述べた天

空輝度分布を考慮するが,水 面上のすべての点におい

て天空光の配光が同一,言 い換えると,物 体の影によ

図 11 水産に到達する天空光

Fig ll Stylight arriving at a bottom of water.
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る影響を無視する。この場合の水底 Cに 到達する天空

光は,図 11に示すように,臨 界角 《肋cの範囲内からの

ものであり,点 Qの 水深,水 面への各天空光要素の入

射角および水面から点 Qま での距離,水 の混濁度によ

る光の減衰率の関数 となる。 と ころで,水 深が与えら

れると,各 天空要素の光の強さと方向は式(22)と同様一

意に定まる。従って,各 深度に対するルックアップテー

ブルをあらかじめ求めておけば,天 空光による点 Qヘ

の光の強さrQsたyは容易に求めることができる。従って,

Q点 に到達する自然光の強さはrQs″″とrosをの和として

与えることができる。ここで水底が完全拡散面でその

反射係数が 妃どとすると,そ れぞれの光の方向成分を考

慮して求めた点 Qか ら視線方向への反射光 r。は容易に

求まる。従って, このときの点 Qか ら視点へ到達する

光の強さ r′Qは ,

r′Q=ズ″cosaT(θ
′
2,θ

′
″)あ2~“

彬“Secθ′″
  (23)

で表される。ここで あ は点 sで屈折した光線と点 Qで

の水底面の法線ベクトルのなす角, T(θ
′
α,θ

′
″)は点 P

での透過率,θ
′
αは点 Pに おける水面 (この点の波の形

状を考慮)の法線ベクトル Nと 視点ベク トルとのなす

角,θ
′
″は点 Pで の水中から視点へ向かう光線の屈折

角である。あ は,Q点 に到達する自然光の強さ,す な

わち,前 述の rQsヵyと rQsをzの和である。

r′Qを用いることによって,水 底の属性 と水深を考慮

に入れた水を表現することができる。

3.3.2 水面を透過 して くる水中の散乱光

rPQは水中の水分子や混濁粒子 と溶存物などによる散

乱光であるから,こ れを考慮することによって,水 質

を勘案 した水面の色彩表現が可能になる。

3.3.1と同様,直 射光による散乱光 と天空光によるも

のの和が式(21)のrPQになるから,二 つに分けて議論し

よう.

(1)図 9に 示すように,直 射太陽光に対する水底の

点 Qの 極近傍から点 Pに 到達する散乱光は,放 射伝達

方程式(Ю)から次式を導出できる。

鯨 の =

・rれ
やC'″夕“狐lりまれFaルⅢl+cos″″Secθか″

(24)

ここで, T(仇 )(水面を水平面と仮定)と T(θあ)(波の形

状を考慮)は,そ れぞれ水面上の点 Sと 点 Pの 透過率,

Fr。(ス)は水面上の太陽光の放射照度,物 は水の屈折率,

β(ス,α)は体積散乱関数,/は 水 中での光 の経路,

oO(かは水のアルビド,F(か は水の前方散乱係数であ

る。具体的には,点 Pで 屈折した視線が水中を進行し,

水底 と交差する点 Qの 座標を求め,更 にその水深 々 と,

PQ間 の距離 約を求めると,式 (24)を適用できる。また

視線 PQ間 上の任意の点の散乱光については,そ の点

の水深を求め,同 じく式(24)に適用すれば,そ の積分区

間を変更するだけでよい。

(2)天 空光による散乱光 rPsたyは ,3.3.1(2)の考え

方を,上 述の直射光に対する散乱光に適用することに

よって求めることができる。

rPQは水中の水分子や混濁粒子 と溶存物などによる散

乱光であるから, これを考慮することによって,水 質

を勘案した水面の色彩表現が可能になる.

3.4 水 中に生 じる影の影響

ここでは,太 陽直射光のみを考える。光の多重散乱

を考えていないから,直 射光が照射 しない領域では散

乱光は発生 しない。従って,水 中における散乱光を計

算する際,2.1.2で 述べた考え方を拡張すればよい.直

射太陽光は平行光線であるから,そ の取扱いは点光源

に'ヒベて比較的簡単である。図 12を例に説明 しよう。

散乱光計算区間 PQの うち,区 間 SiS2は物体 Aに よっ

て太陽直射光が遮 られるため,直 射光による散乱光は

発生しない.従 って,視 点 P,へ 到達する散乱光を計算

するとき,区 問 PQに 対 して,水 面に影を落 とすすべ

ての物体の水中入射後のシャドウボリュームでクリッ

ピングを行い,太 陽直射光の照射区間を求めればよい。

水中にシャドウボリュームが存在しない場合は,式 (24)

は次式のような簡単な形式で表される。

みs“虎(θ後)=ム//(/)″       (20

ここでム は式(24)中の積分符号の前にある係数であり,

″は PQ間 の距離 (/=ろ secθ
′
″),/(/)は 光線の経路

/に よる光の減衰関数

/ ( ″ ) = 夕

~ C ( l X l り °( 1 ) F ( ス) ) 十( 1 + C O S θ
′
″S e c θ″)

である.水 面に落ちる影がある場合に対しては,ク リッ

ピング後の照射区間を /1,れ,…,わ とすると,水 面の影

を考慮 した視点へ向かう散乱光の放射輝度 r′Ps2″(θ
′
α)

は,次 式で与えられる。

r′Ps″″(θ乞)=ム(/1/(/た″十九/(γル″十…

十允ズγ)″)
=A畠比/(″)レ (26)

1523



電子情報通信学会論文誌 り3/8 Vol.J76 D II No8

direct sunlight

bott。 ロ (a)Smoke

図 12 水 面と水中の影の影響
Fig 12  Effects of shadows on/under the surface of the

water

4.適 用 例

図 13(a)は 点光源に照射された煙の例である。ここ

で煙の形状は2.2.6の雲と同じ関数を複数個用いている。

図(b)は ヘッドライ トに照らされた光束を示す。図(C)

は同じく点光源の例であるが,2.1,3で 述べた大気中の

微粒子が多層構造をしている例である。

図 14(a),(b)は それぞれ 2.2.1の天空輝度分布を考

慮 したときの曇天時 と晴天時の違いを示したものであ

るが,天 空は白色光源である。図 15は アルミの建物の

色の時間的変化を示したもので,2.2.4の 大気拡散モデ

ルを使用し,図 16は 2.2.5の自然光の光束を表示した

ものである。

図 17(a)は 自然光下の池の水を表示したもので,水

の混濁度はそれらしい適当な値を与えたものであるが,

(b)は 大平洋の中心付近のデータを用いたものである。

(C),(d)は 河辺の朝 と夕方の風景のシミュレーション

である.図 17は いずれもハイビジョンサイズの画像で

ある。以下,紙 面の都合上本論文中で議論 しなかった

が,い くつかの水の風景を示す。図 17(a)は 雨粒のレ

ンズ効果を示し,(b)は 点光源による照明を,(C)は 宇

宙から見た地球の大気 と海洋を示す。

前章 までに述べたモデルの精度だけでなく,画 素数,

エリアシングの除去の有無によっても計算コス トは変

化する。またプログラムの高速化のための労力の傾注

の度合によっても計算時間は大幅に変化する。従って,
一概に計算コス トは論じがたいが,例 えば,ハ イビジョ

ン対応の画像の図 17,図 18は 32 MIPSの マシンでそ

れぞれ約 40お よび 70時 間を要している。なおこの場

1524

(C)Dryice

図 13 点光源に照射された光束

Fig 13  Beams illuminated by spotlights

合 ,画 素数 は 1920× 1035で サブスキャンライン 3本 の

ア ンチエ リア シングを施 してい る。

5.む  す  び

気体,液 体の諸現象を考慮 したホ トリアリスティッ

クな画像生成について議論 した。自然界は千変万化で

あり,す べての現象についての忠実な物理モデルの生

(b)Headlight
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(a) Fille、 7eather

(b)Cioudy weathcr

図 14 天 空光効果

Fig 14  Effects of skylight

成は至難の技であるが,そ れら一つ一つを解決するこ

とが重要である。今後の問題点を以下に列挙する。

(1)気 体について

(a)ド ライアイス,煙 の運動,霧 ,霞 ,な どの発生,

消滅の形状モデル化

(b)微 粒子の密度分布と粒子の大きさの関係および

位相関数のデータベース化

(C)微 粒子の多重散乱効果の必要性の有無

(d)地 域に依存した天空輝度分布のデータベース化

(2)液 体 (水)について

(a)水 の運動による形状のモデル化 (噴水,河 川の

流れなど)

(b)混 濁物の位相関数のデータベース化

以上の物理現象の解明 とデータベース化が行われた

とすると,気 象衛星等の観測データ,海 洋および河川

の混濁物の影響調査 とシミュレーション結果 との視覚

的な比較,水 質,河 床のクリーン度による景観の改善

予測等,広 範な分野への活用が可能 となろう。

図 15 ア ルミの建物の時刻による変化

Fig 15 The vie、vs of an alunlinum building in different

dme

16 太陽光による光束

Beams due to the sunlight

図

Fig 16
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(a)Turbid water

(C)A view in daytime

(a) Lens effects of、 vater droplets

(C) Display of the earth taking into account

scattering effects

図 1 8水 の 風 景

Fig 18  Scenes including、vater

(d) A、 'ie、 at the sunset

図 17 水 質および時刻による水の色の変化

Colors of vヽater under different 、vater quality

and time

Fi見

1 5 2 6

(b) 11luminationヽ vith point light sources

(b) ヽ Vater Of the middle in the Pacific Ocean
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(a)Turbid water

( b ) W a t e r  O f  t h e  m i d d l e  i n  t h e  P a c i f i c  O c e a n

(a)Lens effects of water droplets

(C) Display of the earth takillg into accoullt

scattering effccts

図 1 8水 の 風 景

Fig 18  Scenes including、vater

(d) A、 rie、 at thc stlnset

図 17 水質および時刻による水の色の変化

Fig 17  Colors of ヽvater under difFerent 、vater qtlality

and time
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(b)11luminatlon with point light sources
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(C)A view in daytimc


