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コンピュータ画像生成による現実味を帯びたヘアとファーの制作は、ゲーム内のアニメート化されたキャラクターだけ

でなく、軍事や各業界、さらには畜産学などのさまざまな分野向けに、数十年もの間、研究対象となっています。

図 1：DCC アプリケーションでのガイド ヘアと、Unreal Engine での最終レンダリング

はじめに

ヘア (毛髪) およびファー (動物の毛) の毛先は、特徴的な性質を持つ、数千にも及ぶ色付きのストランドで構成さ

れた非常に複雑な有機構造体です。一目でわかるヘアまたはファーの独特な輝きは、ストランド特有の透明性と反射

性に関する特性 (ひとまとまりになる性質や一緒にカールする性質を含む) によるものです。これらのストランドは

重力や風などの外的な力にも対応し、本物の毛髪や動物の毛を長年見てきたユーザーから見ても、非常に自然な形と

なります。
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コンピュータ生成 (GG) のヘア/ファーの制作で課題となるのが、いかにして人間の目を欺くかという点です。しかし、

コンピュータの処理能力上の制限によって、通常、CG アーティストは CG によるヘアの最終的な色や影、光や動きに対

するヘアの反応については、時間のかかるレンダリング プロセスが終了するまで、シーン内で確認することはできませ

んでした。CG アーティストはレンダリング後に改善の余地があるかを確認し、設定を調整して再びレンダリングを行い

ます。このため、CG ヘアやファーを自然な形にするためのプロセスは多大な時間と労力を要するものになりがちでし

た。

このような状況を改善すべく、最近 Epic Games では、Unreal Engine にヘアとファーをリアルタイムでレンダリング

する能力を取り入れました。これにより、アーティストは、レンダリングを待たずに、最終結果がプレイ中にどのよう

に見えるかを画面上で確認できるようになります。 

このホワイト ペーパーの内容 

リアルタイム レンダリングは、時間のかかるヘアとファーのレンダリングにおいては歓迎すべき機能ですが、それを U

nreal Engine 内で設定する際は、多数のパラメータを効率よく使用し、可能な限りリアルなヘアまたはファーを制作す

るために、細心の注意を払う必要があります。

このホワイト ペーパーでは、Unreal Engine でリアルタイムのヘアとファーの作業を行うためのプロセスを詳しく説明

し、このリアルタイム レンダリング機能を使用する上で、アーティストが直面し得る制作面・技術面の懸念事項につい

ても考察します。 

DCC アプリケーション

におけるヘアとファー 
Unreal Engine で使用するヘアとファーは、Maya、3ds Ma

x、Houdini などのデジタル コンテンツ制作 (DCC) アプ

リケーションで設定できます。ヘアまたはファーは、人間

の頭や動物のモデルなどのポリゴン サーフェスにアタッ

チされます。

ヘアとファーを制作する一般的なツールには、XGen、Yet 

i、Ornatrix などの DCC プラグインや、Houdini に含ま

れる Hair Utils ツールがあります。また、これらのツー

https://www.autodesk.com/products/maya/overview
https://peregrinelabs.com/
https://ephere.com/plugins/autodesk/max/ornatrix/
https://www.sidefx.com/
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ルは、ヘアとファーに加えて鳥の羽/羽毛 (フェザー) の

制作にも使用されます。

DCC アプリケーションでヘア/ファーの設定が完了した

ら、これを Unreal Engine にインポートして、リアルタ

イム レンダリングに向けて準備を整えます。

用語 

DCC アプリケーションおよび Unreal Engine の拡張ツー

ルセットで使用する方法や検討事項を説明するにあたり、

ここでは CG ヘアとファーの制作に関連する用語とプロセ

スについて簡単にご紹介します。

ガイド ヘア、ガイド曲線 - グループ化されたヘア スト

ランドまたはファー ストランドを表すスプライン プリミ

ティブ。ヘア/ファー ツールにはガイド ヘアを操作する

メカニズムが備わっており、これによって最終的なヘア

(補正されたもの) がどのように動作するかが決まりま

す。補正されたヘアは、最も近くにあるガイド間の距離の

加重平均に基づいて、これらのガイドに沿った形状になり

ます。通常、補正されたヘアの長さはガイドの長さによっ

て決まります。

図 2：ガイドとヘアの関係

制御頂点 (CV) - ガイド曲線に沿って、一つまたは複数の

制御頂点が配置されており、曲線上の各点での制御が可能

になります。ガイド ヘア上の CV カウント (数) が多い

ほど、ガイド ヘアがより正確な形状になります。ただ

し、CV カウントが多いとその分処理時間がかかり、結果

的にパフォーマンスが低下します。 

図 3：ガイド曲線上の制御頂点 (CV)

スタイリング - ガイド ヘアまたは補正されたヘアを特定

の方向に押し引きし、形状を整えたり、カールさせたりし

て、CG ヘアやファーを参考画像に一致させる作業。

グルーミング - ヘアの成長と自然な性質にスタイリング 

プロセスを取り入れた組み合わせ。これには、ストランド 

(髪の束) の厚さと、カールしたり一つにまとまったりす

る髪の性質が含まれます。このような設定と、それを維持

するファイルを「グルーム」と呼びます。グルーミング 

(グルーム作成) は、ガイド ヘアと DCC アプリケーショ

ンのパラメトリック設定を通じて行われます。

グルーミングのワークフロー 

グルーミングのワークフローは、モデルを Unreal Engin

e にインポートする前に、DCC アプリケーション内で行

われます。その起点として、形状と量を定義する一連の

ガイド ヘアがメッシュ領域で作成されます。 

図 4：人間の頭の形状に配置されたガイド ヘア

ガイド 

ヘア

制御頂点 

毛根 

5 個の CV を含むヘS ヘア

3 個の CV を含むヘS ヘア
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グルーミング可能なガイド曲線の配置、形状調整、スケー

リングにはグルーミング ブラシを使用。グルーミング ブ

ラシでは、ヘアのカールやトリムを行うだけでなく、ヘア

を取り去ることも可能です。

スカルプティング ブラシとヘア ブラシを活用すること

で、ガイドを目的のヘアスタイルもしくはファー スタイ

ルの形状にします。レンダリングしたヘアの色は、サンプ

ルとしてヘアに適用したマテリアル パラメータまたはテ

クスチャを通じて設定できます。

キャラクターの各部分にはそれぞれ明確な特徴があるた

め、グルームの制作担当者が、人間の頭、眉毛、髭、体

毛、もしくは動物の頭、体毛、足、尻尾などの各所に別々

のグルームを作成することもあります。

複雑なグルームを作成する際は、これをいくつかのセクシ

ョンに分割することで、このアセットを Unreal Engine 

にインポートした後に、さまざまなグループの管理が容易

になります。 

プロシージャル スタイリング 

DCC アプリケーションに備わっているヘア/ファー関連の

ツールには、ガイド ヘアまたは補正されたヘアを調整す

るプロシージャル スタイリングのためのパラメータが含

まれています。これらのパラメータの多くには、現実世界

でのヘア スタイリングで使われる「trim (トリム)」、

「curl (カール)」、「frizz (縮れ)」などの用語に似た

名前が付けられています。それぞれのプロシージャには一

つまたは複数の数値が関連付けられており、これによっ

て、ガイド ヘアやストランドに対する変更の相対的な度

合いが示されます。

トリムの値では、ガイド ヘアまたは補正されたヘアの長

さを制限します。カールの設定ではカールの数とその半径

を指定し、指定したとおりの設定を反映できます。縮れの

設定 (もしくはノイズ設定) では、曲線上の CV の位置を

乱数化します。その度合いは、指定する数値によって調整

することができます。

これらのようなパラメータでは、曲線がサポートできる

詳細度に対して CV の数が直接影響を及ぼします。複雑

な形状では多数の CV を必要とするため、CV がヘア全体

に均一に配置されていることを確認するために、曲線を

時折再ビルドすることが必要な場合があります。 

ヘア/ファーを含む画像をレンダリングするには、システ

ムによって各ピクセル内で複数の可視ストランドをレンダ

リングする必要があります。人間の頭には膨大な数の髪の

毛が生えています。Unreal Engine では、人間の頭髪につ

いてはおよそ 5 万本、それぞれの直径は平均で 100µm

(マイクロメートル) と想定しています。(動物について

は、毛の数とその直径の平均値は種によって大幅に異なり

ます。)

最適なグルームとは、ヘアの密度と厚さのバラン

ス、そしてリアリズムとパフォーマンス間のバラ

ンスがうまく取れているものを指します。

凝集 

凝集 (またはクランピング) とはヘアやファーで発生する

自然現象で、髪の束や個別のカール、濡れた毛皮などがあ

ります。さまざまなレベルの凝集を加える主な理由は、ヘ

アにディテールやバリエーションを与え、ヘアを分けて束

ねることができるようにすることで、より現実的な描写を

可能にすることにあります。

図 5：仮想グルーミング ブラシ

ヘア

密度と   厚さ 

図 6：プロシージャル スタイリ ング ツール

トリム カール
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CG では、凝集アルゴリズムにより、レンダリング中に複

数の毛先がまとめられることでこの凝集効果が作成されま

す。 

図 7：凝集によってまとめられた毛先

ヘアを分けて自然な形にするための効果を作り出すため

に、凝集は大規模、中規模、小規模の三段階で処理されま

す。これらをそれぞれ、第一次凝集、第二次凝集、第三次

凝集と呼ぶこともあります。第一次凝集はヘア ストラン

ドのメイン グループであり、ここから第二次、第三次の

凝集が作成されます。

これらの凝集レベルを使用する際のルールは特にないた

め、一致させる参考画像に基づいて行います。本物の髪の

束は非常に詳細であり、参考画像と同じように見せること

は大きな課題と言えます。最初に大規模な凝集構造から始

めて、次にサブ凝集構造に移り、全体的な構造が一致する

までこれを繰り返すことが最善の方法です。 

プロシージャルなアプローチと手作業によるア

プローチ 

プロシージャルなアプローチでは、パラメータ (モディ

ファイア、式) を使ってヘアを配置したり、一本または

複数本のヘアに対してカールや長さなどを設定したりし

ます。逆に、手作業によるアプローチでは手動でヘアを

配置し、それぞれのヘアまたはその小規模なグループ

を、マウスベースのブラシを使って参考画像に一致させ

ます。 

通常、グルームはこれら二つの手法を組み合わせて使用

してビルドされます。プロシージャルから手作業に移行

するタイミングはグルームの制作担当者次第です。短絡

的な一連のガイドに対しては、一連のスタイリング モ

ディファイアを通じて最終的な状態をプロシージャルに

定義することができる一方で、個々のガイドを手作業で

配置して、最終的な形状に織り込むこともできます。 

プロシージャルなアプローチは、短めのヘアやファーに適

している傾向があります。通常は、凝集されたストランド

や個別のヘアを手作業で個別に配置する前に、まずプロシ

ージャルなアプローチを可能な限り活用してグルームの領

域を大まかに確定することが推奨されます。 

キャラクターがカメラから離れた場所にいる場合、また

はハイアクション シーケンス中にいる場合は、プロシー

ジャルなアプローチが最適です。ほとんどの場合、プロ

シージャルなグルームには、手作業のアプローチでビル

ドされたアセットよりも少ない数のレイヤーまたはノー

ドが含まれています。

手作業のアプローチは非常に時間のかかるプロセスです

が、画面に大きく表示されるヒーロー アセットに対して

は必須のアプローチと言えます。グルームの制作担当者は

この技法を使うことで、特定のディテールと合うように手

作業でヘアを配置し、希望どおりに仕上げることができま

す。例として、フィーチャー映画で使用されるビジュアル 

エフェクトでは、実際の俳優の姿と一致するように一方の

まつ毛を動かしたり、参考画像にある特定のファーの構造

と一致するように、ファーを個別に動かしたりすることが

多々あります。

グルーミングのベスト プラクティス 

参考画像 

参考画像を使い、そのディテールに注意を払うことが忠実

に描写する上で最善の方法です。高解像度の画像を集め

て、個々のヘアや細かな分かれ目などのディテールを明確

に示すものを参考にします。さまざまな角度から撮られた

参考画像からはグルームの全体的なボリュームや形状を把

握できるため、そのような参考画像を入手することが非常

に重要です。 

凝集されたヘア 

ガイド 
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図 8：ミーアキャットの参考画像 (左)、ミーアキャットのレンダリング (右)

興味深い対象物を複数の提供元から集めて、複数の画像を組み合わせて参考にすることで、リアルながらも個性的なグ

ルームを作成することができます。グルームの制作担当者はこのような画像をメインの参考資料と捉え、他の参考資料

から切り離してグルーミング プロセス全体で使用できます。

多数の方向転換を含むグルームについては、画像プレーンに基づいて方向転換を再現することが良い方法です。こうす

ることで、ガイドのレイアウト プロセスを高速化し、プロセスを適切な領域で実行できます。 
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図 9：方向転換のスケッチ

成長メッシュ 

グルームをモデルのヒーロー バージョンにアタッチすることは可能ですが、ヘアまたはファーの放出を専門として存在

するジオメトリ、「成長メッシュ」を使った方が簡単な場合があります。後にグルームを Unreal Engine にインポート

する際に、グルームをヒーロー メッシュのスキンにバインドできます。 

モデルにデザインの変更を加えている途中の場合は、成長メッシュを使用することで、転送 (グルームの再調整/メッシ

ュへの転送) の数を減らすことができます。それぞれがグルームの異なる領域を表す成長メッシュを複数集めること

で、グルームの各部に焦点を当てて作業しやすくなります。

グルーム メッシュを分離することのもう一つのメリットとして、ヘアやファーを含まない領域 (目玉、眼窩、口内、

歯、服など) のジオメトリを取り除いたり、非表示にしたりできる点があります。 

十分な解像度を持たない、メッシュの UV レイアウトの領域がある場合は、グルームの属性マップを描画するのに別の 

UV セットを使用することが役に立つことがあります。 
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Unreal Engine におけるリアルタイムの

ヘアとファー
Unreal Engine では、主にヘア/ファーの最適化、レンダリング、シミュレーション、LOD 生成を行い、スタイリングに

ついてはごくわずかな制御のみが可能です。このため、グルームを Unreal Engine にインポートする前に、グルームの

スタイリングを完璧に仕上げておくことが理想的です。最初のインポート後にスタイリングの変更が必要になることも

ありますが、そのような場合は DCC アプリケーション内でスタイリングを調整し、グルームを再びインポートしてくだ

さい。

Unreal Engine では、ヘア/ファーのインポート形式として Alembic ファイル形式を使用します。また、スタティック 

グルームを XGen、Ornatrix、Yeti、Houdini Hair Utils などの DCC アプリケーションからインポートする際に向け

た命名規則ベースのスキーマが提供されています。 

DCC アプリケーションでグルームを作成して Alembic にエクスポートする際は、このホワイト ペーパーの「インポー

ト プロセス」セクションで説明されているように、特定の属性も Alembic にエクスポートすることが非常に重要で

す。Ornatrix および Yeti では、Unreal Engine へのインポート用に、これらの属性を Alembic ファイルにエクスポ 

ートするための機能が備わっています。

Unreal Engine によるリアルタイムの犬の毛 (画像提供：Jelena Jovanovic 氏- Digitalbite) 

http://www.alembic.io/
https://www.autodesk.com/products/maya/overview?term=1-YEAR&support=null
https://ephere.com/plugins/autodesk/max/ornatrix/
https://peregrinelabs.com/
https://www.sidefx.com/
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最適化 

ここで説明されているストランドベースのヘア システムを使用すると、高密度のグルームには数百、数千ではなく、

数十万単位にも及ぶストランドが含まれることになります。さらに、それぞれのストランドには数十の CV が含まれ

ています。これら二つの要因が組み合わさることで、インポート、レンダリング、シミュレーションのパフォーマン

スに影響が及びます。

フィーチャー映画の VFX 向けのオフライン レンダリング プロセスでは、通常は、現実世界での密度と幅を使用して

最大限のリアリズムを実現します。しかし、リアルタイム レンダリングを行っている場合は、できる限り参考画像に

合わせるために、まず現実世界の密度と幅を使用することが合理的ではありますが、通常はパフォーマンスを評価し、

最終的に、必要に応じてその段階で最適化する必要があります。

リアルタイムのヘアとファーの最適化は、Unreal Engine へのインポート前に DCC アプリケーション内で行います。最

適化を行う前に、まず CV カウントを確認することが大切です。ショートなストレート ヘアの場合は、ビジュアルに大

きな影響を与えることなく、CV の数を大幅に減らすことができます。均一ではない複雑なロング ヘアの場合は、その

構造体自体を破損せずに減らすことのできる CV の数には限度があります。

次のステップは、密度と幅を使った最適化です。密度を半分にして幅を二倍にし、必要に応じて再評価することから

始めます。人間の頭髪の平均的な幅については、0.008 cm の厚さから始めて調整することをお勧めします。生え際

周りのヘアやもみあげ、浮きだったヘアや風になびくヘアなど、細かな描写が必要なヘアについては、通常は厚みの

値を低く設定する必要があります。 

密度に対する知覚と実際の密度の間でバランスを調整する必要があります。より厚いストランドを使用することで、密

度の高いグルームであるという錯覚を生み出すことができます。ライトが遮断されてスキン自体が直接見えなくなるた

めです。全般的に、密度を下げた場合は、パフォーマンスと忠実度の適切なバランスが得られるまで、幅を広げること

でそれを補うことが最善の方法です。 

ただし、アセットがカメラに非常に近い場合は、この方法が必ずしもうまくいくわけではありません。このような状況

で幅を広げると、非現実的に見えるためです。このような場合は LOD が役に立つことがあります。カメラが離れていく

際にストランドのカリングを行い、ストランドをより厚くすることで、グルームを現実世界の幅と密度に可能な限り近

づけながらも、パフォーマンスを向上できます。さらに最適化するには、従来のカード ベースのワークフローにフォー

ルバックすることも一つの方法です。このワークフローでは、少数の大きく平らなシートを使用して、大まかな形状と

より多くの個別のヘアの動きを再現します。Unreal Engine には、これらのアプローチで使用できる機能が多数備わっ

ています。

インポート プロセス

グルームを Unreal Engine に取り込むには、まずグルームを DCC アプリケーションで Alembic ファイル形式にエクス

ポートする必要があります。その後、これを Unreal Engine にインポートすると、これがグルーム アセットの一部と

なります。 

Unreal Engine では、ガイドと補正のルールに基づいてグルームを再構築するのではなく、ガイドとストランドの両方

をインポートします。これにより、作成したグルームが正確に維持されます。 

インポータでは、インポート プロセス中に、「Alembic for Grooms の仕様」ページで説明されている Alembic の命

名規則に準拠する属性とグループを検出し、これらを新しいグルーム アセットにインポートします。このスキーマを

実装すると、補正されたヘアのシミュレーションのために指定した guide 属性とともに、width や color などの属性

を Unreal Engine に転送することができます。group_id を利用することで、単一の Alembic ファイルに複数のヘア

グループを含めることもできます。これらの属性のうち、rootUV 属性では下にあるサーフェス (スキン サーフェスな

https://docs.unrealengine.com/ja/WorkingWithContent/Hair/AlembicForGrooms/index.html
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ど) の UV をフェッチします。これにより、サーフェスに応じて、グルーム全体に渡って空間的なバリエーションを作

成できるようになります。 

Alembic ファイルに曲線のみが含まれており、Alembic エクスポートのスキーマに従っていない場合は、このグルーム

を Unreal Engine にインポートすることは可能ですが、カスタム属性を含めることはできません。 

インポート プロセスの詳細については、Unreal Engine ドキュメントの「ヘア レンダリング」を参照してください。

グルーム アセット エディタ 

グルーム アセットを選択すると、グルーム アセット エディタを使用できるようになります。このエディタの各制御機

能を使用することで、Unreal Engine 内でグルームの色付けや最適化を行うだけでなく、その他の要素も調整できま

す。 

図 10：Unreal Engine のグルーム アセット エディタ

グルーム システムはストランドで構成されたグルームを主に処理するよう設計されていますが、スケーラビリティの目

的で、カードやメッシュを使った代替のジオメトリ表現もサポートしています。設定しやすいように、このようなジオ

メトリ表現はすべて単一のアセット (グルーム アセット) およびコンポーネント (グルーム コンポーネント) 内で管

理されます。[LOD] パネルでは、各 LOD で使用するジオメトリ表現と、ストランドを間引く方法を設定します。グルー

ム アセットは複数のグループ (生え際のグループや、ポニーテールのグループなど) で構成することができ、それぞれ

のグループには独自の LOD 設定を適用することができます。

この機能の使用方法については、Unreal Engine ドキュメントの「グルーム アセット エディタのユーザー ガイド」と

「Hair Properties Reference」を参照してください。

https://docs.unrealengine.com/ja/WorkingWithContent/Hair/Overview/index.html
https://docs.unrealengine.com/ja/WorkingWithContent/Hair/GroomAssetEditor/index.html
https://docs.unrealengine.com/ja/WorkingWithContent/Hair/Reference/index.html
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サーフェス アタッチメント

通常、グルームはリギングされた Skeletal Mesh コンポーネントにアタッチされます。 

グルームをスキン処理されたサーフェスにアタッチするには、グルーム コンポーネントが階層内のスケルタル メッシ 

ュ コンポーネント下にアタッチされており、バインディング アセットが提供されている必要があります (Unreal Engi 

ne ドキュメントにある「Hair Properties Reference」の「バインディング アセット オプション」を参照)。このバイ

ンディング アセットには、ターゲット スケルタル メッシュ へのストランドの投影に関する情報が格納されていま

す。

アタッチメント プロセスでは、それぞれのヘア ルート (毛根) からメッシュ上で最も近いトライアングルへの重心座

標が算出されます。アニメーション中にメッシュが変形しても、ヘア ルートはスケルタル メッシュに制限されたまま

となります。

図 11：スキンの変形時にストランドがメッシュ トライアングルに「根付いている」様子

https://docs.unrealengine.com/ja/Basics/Components/SkeletalMesh/index.html
https://docs.unrealengine.com/ja/WorkingWithContent/Hair/Reference/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Barycentric_coordinate_system
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図 12：ミーアキャット キャラクターにおけるファー、ガイド、バインディングの分割

スキンの変形

スキン サーフェスが変形する際は、そのサーフェスにアタッチされているストランドが不自然な位置に移動したり、歪

んだりする場合があります。例えば、まつ毛や眉毛、口ひげなどの細かなグルームは、不均一またはシワの付いたスキ

ン サーフェス上の薄いストランドで構成されるため、現実味を帯びたレンダリングを行うことが困難な場合がありま

す。

このような問題を回避するために、グルームにグロバール変形コンストレイントを適用できます。このコンストレイン

トにより、スキンが大幅に変形する場合であっても、ヘアが可能な限り元の形状で維持されます。グルームの元の位置

を維持するために、アタッチされたスケルタル メッシュ上のいくつかの点において一連の放射基底関数 (RBF) が事前

計算されて、ランタイム時に適用されます。

図 13：通常時のスキン上のヘア (左)、歪んだ変形スキン上のヘア - RBF コンストレイントなし (中央)、同じスキンとヘア - RBF コンストレ

イントあり (右)
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ライトの近似

ヘアとファー向けのシェーディング方法では、リアルタイム計算が可能な範囲で、現実のヘアとファー上のライトの複

雑な動きを近似することを目的としています。

実際に私たちの目に映るヘアの色は、いくつかの要因に影響を受けています。ヘア自体の色、ライトが当たる方向や角

度、ライトの反射と散乱、他のストランドとのバウンスによる屈折の影響があります。 

次の図では、ライトがヘアまたはファーに当たった際にどのようになるかを簡単に示しています。ストランドは反射性

と半透明性を兼ね備えているため、一部のライトはストランドから直接反射されて、輝き/ハイライトを形成する要素と

なり、他のライトはストランドによって吸光・散乱されます。 

図 14：ヘア ストランドまたはファーの横断面図と、それを照らすライトの動き

ストランドによって吸光されたライトは、ストランドの反対側に横断して散乱されるか、ストランドの内部でバウンス

してから散乱されます。これら 2 つの吸光パターンは総称して「ファイバー散乱」と呼ばれ、ヘアとファーの独特で

複雑な外観を形成する一因となっています。この現象はよく知られているもので、「双方向散乱分布関数 (BSDF)」と

呼ばれる数学関数によって説明されています。

また、このようにファイバーから離脱するライトは別のファイバーにライトを散乱させることもあり、これを「ファイ

バー間の散乱」と呼びます。この効果はさらに複雑なもので、当然ながら計算にかかる時間も長くなります。 

ライトによってヘアとファー (そしてシャドウ、アンビエント オクルージョン、バックライトなども) のレンダリング

の調整方法を検討する際は、数万にも及ぶヘアまたはファーのストランドに対する散乱ライトの効果は非常に複雑なも

のになることに留意してください。例えば、私たち人間にとって、ファー (動物の毛) を見ただけでも、それが本物で

あるか偽物であるかを見分けることは比較的簡単ですが、ほとんどの場合、これはライトがファーの外観に及ぼす影響

(ストランドの色とは逆) によって見分けることができているのです。このため、本物そっくりのヘアやファーを CG で

作成する際は、このようなライトによる効果もすべて考慮する必要があります。

CG ヘアとファーをシェーディングするための以前の方法では、ライトがストランドに当たった際のライトの動きを物理

的にシミュレートしており、非常にリアルな結果を出すことができていましたが、計算にかかる負荷が高く、レンダリ

ングにかかる時間が過度に長くなっていました。しかし、それ以来、より効率的で高速な計算処理が可能になったこと

で、現実世界の物理に非常に近い結果を出力できるようになりました。Unreal Engine では、このような近似を多く取

り入れて、現実味を帯びたヘアとファーをリアルタイム レンダリングで生成できるようにしています。

「輝き」 

スキン 

反射した 
ライト

散乱した 
ライト

光源 

光源によってキャストされたシャドウ 

見かけの 
ヘアの「色」

• 色のさまざまなバリエーション
• 他のヘアを照らす
• シャドウをキャストする
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図 15：反射ライト (最も明るい領域)、散乱ライト (中程度の明るさ、明らかな髪の色)、

ライトがほとんど届かない暗い領域を組み合わせた、ヘアの CG レンダリング

一つの例として、「二重散乱」と呼ばれる近似があります。この方法では、複雑な散乱現象を 2 つのセクションに分け

ています。一つは、ライトが多くのファイバー/ヘアの間を移動する動きを大まかに予測する「グローバル散乱」で、も

う一つは、ライトが単一のファイバー周辺でバウンスする動きを示す単純なモデル、「ローカル散乱」です。二重散乱

の効果を計算するのに必要な時間は、一連のヘアに当たるすべてのライトの効果をそれぞれ計算するよりも数桁分短く

なりますが、より多くの計算処理を必要とする方法と、ほぼ同等の結果を出力することができます。 

リアルなヘアとファーの近似を求める際に時間を削減できる他の方法に、「ディープ オパシティ マップ」法がありま

す。このアプローチでは、ライトごとに専用のシャドウ マップを作成し、ヘアによる吸光を複数のシャドウ マップ レ

イヤーに格納します。これらのマップがヘアを放出するオブジェクトの形状に従うことで、より少数のマップで複数の

オパシティ シャドウマップと同等レベルのリアリズムを実現することができ、計算にかかる時間も短縮されます。

図 16：シャドウ オパシティ マップの仕組み (左) と、ディープ オパシティ マップの仕組み (右) 

Unreal Engine でヘアとファーに関連するライトの動きをリアルタイムで近似するこれらの方法や、その他の技法につ

いては、このホワイト ペーパーの「さらなる学習のための参考資料」セクションを参照してください。
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密度ボリューム 

図 17：密度ボリューム、サンプル、結果のファー

ライトの近似を求めるための Unreal Engine のアプローチの一環として、仮想化された密度ボリュームを各フレームに

作成する方法もあります。密度ボリュームでは、現在のビューポートから、ファーの密度もしくは「厚さ」に関する情

報を提供します (図 17 を参照)。例えば、ミーアキャットの脚の中央部 (緑色) の「ソリッド」な部分と、脚の縁にあ

る放出状の部分 (青色) とを比べてみてください。これらのキューにより、このタイプのファーの密度に対するライト

の動きを近似するために必要な情報がレンダリング システムに伝わります。密度ボリュームでは、密度ボリュームにボ

クセル化されたストランドとともにボクセル (小さなキューブ上の 3D プレースホルダー) を使用します。

密度ボリュームは、ヘアのシャドウイング、アンビエント オクルージョン、環境ライティングにおけるデフォルトのメ

カニズムです。これにより、妥当なバックライト、セルフシャドウイング、イルミネーションを実現できます。ただ

し、Unreal Engin 内で光源ごとに設定可能なディープ オパシティ マップを使用する選択肢もあります。

可視ストランドのライティングを計算したら、次のステップである「レンダリング」に進みます。 

レンダリング

Unreal Engine でレンダリングを行うために、インポートしたヘア ストランドが個別のポリラインに変換されます。こ

れらの曲線はストランドの小さなまとまりへと再グループ化され、LOD の選択やカリングの目的で使用されます。 

リアルタイム システムで複数の薄いヘア ストランドをそれぞれのピクセル内でレンダリングする際には、エイリアス

に関する問題が発生する場合があります。ヘアのレンダリングには、パフォーマンスと品質に関する要件に応じていく

つかのアプローチが用意されています。Unreal Engine のデフォルトのプライマリ可視性ビジビリティ アルゴリズムで
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は、リアルタイム レンダリングにおいて、MSAA (マルチ サンプリング・アンチエイリアス処理) 可視性バッファの組

み合わせを使って、最初の可視ストランドとサブピクセル カバレッジ バッファを抽出します。この組み合わせは、パ

フォーマンスと品質の程よい妥協点と考えることができます。

シネマティックスの場合はパフォーマンスを犠牲にしても品質重視のアプローチが必要になるため、一連の可視ストラ

ンドを動的にビルドする方法を取ります。これによって、より優れたソーティング効果と透過性効果を得ることができ

ます。いずれのアルゴリズムでも、ピクセルごとのサンプル数を減らすために、圧縮パス後に各ピクセルの一連の可視

ストランドを出力します。

グルームはそれぞれ小さなまとまりへと分割されて、これに基づいて LOD とカリングの計算が行われます。グルームの

レンダリングにおいては、これらのまとまりにより、スクリーン カバレッジと可視性/オクルージョンに基づいて適切

な LOD を選択できるようになります。こうすることで、レンダリングとパフォーマンスのコストを、実際に画面に表示

されるものに基づいたものにすることができます。これは、大型動物の毛を扱う場合など、グルームの一部はカメラに

近い位置にありながら、別の部分はカメラから遠い位置にある状況で特に役立ちます。

スケーラビリティのため、グルーム システムではカードやメッシュなどの代替ジオメトリ表現をサポートしています。

これにより、グルームの対象が少数のピクセルである場合や、高性能ではないプラットフォーム向けの場合に、よりシ

ンプルなレンダリング技法に切り替えることができます。

薄いヘアのライトとシャドウ 

シャドウ マップやヘア ボクセルには解像度がないため、まつ毛や髭などの薄いヘア ストランドによる指向性ライティ

ングでキャストされるシャドウがうまく維持されない場合があります。この問題に対処するには、レイ トレーシングが

有効な場合に、シャドウのキャストに特定のヘア ジオメトリを直接使用して、これらの薄い外観からよりシャープなシ

ャドウを生成できます。ただし、このオプションは、ヘア/ファーのジオメトリが複雑になるほど高負荷になるため、こ

れを行う際には注意が必要です。

人間の顔のスキンは、非常に薄い毛、つまり「産毛」で全体的に覆われており、他のヘアと同様に、産毛は周囲にある

すべてのライティングによって照らされます。また、産毛が持つ「ライトによる色付け」の性質により、スキンのサー

フェスからバウンスしたライトからも (調整不可の) ライティングを得ています。Unreal Engine では、この特殊なラ

イティング効果をグルームに適用できます。

https://en.wikipedia.org/wiki/Multisample_anti-aliasing


現実味の高いリアルタイムのグルーム：Unreal Engine を使用したヘアとファーの制作 

19

シミュレーション

実際のヘアやファーは、頭や体の動き、風、重力などに応じて独特の動きを見せます。これらの外的な力によるヘアと

ファーの動きを表すアニメーションは、通常は物理ベースのシミュレーションを通じて再現可能ですが、計算処理が非

常に高負荷になります。しかし、フォトリアルなアニメーションを実現するには、CG によるヘアまたはファーのシミュ

レーションで、これらの力と動きから現実味の高いアニメーションを生成できる必要があります。

ヘアは、その本数の多さと動きの複雑さ、さらにはオブジェクト コリジョンとセルフコリジョンの両方と相まって、シ

ミュレートすることが非常に難しいオブジェクトです。ヘアのダイナミクスは複雑な相互依存の上に成り立っていま

す。ファーの場合は、ヘアのシミュレーション自体に加えて、筋肉と脂肪のシミュレーションがファー モーションの大

部分を占めています。

関連する補正された曲線の形状と動きは、シミュレーションに使用するガイド (必ずしもヘア ガイドと同じである必要

はない) によって決まります。重要なのはガイドの数ではなく、優れたガイドを選択することです。つまり、品質は数

量よりも重要であるということです。 

通常、グルーミング ガイドではグルーム内に何らかの構造 (ヘアをまとめる、方向転換、フローなど) を提供します。

このような構造はシミュレーション中に維持する必要があるため、グルーミング ガイドをシミュレーションにおける起

点として利用することができます。これらのガイドで十分な解像度を得られない場合は、グルームから派生させた追加

のシミュレーション ガイドで補足することができます。パフォーマンスを最重要視する場合は、ガイドの数を減らして

計算処理の時間を短縮することもできます。 

Unreal Engine では、ヘア シミュレーションは Niagara VFX システムの一部として実装されており、パフォーマンス

上の理由から GPU のみで使用することができます。ソルバは XPBD (柔軟力学の位置ベース シミュレーション) に基

づくものです。さまざまなコンストレイントをすべて解決するには、すべてのストランド、コリジョン、構成的モデル

のパラメータについて、サブステップの数とソルバのイテレーション回数を提供する必要があります。このソルバで

は、最終的なスタイルを元のスタイルと可能な限り一致させるために、重力下 (レスト ポーズ) にある元のメッシュ

をターゲットとします。

物理アセットを作成してスケルタル メッシュに追加すると、シミュレーション ソルバによって、その物理アセットの

プリミティブに対するボディ コリジョンが処理されます。 

セルフコリジョンは、パーティクルの速度の、標準的なボクセル グリッドへのラスタライズによってビルドされた平均

速度フィールドに基づいて計算されます。構成的モデルの主な課題として、少数のソルバ イテレーションでストランド

に現実味のある動きをさせる、優れたヘア構成的マテリアル モデルを見つけることがあります。このようなモデルで

は、シミュレーション中にストランドの伸びや曲がり、ねじれなどを制御します。

当社では、ヘアおよびファーの品質とパフォーマンスの最適なバランスを提供する構成的マテリアル モデルを発見すべ

く、新しい構成的マテリアル モデルを定期的にテストしています。Cosserat Rod 方式および Angular Spring 方式の

方法は、グルーム アセットの物理プロパティにすでに含まれています。これらの技法の詳細については、このホワイト 

ペーパーの最後にある「さらなる学習のための参考資料」セクションを参照してください。 

スキンの暗化

頭髪とスキンの色が互いにまったく異なるグルームにカメラが近づくと、各ヘア シャフトのベースが、ヘア ストラン

ドの最も可視性が高い場所になる場合があります。人間のスキンは、その性質上から比較的透明性が高いため、スキン

の下にある「毛根」も可視になります。この毛根により、かすかではありますがスキンがある程度暗化されます。これ

をシミュレートするために、グルーム向けの毛根テクスチャが生成されて、スキン シェーダ (グルーム アセットで利

用可能なオプション) 内で使用されます。 

https://docs.unrealengine.com/ja/RenderingAndGraphics/Niagara/index.html
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図 19：毛根マップ
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ビデオを視聴

ユースケース：MetaHuman Creator を使用した頭

髪の生成
リアルタイムのヘアとファーについての理解をさらに深めるために、ここでは Unreal Engine を使用した実践的なユー

スケースを、その実装に関する詳細とともにご紹介します。

人間のヘアのグルームをお見せするために、MetaHuman Creator で制作されたデジタル ヒューマンのサンプル(ダウンロ 

ード可能)で使用されているグルームを取り上げます。

MetaHuman Creator は、フェイシャルおよびボディ リグを使って完全なデジタル ヒューマンを構築するための新しい

ツールです。そのモデル (Unreal Engine 内でアニメート可能) には、頭と顔のヘアに関連するさまざまなオプション

が含まれています。

MetaHuman Creator で選択できるヘアは、DCC アプリケーションで事前に作成し、Unreal Engine にインポートしたグ

ルームです。MetaHuman Creator に備わっている各コントロールを組み合わせて使用することで、髪、眉毛、口ひげ、あ

ごひげのスタイルを作成できます。また、キャラクターを生成する前に、MetaHuman Creator 内でグルームの色を調整す

ることも可能です。ここで紹介したすべてのグルームは、Maya の XGen プラグインを使って作成したものです。

サイドスイープ フリンジ (生え際) グルーム

サイドスイープ フリンジ グルームには、前面のヘアの生え際と、背面の自然な形のカールが含まれます。

https://www.youtube.com/watch?v=S3F1vZYpH8c
https://www.unrealengine.com/digital-humans
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前面の生え際と背面のカールがあるため、スタイルを各レイヤー (グループなど) に分割することが理にかなっていま

す。それぞれのレイヤーは、理容師が実際に散髪する際のワークフローと同様にボトムアップでビルドしました。スタ

イルを上方向にビルドしたため、ヘアを注意深くレイヤー化した際にこの技法が役に立ちました。

参考画像を注意深く観察し、似たようなヘアスタイルでカールがどのように構成されているかを確認したことで、この

特定のヘアスタイルを作成する上で役立つルールをいくつか定義することができました。まず、ほとんどの場合、カー

ルは完璧ではないということです。それぞれの毛は明確なパターンに沿ってらせん状に絡みがちですが、全体的にはば

らばらになる傾向にあります。この傾向は、ヘアが長い上層のレイヤーで特に顕著に表れます。ヘア ルートに近づく

につれてカールが緩やかになり、他のヘアとともにねじれて束となり、興味深い形状になります。

 

ヘアの束を 2、3 個のサブ凝集レイヤーに分割しました。それぞれのストランドにはランダムなオフセット値が含まれ

ます。さらに、プライマリの束の形状と同じにならないように、それぞれのサブ凝集レイヤーにおける束の比率を別の

値に設定しました。こうすることでさらに細かく分割し、ヘアの束 (凝集) のバリエーションを作成しました。

高周波ノイズもクリーンで一般的な見かけのストレート ヘアを分割するのに役立ちました。また、凝集された束をさ

らに分割するために、毛先に追加のノイズを加えました。さらに、束の毛先を広げたことと長さを乱数化したことも、

より自然で現実味を帯びたカールの再現に役立ちました。 

 

最後に、乱れたヘアの各レイヤーを導入した低周波ノイズのレイヤーを 2、3 個追加しました。これらのレイヤーは、

現実的な外観の作成に非常に有用でした。 

図 20：色分けされたレイヤー付きのガイド 

図 21：凝集とノイズを作成するために適用された XGen モディファイア
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ショートコイル グルーム

グルーム アーティスト：Nikola Milosavljević 氏

ショートコイル グルーム

ショートコイル グルームとは、コルク栓抜きのようにねじれたカールが密接して並ぶショート ヘアのスタイルです。

これを自然に見せるためには幅広いバリエーションのカールが必要になります。また、横側のあらゆる角度から多数の

カールを表示できるようにする必要があります。前額部の生え際も非常に目立つ部分です。

ガイドの初期版を作成した際は、粗い密度マスクと作成済みのボリューム メッシュ (XGen 内で MeshCut モディファ

イアとして機能) を使って属性ベースのグルーミングを行いました。ヘアの長さとグルームの全体的な形状を迅速に遮

断する際に役立ちました。



現実味の高いリアルタイムのグルーム：Unreal Engine を使用したヘアとファーの制作 

26

 

新しいスプラインの描写で使用するために、ガイドとしてエクスポートされたヘアの比率です。 

図 22：XGen での密度マップ 

図 23：グルームの初期領域として定義された頭のセクション 
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新しい描写が作成されて、ベース凝集マップが作成されました。これは、コイルの厚さや形状、回転の数などのパラメー

タをより細かく制御するために 3 個のレイヤーに分割しました。また、それぞれの新しいレイヤーにエクスポートする

コイル ガイドの比率をランダムにマスクするためには、式を使用しました。これらの式では、ベース凝集マップの各 ID

からマスクを作成しました。

それぞれのコイルは、ヘア ルートから毛先の間の回転数をブレンドする式を使って、ブレンディングが行われる場所に

対するある程度の制御を含めて、ガイドに沿って (ルートまたは毛先付近、もしくはその間) プロシージャルに作成しま

した。[Uniform CVs] (CV を揃える) オプションを無効にしたほうが良い結果となりました。コイルの全体に渡って、

形状がより正確に定義されました。[Uniform CVs] オプションを有効にした場合は、形状が平均的になりました。 

[Modifier CV Count] (モディファイア CV カウント) パラメータも重要な役割を担いました。起点としては「80 ～ 10

0」個の CV が適しており、多大なシステム リソースを使用せずに、カールを適切な詳細度 (LOD) で表示できました。

その後、CV カウントをエクスポート用に最適化して「60 ～ 70」の範囲に設定しました。 

図 26：XGen における CV カウントの変更

図 24：ガイド ヘアとして使用すためにエクスポートし た粗いグルーム ーム

図 25：コイル グルームの 3 種類のレイヤー 



現実味の高いリアルタイムのグルーム：Unreal Engine を使用したヘアとファーの制作 

28

コイルのそれぞれの描写は 2 つの凝集モディファイアで制御しました。一方のモディファイアは、ヘアを単にガイド付

近にアタッチする低凝集密度を持つもので、もう一方のモディファイアでは実際のカールを処理しました。それに加え

て、スタックされたノイズ、コイル、カット モディファイアを使って均一性を崩しました。

凝集の密度は、描写のベース凝集マップから派生したマップを使って定義しました。テクスチャはテクスチャ ペイント 

ツールの Mari にロードされて、頭皮メッシュに投影され、エッジ検出 (Edge Detect) フィルタが適用されました。こ

の後に HSL および Contrast の各調整レイヤーを設定し、これらによって、パックされたセルや爬虫類のスキンなどの

構造体を含むグレースケールのマップを作成しました。次に、このマップを Mari からエクスポートし、Photoshop でさ

らに加工しました。Photoshop では、それぞれのセル内の中央部から外郭にかけてグラデーションを加えました。

図 27：左上部から時計回り：凝集マップ、エッジ検出フィルタ、HSL および Contrast マップ、Photoshop での修正を経た最終的な凝集マップ

フィル

カールによって埋まらない頭皮の部分には、「フィル ヘア」を適用する必要がある場合があります。フィル描写の凝

集マップは、コイルの凝集密度マップと同じように作成しましたが、色についてはその境界は白色で、セル自体は黒色

で色付けしました。このマップでは、ヘアの成長がマップの白色の領域までに制限され、必要な部分にのみ密度が追加

されます。これにより、従来は手作業で行う必要があったペイントが自動化されます。さらに、このマップは XGen の

ノイズ関数を使って変調することも可能です。

 

フィル ヘアでのコイルの効果は、カール上のコイルの効果よりも緩やかでした。バリエーションは、ノイズおよびコイ

ル モディファイアによって生成されました。

図 28：フィル マップ 
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ショート ビデオを視聴

ユース ケース：ミーアキャット プロジェクト

における動物の毛と鳥の羽毛
ファー (動物の毛) とフェザー (鳥の羽毛) に関連するユース ケースとして、Weta Difital によるミーアキャットのシ

ョート ビデオに登場するミーアキャットとワシを見ていきましょう。このビデオでは、ミーアキャットとワシによる弱

肉強食の戦いがコミカルに描かれています。ミーアキャットにはリアルタイムのファーが、そしてワシにはリアルタイム

のフェザーが必要でした。ミーアキャットとワシのグルームは、Yeti プラグインを使って Maya で作成しました。

https://www.youtube.com/watch?v=SB4nnhJv3IU
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本物の毛と羽毛の生物学・形態学上の基本的性質を可能な限り模倣するために、複数のシェーダをビルドしました。実際

のミーアキャットのファーとワシのフェザーのサンプルに見られるいくつかのパターンを再現する上で、成長パターンの

理解、色素形成を引き起こすタンパク質、色素解放のタイミングのメカニズムが主要なカギとなりました。 

例えば、スレンダーな尻尾を持つミーアキャット (学名：Suricata suricatta) の背面に見られるまだら模様は、特定

の毛の成長パターンとメラニン色素形成のタイミングの組み合わせによるものです。このため、ヘア ストランドに

は、アグーチ遺伝子による複数の色素形成帯を含める必要があります。そのため、シェーダには、ボディ全体に渡って

空間的にファーの色を制御するコントロールと、ヘア ストランドに沿った色のタイミングを制御するコントロールが

必要になります。 

図 29：ミーアキャットの参考画像

このビデオのメイン キャラクターであるミーアキャットとワシは画面上に何度か同時に登場しますが、この 2 体の動物

のサイズはかなり異なるため、ファーのライティングとシャドウィングは複雑でした。 

このホワイト ペーパーの「ライトの近似」セクションでご説明したように、グルームとライト伝達によってグルーム内

でキャストされるシャドウは、ボクセル構造に依存します。ライティングとシャドウィングの精度はボクセルのサイズに

よって決まります。ボクセルのサイズが大き過ぎると外観が崩れて不適切となり、サイズが小さ過ぎると多くのメモリを

割り当てる必要があります。 

メモリの割り当てについては、必要なときのみにメモリが割り当てられるスパース ボクセル構造で対処します。メモリ

の割り当ては、グルームのインポート時に構築されるクラスタで GPU ベースで行われます。これらのクラスタのバウン

ディング情報では、グルームがスペースを占有する場所と、メモリを割り当てる必要がある場所が定義されます。このス

パース構造では、メモリの節約に加えて、空白のスペースを省略することでレイ トレーシングが高速化します。
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図 30：スパース ボクセル構造では必要なときのみにメモリ クラスタを割り当てる

アンビエント オクルージョンとスカイ ライティングでも、この構造に依存して適切なオクルージョンをキャストし、グ

ルームを通じてライトを伝達します。Unreal Engine では、精度とスピードをトレードオフとして、いくつかの方法でス

カイ ライティングの効果を計算できます。このミーアキャット プロジェクトでは最も高精度のバージョンを使用しまし

た。このバージョンでは、ファーを通じて複数のレイをキャストすることで、スカイの効果とファーおよびフェザー マ

テリアルを適切に統合し、散乱するライトの正確な予測を計算します。

いずれのキャラクターのテクスチャも、Substance Painter を使って各キャラクターのスキン上に直接ペイントされまし

た。これらのテクスチャは低解像度の画像であり、後にシェーダ内の色とパターンの制御に使用される RGB マスクが含

まれています。メインのマスクには、ボディ全体の空間的な色を制御するゾーンを定義するものと、ヘア ストランドに

沿ってカラー バンディングのタイミングを制御するゾーンを定義するものの 2 つがあります。 

テクスチャ マップは、スキンの UV 空間を使って生成しました。これらのマップでは、ヘア ストランドの rootUV 属性

を使用して、ヘア ストランド全体に渡って色を定義します。

ミーアキャットのファー

ミーアキャットの動きはすばやいため、高精度のモーション ブラーの作成とアンチエイリアスにおいては、正確なモー

ション ベクターを使用することが重要でした。前のフレームのライティングを現在のフレームに再投影する必要があっ

たためです。このため、ストランドの前の位置がキャッシュされて、モーション ベクターの計算が位置間の差異の計算

くらいささいなものになります。

図 31：ワシの空間ゾーン (左) と時間ゾーン (右) マスク 図 32：ミーアキャットの空間ゾーン (左) と時間ゾーン (右) マスク 
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Unreal Engine でのファーのリアルタイム パフォーマンスは非常に重要であったため、ファーの合理的な密度も重要で

した。このフィーチャー ビデオの VFX では、ミーアキャットには多くの方が想像する密度のほんの 25% ほどしか使用

しませんでした。密度を下げて幅のパランスを取ることで、現実味を帯びた高ディテールのファーをリアルタイムで作成

しやすくなります。 

ミーアキャットのボディ部分は単一のグルームとして作成しましたが、顔の毛、ほおひげ、まつ毛などの固有な要素につ

いては、それぞれ別のグループを作成しました。

図 33：Unreal Engine でのミーアキャット グルーム

このミーアキャットのほおひげとまつ毛は、手作業で配置したガイド曲線を、Yeti ノード ネットワーク内部でストラン

ドに直接変換したものです。 
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図 34：ミーアキャットのガイド ヘアのスケッチ

ワシの羽

ワシのレンダリングについては、その羽の複雑性から非常にユニークで難易度の高い作業でした。Yeti では、フェザー

プリミティブを使って羽をビルドします。羽軸は実質的にストランドとして扱われ、それぞれの羽枝が羽軸から生えてい

ます。次に、こうしたフェザーがワシのボディを覆うようにインスタンス化されます。

ワシが飛び回ったり歩ったりして移動することに伴って、個別のフェザーの変形のためにアニメーションを使用しまし

た。これは、一部のフェザーについてはリグが必要であったことを意味します。さらに、Unreal Engine ではそれぞれの

ストランドがジオメトリのみにバインドされます。このため、それぞれの羽軸に対して、インスタンス化された単一のジ

オメトリを作成し、Maya でリギングしました。羽枝はファーとして Unreal Engine にインポートされ、そのジオメトリ

スパインにバインドされました。

ワシのフェザーは、その特有の構造と外観を維持し、リギングの要件を満たすために手作業で配置する必要がありまし

た。
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図 35：羽枝を配置するスケッチ

フェザーについては、羽軸 (スパイン) と羽枝 (羽軸から生えたブランチ) に沿った色素解放のタイミングによっ

て、一見すると複雑な羽のパターンが再現されます。フェザーのシェーダは、ミーアキャットのヘア ストランドの空

間および時間ゾーンと同じ基本原理に沿っています。主な違いは、羽軸に沿った羽枝の方向と位置によってさらに複

雑になっている点です。羽に見られる最終的なパターンは、そのフェザーのジオメトリに密接に依存しています。つ

まり、これらは最終的な外観に大きく影響するため、その構築には注意が必要であることを意味します。

もともと、このフェザーのシェーダは、Substance Painter でポリゴン プレーンにペイントされたカラー マップの投影

であり、ワシのボディ全体用に 13 種のフェザーがありました。その後、羽軸と羽枝の両方の UV 座標を使ってこれらの

マップを再マッピングしました。

しかし残念ながら、これらのフェザーのパターンにおける自然なバリエーションの獲得と、色相と値を迅速かつ効率よく

制御する能力の制限において、すぐに問題が発生しました。ストランドに沿って色素形成の基本原理を適用する、よりプ

ロシージャルなアプローチのほうが、より自然な外観を作り出すことができました。
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図 36：最終的なリアルタイム レンダリングにおけるワシのビュー

「インポート プロセス」セクションでご説明したとおり、これらのテクスチャ マップはスキンの UV 空間を使って

生成したもので、rootUV 属性を使用してヘア ストランド全体に渡って色を定義します。これは、ミーアキャットの

ファーではシンプルでわかりやすいものでしたが、フェザーの場合、rootUV パラメータで定義できるのは単一のフェ

ザー全体のみでした。

特定のパターンを実現するために、ヘア ストランドには追加の属性が必要でした。一つは羽軸に沿った羽枝の位置 (0 = 

ベース位置、1 = 毛先) を、もう一つはそれが羽のどちらの側 (内弁か外弁か) であるかを指定する属性です。ストラン

ドに沿ってバンディングを制御するための、それぞれのヘア ストランドに沿った色/値のパターンの作成には、カラー 

ランプを使用しました。

まとめ 
ヘアとファーのリアルタイム システムは比較的新しい技術であり、まだまだ改善の余地が多くあります。

Epic Games では、このシステムの今後のリリースでも品質とパフォーマンスに焦点を当てていく予定です。ヘア/ファー

のシェーディングとレンダリングについては、追加のパラメータ化を行い、ライティングの反応を改善することで、ライ

トの近似を向上していきます。

さらに、コリジョンの反応とマテリアルも向上し、より大規模で高密度のグルームを処理するためにパフォーマンスをさ

らに最適化する予定です。 

このような改善や新機能を Unreal Engine の今後のリリースに取り入れていくことで、より洗練されたヘア/ファー向け

リアルタイム技術を皆さまにお届けいたします。



さらなる学習のため

の資料
計算式

双方向反射率分布関数 (BRDF：Bidirectional Reflectance 

Distribution Function) 

放射基底関数 (RBF：Radial Basis Function) 

技術ペーパー

Light Scattering from Human Hair Fibers (人間のヘア 

ファイバーからのライト散乱)

Physically Based Hair Shading in Unreal (Unreal での

物理ベースのヘア シェーディング) 

Dual Scattering Approximation (二重散乱近似) 

Deep Opacity Maps (ディープ オパシティ マップ) 

Position and Orientation Based Cosserat Rods (位置と

方向ベースの Cosserat Rod 方式) 

Artistic Simulation of Curly Hair  (アート性を重視し

たカール ヘアのシミュレーション) 

関連ソフトウェア

MetaHuman Creator 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Bidirectional_reflectance_distribution_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Bidirectional_reflectance_distribution_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_basis_function
http://www.graphics.stanford.edu/papers/hair/hair-sg03final.pdf
https://blog.selfshadow.com/publications/s2016-shading-course/#course_content
https://www.unrealengine.com/metahuman-creator
https://graphics.pixar.com/library/CurlyHairA/paper.pdf
https://www.google.com/url?q=https://www.cg.informatik.uni-mainz.de/files/2016/06/Position-and-Orientation-Based-Cosserat-Rods.pdf&sa=D&source=editors&ust=1616166713410000&usg=AOvVaw09kNU1ZQl7UWxb77-Q0gX2
http://www.cemyuksel.com/research/deepopacity/
http://www.cemyuksel.com/research/dualscattering/
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