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アーティファクトや遅いレンダリングは、特に納期が近づいていると非常にいら立たしいものです。適切な

ツールや技術を使用しないと、シーンのデバッグに思ったより多くの時間がかかってしまい、実際の作業を

終わらせるのに必要な貴重な時間を割かれることになります。 

 

このレッスンでは、レンダー画像で発生していることをよりよく理解するために使用できるいくつかの基本

的な技術について説明します。これにより、問題や障害を系統的に見つけ出すことができます。一旦解決し

てしまえば、レンダリングが速く終了し、画質の向上にもつながります。この知識を習得すると、シーンの

構築中に発生する課題を予測し、実際に問題になる前に取り除くことができます。 
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1 デバッグと最適化について 

 
まず最初に、このレッスンでの最適化とデバッグという用語の意味について説明します: 

デバッグ: シーンでのエラーを識別し取り除く過程です。これは、無効なジオメトリやシェーディングネッ

トワークの範囲外の値の他、多数のものが考えられます。通常、これらがレンダー画像のアーティ

ファクトの原因になり、黒や非常に明るいピクセルであれば、フリッカリングやポッピング(アニメ

ーションで要素が消えたり再度現れたりすること)が発生します。極端な事例では、これらの無効な

セットアップにより、レンダー画像がクラッシュすることもあります。 

 

しばしば、アーティファクトは望ましい画像を作成する妨げになり容認しがたいため、削除する他

に選択の余地がないことが多いと思います。この削除は、問題の原因を見つけ出して修正するか(こ

のレッスンでのトピック)、またはコンポジティングで上塗りすることで実行できます。どちらの方

法が好ましいかは状況によって異なります。少数のフレームであれば、コンポジティングで上塗り

する方が速やかに処理することができますが、その後も同じ問題に遭遇する可能性があります。し

かし、アーティファクトが多くのフレームに見られる場合、根本的にその問題を修正すれば、その

後もずっと同じ問題に悩まされることがなくなり、同時にパフォーマンスも向上します。 

 

最適化: これは、レンダー画像のパフォーマンスを向上させる過程です。より短い時間で、またはより少な

い使用メモリで、レンダー画像が以前と同じ精度に到達するということです。 

また、レンダリング時間は同じでも、ノイズの除去によって画質が向上するという意味でもありま

す。簡単にいえば、少しの努力で効果が上がるということです! 

アーティファクトとは対照的に、長いレンダリング時間はある程度までは耐えられます。レンダリ

ングが終了するまで長い時間待つか、ハードウェアやライセンスを追加で購入したりすればよいだ

けです。しかしながら、レンダリング時間の制御が可能になると、生産性が上がり、コストが減少

します。できるだけ高画質な画像を作成したい場合、要領よく賢明にセットアップを行なうことが

最も重要です。 

 

お分かりのように、デバッグは、いろいろな方法で処理しなくてはならない場合が多いのです。一方、最適

化は、生産性の向上やコストの削減が必要な場合、またはレンダー画像内へより多くのディテールを盛りこ

む必要がある場合に処理を選択します。 

幸いなことに、これらの過程はしばしば連携しています。アーティファクトの中には、レンダリングが終了

するまでの時間を増加させるものがあります。これらを削除することにより、よりきれいな仕上がりになり、

即座にパフォーマンスが向上します。 

 

1.1 一般的なアーティファクト 

 
以前の REYES アーキテクチャに精通しているユーザは、シーンのセットアップや使用する技術により、いろ

いろなタイプのアーティファクトが多数現れることを覚えているかもしれません。このような問題を回避す

るには、アーティファクトを識別する熟練した目と優れた技術的理解が必要でした。幸いにも、RIS ではア

ーティファクトの種類が少ないため、回避もより簡単になりました。 
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さて、処理を必要とする最も代表的なアーティファクトは、いろいろな形で現れるノイズです。ノイズのタ

イプとその原因に応じて、ノイズを識別し、取り除くいろいろな技術が必要です。 

 

1.1.1 ユニフォーム（均一）Monte-Carlo (MC)ノイズ 

 

 
ユニフォーム Monte-Carlo (MC)ノイズ 

 
これは、パストレーサでのレンダリングで目にする最も一般的なアーティファクトです。レンダラーは、こ

のノイズを除去するレイを継続的に飛ばし、望ましい精度になった時点で画像が完成します。 

 

良い動作をしているレンダリングでは、最初の数回のイテレーションで均一なノイズになり、イテレーショ

ンを重ねるごとにノイズが消えていきます。 
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1.1.2 High variance area(ノイズの多い領域) 

 

 

 
High variance Noise 

 
High variance area には、画像の一定の場所に特に強いノイズが集中しています。 

 

上記の画像は、ライトに照らされた球形で、画面の左から青の間接ライトが少し当たっています。よく見る

と、フロア上にある青のスパークル以外のほとんどの領域では、画像がきれいなのがわかります。フロア上

のノイズは、画像の他のノイズより変動がかなり大きくなっています。これをきれいにするために、レンダ

ラーはレイを長時間飛ばし続ける必要があります。 

 

このようなタイプのアーティファクトは、レンダラーがノイズとして認識するのも難しく、後述しますが、

アダプティブサンプリングが正確に機能するのを妨げることがあります。多くの場合、high variance noise

は、シーンに簡単な微調整を行なうことで除去することができます。または、少なくとも high variance 

noise を処理するアダプティブサンプリングに支障が出ないぐらいまで改善することができます。このレッ

スンの最後にサンプルで確認します。 
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1.1.3 ファイアフライ 

 

 

 
ファイアフライの例 

 
ファイアフライは、レンダー画像内の非常に明るい点です。これは、レンダラーがサンプリングしにくいも

のにより発生した極めて強いノイズです。均一ノイズおよび high variance area については、一般的にレン

ダリング時間を長くするだけで除去することができますが、ファイアフライの除去ははるかに難しく、特に

アニメーションのレンダリング時にはデノイズした画像で強力なアーティファクトを生成することがありま

す。 

 

通常、ファイアフライの原因を突き止め、それを除去するのが最良の方法です。よくある原因として、光源

に接近したジオメトリにバウンスしたライトが間接的にファイアフライになります。ライトには、これらの

ホットスポットを制御するのに役立つ Intensity Near Dist パラメータがありますが、完全にこういったケー

スを回避すれば、より優れた結果を取得することができます。このレッスンでは、このようなアーティファ

クトのサンプルを後で詳しく調べます。 

 

上記のサンプルでは、小さく明るいライトが壁に接近して配置されており、強く照らされた間接的な小さい

スポットを作成しています。これをサンプリングするのは極めて難しく、ここで説明したアーティファクト

の原因になります。 

 

1.1.4 無効な値 
 

シーンを定義するには、ジオメトリであろうとテクスチャであろうと、またはシェーディングネットワーク

の場合でも、数値を使用します。これらの数値は、有効範囲内に収まる必要がありますが、範囲外にある場

合は、あらゆる種類のものがうまくいかなくなることがあります。しばしば、レンダラーは無効な入力に対

して警戒しますが、それでも予想外の結果になることがあります。 
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これらの無効なセットアップのサンプルとしては、カラーに対するマイナス値、またはディスプレイスメン

トに対する非常に大きな値が挙げられます。不正確なセットアップによく現れる、特に重要な値が 2 つあり

ます：NaN と INF です。INF は、文字通り"infinite(無限大)"の略語で、値が大きすぎて表示することができな

い時にコンピュータが使用します。NaN は、"Not a Number(数字ではない)"の略語で、無効なオペレーショ

ンの結果に使用される値です。例えば、ゼロによる分割は未定義ですが、それでもコンピュータは値を割り

当てる必要があります。これらの事例では、結果は NaN に設定されています。 

 

単一の値でも充分大きな混乱の原因になることがよくあります。例えば、ジオメトリの単一の頂点に NaN が

含まれていると、オブジェクト全体がレンダリングされない可能性があります。テクスチャの単一のピクセ

ルに NaN が含まれていると、特に遠くからレンダリングする場合は、テクスチャ部分全体を破壊します。 

 

 
バンプマップとして使用された無効なピクセルを含むテクスチャを離れた距離からレンダリングした結果(テ

クスチャルックアップ数を増やしてシミュレーション) 
 

上記の画像では、NaN を含んだテクスチャがバンプマップとして使用されています。左から右へ、ブラーの

量を増加させてテクスチャに適用し、遠くからレンダリングするとどのようになるかをシミュレーションし

ます。 

 

カメラが近い場合、問題の特定は難しいです。しかし、オブジェクトまでの距離が遠くなるにつれ、テクス

チャにはフィルタがかかり、問題がより明らかになります。これは、いくつかの黒の領域だけよりも大きな

影響をもたらすことがあります。これにより、オブジェクトが見えなくなったり、ノイズ除去によるアーテ

ィファクトやクラッシュを発生させたり、ファイアフライを引き起こすこともあります。 

 

数え切れないほど多くのテクスチャを使用した大きなシーンをレンダリングする場合、このような問題を見

つけ出すことは極めて困難なため、複雑なシーンでアセットを使用する前に、必ず単独でアセットをチェッ

クすることが最良の方法です。 
 

2 RenderMan が常に忙しくしている理由 

 
画像をレンダリングするために、RenderMan は、目標精度に到達するまで各ピクセルにレイを飛ばし続けて

います。この目標に到達するのに必要な時間がレンダリング時間です。 

レンダリング時間は、3 つの主要な部分に分割することができます:ピクセル数、フルパス(カメラレイとバウ

ンス)をトレースする時間、および目標精度に到達するレイの数です。従って、レンダリング時間を短くする

方法は以下の通りです: 
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ピクセル数を減らす: 低解像度でレンダリングするか、クロップ領域を使用する 

 

フルパスをトレースする時間を短くする: バウンス数を減らす、またはジオメトリの複雑性を下げる(オブジ

ェクト数を少なくしてポリゴン数を減らす) 

 

サンプル数を少なくする: サンプリングが難しい領域を改善する、または目標精度を低くする 

 

 

2.1 目標精度:PixelVariance 

 
目標精度は、RenderMan が、画像のレンダリングを終了する前に到達する必要のあるレベルです。これは、

レンダー画像に対する目標の PixelVariance を指定することにより制御されます。つまり、どれぐらいのノイ

ズを容認することができるかどうかを RenderMan に対して指示します。 

 

ノイズの除去は、部屋の掃除と少し似ています。最初の数回の掃除はとても効果的で、数分しかかかりませ

ん。しかし、さらにもっときれいにしたい場合は、そう簡単ではありません。 

より多くの時間を費やす必要があり、きれいにしたいと思うほど時間がかかります。 

 

1 日中掃除するのではなく、十分にきれいになれば掃除を終了します。レンダリングに関しては、このポイ

ントにいつ到達するかに影響を与える複数の要因があります。その 1 つは、きれいに見えるようになった時

であり、もう 1 つの点は時間がなくなった時です。 

 

レンダーの目標精度を定義する場合にも同じ理論を適用します。数回のイテレーション後、すでに画像が表

示されていますが、ディテールはまだノイズ内に隠れたままです。使える画像になるまでに、さらにきれい

にする時間を費やす必要があります。しかし、必要以上にレンダー画像をきれいにすると、無駄に時間を浪

費します。上記のサンプルのように、費やした時間の量に対して十分きれいであるポイントを定義する必要

があります。 

 

 
 

PixelVariance を下げていくにつれ、レンダリング時間は大幅に増加します。サンプルシーンからのデータで
あり、すべてのレンダー画像の挙動が同じとは限りません。 
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上記のグラフは、PixelVariance の減少とともにレンダリング時間がどれくらいの速さで増加するかをわかり

やすく表しています。'0.005'または'0.0025'のどちらの値を使用するかは、あまり差がないように思われます

が、'0.0025'の値ではレンダリング時間が 2 倍かかります。様々な PixelVariance のテストに時間をかけて、

最短時間で許容可能な精度を生成する値を選択すれば、膨大なレンダリング時間を節約することができます。

個人的には、これが最も重要な最適化の 1 つであると思います!  

 

 
PixelVariance の減少による視覚変化 

 

上記の画像でわかるように、それほどノイズのない画像に到達するまでにあまり時間はかかりません。ほん

の数秒後でも、このシンプルなシーンに対してかなり適切なレンダー画像になります。しかし、球形の下部

にわずかに見えるノイズを除去しようとすると、このシンプルなレンダー画像でも突然長い時間が必要にな

ります。 

 

このグレーの球形のような平らなサーフェスでも、ノイズは容易に目につきます。しかし、テクスチャが使

用されている場合は、ノイズは隠れやすく、速度を顕著に上げてくれる PixelVariance を少し増加させてしま

うことがよくあります。 

 

視覚的に PixelVariance の微調整を行ない、プロジェクトにふさわしい値を見つける必要があります。多くの

場合、カラー調整(等級, LUT など)、またはデフォーカスやモーションブラーも最終のレンダー画像に適用さ

れているため、PixelVariance の微調整を行なう際に考慮に入れることが重要です。プレビュー, WIP レンダ

ー画像, 最終納品に必要な精度を決定し、特にデノイザーを使用する場合は、完璧にきれいにする必要がない

ので多くの時間をかけないようにしてください。 

 

ノイズ除去は強力なツールで、より複雑なシーンをレンダリングする時は常に使用するべきです。強いノイ

ズやファイアフライは、ノイズが除去された結果にフリッカリングやアーティファクトを引き起こすことが

あります。 

 

これが最適化を必要とする理由であり、デノイザーを使用していても、最適化により最終画像の結果がさら

に向上します。デノイザーを使用して様々な PixelVariance 設定をテストし、レンダー画像に最も効果的な値
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を見つけてください。ノイズ除去に関しては、このレッスンの最後にもう一度説明します。 

 

relativePixelVariance は、オブジェクトごとにいろいろな精度レベルを指定することができる設定です。こ

れは後処理で被写界深度やモーションブラーを適用する場合に、最適化に使えるものです。最終的にはブラ

ーがかかってしまうオブジェクトをきれいにレンダリングするのは時間の無駄であるため、

relativePixelVariance を使用して、これらのオブジェクトを低画質でレンダリングするように RenderMan へ

指示を出すことができます。 

 

しかし、レンダー画像の他の部分よりもあるオブジェクトのノイズが多い場合は、relativePixelVariance で

すぐに解決しようとしないでください!これは、通常、アダプティブサンプリングが正確に機能していないこ

とを表しています。 

 

3 アダプティブサンプリング 

 
RenderMan の RIS は、古き良き REYES よりも大幅に使いやすくなっていますが、いくつか理解しておくべ

き点と間違いやすい点があります。アダプティブサンプリングは、その 1 つであり、おそらく最も誤解しや

すいと思われるため、その機能について少し説明します。 

 

パストレーサで画像をレンダリングする場合、各ピクセルのカラーを計算するためにレイ(サンプル)を飛ば

しています。レンダラーの中には、各ピクセルに対して飛ばすレイの本数を設定するようにユーザに求める

ものがありますが、これはまったく直感的ではありません。何本のレイを飛ばしたいか、その回答はきれい

に見えるのに必要なだけの数です!これらのレンダラーについては、画像が目標とする画質に到達するまで、

この設定を微調整する必要があります。このやり方は、フィックスサンプリングと呼ばれます。 

 

一方、RenderMan の RIS では、デフォルトでアダプティブサンプリングを使用します。ピクセルごとに飛ば

すサンプルの固定量を定義するのではなく、希望する精度をレンダラーへ指示します。すると、RenderMan

は、レイのトレースを開始し、ノイズの量を評価し続けます。いったんピクセルが目標精度に到達すると、

それ以上サンプリングは行なわれず、レンダラーは、より注意が必要な領域に重点を置くことができます。 

 

この技術を使用する主要な利点がいくつかあります: 

 

 レンダラーは、目標精度に到達したピクセルをすばやくスキップすることができるため、必要の

ないところでサンプルが無駄にならない。 

 

 全体的にサンプル数を増加させなくても、特に難しい領域を重点的に計算できる。 

 

 アダプテイブサンプリングを正確に使用すると、最終画像はすべての領域で目標精度に到達する。

これにより、画像のノイズレベルが保証され、アニメーションをレンダリングする際に一貫性が

生まれます。 
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アダプティブサンプリングの制御は、3 つの主要な設定だけです: PixelVariance, minSamples および

maxSamples の設定です。各設定の機能を理解すれば、適切に使用することは簡単です。しかし、誤って設

定すると、アダプティブサンプリングの利点を損なうことがあります。すでに、PixelVariance については詳

しく説明しましたので、ここでは minSamples と maxSamples について説明します。 

 

3.1 minSamples の詳しい説明 
 

すでに、動作を停止する精度に関してレンダラーに指示を出していますが、なぜ追加の制御が必要なのでし

ょうか?これらの 2 つの追加設定が必要なのは、単にアダプティブサンプリングが完璧ではないという理由か

らです。レンダラーは、ノイズが十分少なくなれば、ピクセルのレンダリングを停止することは分かってい

ますが、どれぐらいのノイズが残っているかをレンダラーはどのように知ることができるのでしょうか? 

 

この情報は入手することができないため、RIS は、各イテレーションでピクセルがどれぐらい変化している

かを測定することにより、ノイズレベルを評価する必要があります。最初の数本のレイに関して、ピクセル

はすばやくカラーを変化させます。サンプルごとに、ピクセルはその真の値に収束します(少しずつ近づきま

す)。目標として設定した値よりも変化が小さくなれば、そのピクセルは完了したものと見なされます。 

 

これは、ほとんどの場合でうまく作用しますが、間違って作用することがあります。例えば、特に遠く離れ

ているオブジェクトが、ピクセルよりもはるかに小さくなることがあります。おそらく、そのピクセルに飛

ばされたレイの大半が完全にオブジェクトに到達していないことが考えられます。 

 

これがレンダリングの最初に発生すると、RenderMan は、まったくカラーに変化のないピクセルを見て、こ

のピクセルはきれいであると誤って見なすことがあります。他のフレームに小さいオブジェクトが当たるこ

とにより、オブジェクトが飛び出したり、消えてしまうため、これはアニメーションのレンダリングでは特

に大きな問題になります。 
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ピクセル内の小さな水滴:赤の点(カメラのレイをイラスト化)は、多数のレイを投射した後でも、オブジェク
トは完全にレイから外れており、アダプティブサンプリングに対して、このピクセルはこれ以上サンプリン

グは必要ではないと誤解を与えています。 
 

これは、小さいオブジェクトだけに当てはまりません。レイが当たる機会が少ないものであれば、同じよう

な挙動になります。ヘアー(幸いにも hair:minwidth 設定が役立つ)や小さなハイライト, 強いモーションブラ

ーがかかったオブジェクト(レイは適切な時にオブジェクトに当たる必要がある), または上記で説明した high 

variance noise でさえも起こり得ます。この問題に遭遇する可能性のないシーンはほとんどありません。 

 

従って、アダプティブサンプリングが、ある一定のピクセルに対してレンダリングを停止しないように、最

小限のサンプルを設定して使用することができます。小さいオブジェクトの場合、オブジェクトが最低 1 回

ヒットを受け、さらにサンプリングが必要なものがあるということを RIS が確実に認識することができるぐ

らい大きい値の minSamples を設定する必要があります。 

 

 
minSamples の値を増加させながら実行した小さいダストパーティクルのレンダリング。minSamples を小

さく設定しすぎると、全体のパーティクルがレイから外れ、アニメーションでフリッカリングが起こります。 
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小さすぎる minSamples が原因であると明白ではない時もあります。RenderMan がノイズを低く評価してあ

まりにも早く停止してしまうことがあると、ノイズの多い領域の発生をもたらします。 

 

このような事例で、PixelVariance を単に小さくしようとするユーザがいるかもしれませんが、結局、それは

容認したいノイズの量を制御するすることになります。PixelVariance を小さくするとノイズの減少に役立つ

かもしれませんが、それまでに問題のなかった他のすべての領域をオーバーサンプリングすることになり、

レンダリング時間が必要以上に長くなります。その一方で、minSamples を増加させると、RenderMan はノ

イズをより正確に評価し、より難しい領域を認識しやすくなります。 

minSamples を正確に設定すると、サンプルがそれ以上増加した際に、画像は著しく変化しないはずです。

minSamples を少し増加させることにより、ある領域が大幅にきれいになる場合、これは通常、以前の値が

正確にノイズを評価することができるほど大きくなかったということです。 

 

minSamples を増加させると、レンダリング時間の増加にもつながりますが、画像は、選択された

PixelVariance に対する望ましいノイズレベルに到達します。その一方で、minSamples があまりにも少ない

と、高速レンダリング中に、画像が望ましい精度に到達することが保証できなくなり、ノイズが不均一で、

フレームごとに強度が変化することがあり、アダプティブサンプリングを使用する目的がなくなってしまい

ます。 

 

従って、小さい minSamples の値を使用してレンダリング時間を速くしたいのであれば、それにより起こり

得る問題について認識するようにしてください! 

 

3.1.1 RenderMan の特別なパラメータ値 
 

RenderMan の多数の設定に関して、'0' と '-1'の値は特別な意味を持ちます。'-1'は、しばしば'無限大'を意味

し、例えば、シャドウレイが進むことができる最大距離に使用されます。一方、'0'はしばしば'自動'を意味し、

ライトごとに使用されるライトサンプル数のデフォルトです。これは、サンプルを 1 つも使用しないという

ことではなく、ユーザが提供した値に依存せず、内部のメカニズムを使用してサンプル数を決定するという

ことです。通常、デフォルトが'0'または '-1'の場合、これらは特別な値であるということを表しています。詳

細については、ドキュメンテーションを参照してください。 

 

minSamples を、デフォルトの状態のまま'0'に設定すると、特別な自動モードも起動しますが、これは、サ

ンプル数に最小制限がないという意味ではありません。この自動モードは、(RIS では maxSamples と呼ばれ

る)最大サンプル数の平方根を取得するだけです。maxSamples を 512 に設定すると、自動モードは、

minSamples √512 ≈ 23 という設定を行います。さらに簡素化しようという試みは良いことですが、個人的

には minSamples を直接設定することを推奨します。自動モードは、開始点として使用することができます

が、シーンの問題を回避するために調整が必要なこともあります。 

 

3.1.2 minSamples の設定方法 
 

すばやくプレビューをレンダリングするのが目的で、ノイズのあるいくつかの領域についてはあまり気にし

ないのであれば、意識的に minSamples を非常に小さく設定しても問題ありません。このような事例では、

私はよく minSamples を'1'に設定して、特に難しいシーンだけで値を上げています。これにより、低解像度
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でのレンダリングが速くなりますが、画像の一部をチェックするには十分かもしれません。 

しかし、精度を上げてレンダリングする場合は、minSamples を正確に設定するのが大切です。 

私は、通常、最初は minSamples を'16'に設定し、maxSamples は、これまでに必要であった値と同じぐらい

高く設定します。普段は'2048'の値を使用します。そして、PixelVariance は要求精度に設定します。そして、

問題があると認識した領域(最もノイズが多い、または細かいディテールがある領域)の周りにクロップ領域

を作成し、毎回'16'個以上の minSamples でいくつかの画像をレンダリングします。従って、最初のレンダー

画像は'16'を使用し、その後、'32', '48', '64'などに変更します。2 つの連続したレンダー画像が視覚的にあま

り区別がつかない場合は、minSamples の小さい方を選択します。 

 

 
PixelVariance を 0.02 に設定した状態で minSamples の量を増加させて実行したレンダー画像。非常に小さ

い minSamples でレンダリングすると、フロアの青のノイズが低く評価され、レンダラーは目標の
PixelVariance に到達することができません。48 個ぐらいのサンプルを使用するだけで、アダプティブサン
プリングはノイズを正確に評価することができます。これらは微妙な変化で、異なる数の minSamples を 2

つのレンダー画像間で入れ替えると、その違いがはっきりわかります。 

 

3.2 maxSamples の詳しい説明 
 

minSamples のように、maxSamples の設定について多くの説明が必要であると思っていませんか?幸いにも、

maxSamples の説明はとても簡単です。 

 

上記から再度きれいにするサンプルを選び出します。汚れのスポットが見つかり、それに対して何を施して

も除去することができないという状況を想像してください。私たちは、目標として自ら設定した清浄度レベ

ルに到達すれば、クリーニングを停止すればよいと決定しました。しかし、本当に深く染みこんだシミであ

れば、クリーニングを終えるのに何日間もかかるかもしれません。必ずしも何日間もクリーニングするとは

限らず、ある時点で、我慢の限界に達し、負けを認めるしかありません。 

 

RenderMan、または一般的にコンピュータには、忍耐の限界がないため、極めて処理の難しい領域があるレ

ンダー画像では、喜んで何日もレンダリングを続けてしまいます。よって、レンダラーにいつ停止するかを

何らかの方法で指示する必要があります。このために、ピクセルに使用する最大許容サンプルを設定するこ

とができます。 

お分かりのように、これは精度の制御ということではなく、キルスイッチに近いものです。 

これまでに普通の環境で要求精度に到達するのに必要であると予想してきた最大サンプル量を表す値に、 

maxSamples を設定するだけです。  

 

それまでに希望する精度に到達していないピクセルが存在する場合、とにかくそれ以上投資する理由はあま

りありません。 
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小さいダストパーティクルをすべてキャプチャする場合、アニメーションのフリッカリングを回避し、目標

精度に到達させるために、minSamples と maxSamples の両方を正確に設定する必要があります。 
 

3.2.1 何が間違っているのか? 
 

しかし、要求精度に到達させるのに必要なサンプル数は、簡単には分かりません。maxSamples を小さく設

定しすぎると、アダプティブサンプリングの妨げになり、PixelVariance で定義した精度に到達することがで

きないかもしれません。繰り返しますが、あまり経験のないユーザは、ノイズを下げるためにさらに

PixelVariance を小さくしようとするかもしれませんが、これは、ノイズのある部分にはまったく何も手を付

けないまま、すでにきれいな領域をさらにきれいにするだけです。従って、maxSamples を小さく設定しす

ぎると、RIS が目標精度を達成するのを妨げてしまいます。うまくいかない一般的な例として、静止画用に

選択した maxSamples 値は、モーションブラーがオンの場合は、うまく機能しません。モーションブラーの

使用を計画しているのであれば、モーションブラーを有効にして、最終レンダー画像と同じ設定で

maxSamples を微調整するのが最も効果的です。 

 

一方、maxSamples を大きく設定しすぎる場合、唯一の問題は、いくつかの小さい領域では長時間レンダリ

ングが継続し、目標精度への到達が試行されますが、進行中に非常に多くのサンプルを取得してしまうこと

です。しかし、これはめったに起こるわけではなく、通常は、コストがあまりかからないため、RenderMan

が要求どおりの精度を遂行することができるように、maxSamples を大きくしておくのが最良の方法です。 
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いろいろな値と最も効果的に働く設定を試してみることを再度推奨します。個人的には、多くの場合、512

の値でうまく機能しましたが、さらに難しいレンダー画像では 1024 またはそれ以上の値を使用してもまっ

たく問題はありません。重要なのは、さらに状況を悪くするだけである PixelVariance(または

RelativePixelVariance までも!)を是が非でも小さくするのではなく、問題に遭遇した時にどのように設定を調

整する必要があるのかを理解することです。 

 

3.2.2 SampleCount 出力 
 

 

 
sampleCount 出力のサンプル。明るいエリアは、多数のサンプルが使用されている場所を表しています。 

 

RenderMan は、他の画像と一緒にレンダリングすることができるいくつかのビルトイン出力をサポートして

います。そのうち、sampleCount は非常に効果的な出力です。各ピクセルの値は、そのピクセルに使用され

たサンプルの量により決定します。従って、32 個のサンプルを必要とするピクセルは、ｓampleCount 出力

で 32 の値を表示します。これはつまり、一見白飛びした画像になるので、例えば、IT(RenderMan の Image 

Tool)から Pixel Readout ツールを使用して、個々のピクセルの値をチェックできるよう画像を広範囲で表示

できるツールを使う必要があります。 

 

この方法が役に立つのは、サンプルの大半を飛ばしている部分と、設定した maxSamples の上限にどの領域

が到達しているかを簡単に確認することができるからです。また、sampleCount 出力で小さい値を表示して

いるノイズの多いスポットがあれば、minSamples の値を増加させる必要があるということがよくわかりま

す。 
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4 '静物画'のシーンを最適化する 

 

 

 
このレッスンで使用するシーン 

 

より実用的な方法でいくつかの手法を表示するため、実際のサンプルシーンを説明します。 

このシーンは、本来、Dylan Sisson 氏により作成されたものですが、最適化をどのように適用するかをわか

りやすく表現するために、このレッスン用に更新し、調整しています。 

 

このシーンは、問題を個別に説明することができるぐらいシンプルですが、レンダー画像に潜んでいるかも

しれない一般的な問題を明らかにするだけの複雑性も含まれています。 

 

4.1 問題を特定する技術 
 

病気になると医者の診察を受けます。医者は、いくつかの基本的なテストを行ない、患者の身体の状態を決

定します。医者は、患者が説明する症状を調べ、特に呼吸や血圧をチェックすることがあります。 

 

レンダー画像のデバッグと最適化を行なう場合も同様に進めます。アーティファクトを分析します。 

それから、制御された条件下でどのようにレンダリングが行なわれているかをチェックし、いろいろなツー

ルを使用して、レンダリングのプロセスのいろいろなサブシステムがどのように機能しているかをチェック

します。 

 

レンダー画像について多くの情報を与えてくれるだけでなく、問題を見つけ出し、パフォーマンスを向上さ

せることができるいくつかの簡単な技術があります。このレッスンでは、私がよく使用している 3 つのツー

ルを説明していきます:XML 統計、LPE- & Data-AOVs およびフィックスサンプリングレンダリングです。 
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XML 統計: デフォルトで、RfM はレンダー画像の XML 統計ファイルを書き出します。これは、レンダリン

 グ設定ウィンドウの上級(advanced)タブで制御することができます。これらの統計ファイルには、

 膨大な情報が含まれていますが、読みやすい部分とそうでもない部分があります。 

 レンダー画像のある部分にどれぐらい時間がかかったか、メモリはどこに使用されているのかな

 ど、他にも多くの情報がわかります。 

 レンダー画像を最適化するには、この RAW データを解釈し、検証する必要があります。 

 データを見ると、多くの時間を透過(シャドウ)レイのトレースに費やしていることがわかり ま

 す。しかし、この原因は、多数のレイを飛ばしているからか、処理が重いからか、もしくはその

 両方である可能性があります。統計には、飛ばされたレイの本数だけでなく、レイのトレースと

 シェーダの実行に費やした時間についての情報が含まれています。 

 経験を積めば積むほど、これらのファイルから学ぶことが多くなるため、レンダー画像の統計を

 頻繁にチェックする習慣をつけてください。パフォーマンスの良いレンダー画像と問題の多いレ

 ンダー画像を調べるだけで、シーンに必要とされる値が何であるかを理解することができます。 

 

LPE- & Data-AOV: LPE は、Light Path Expression(ライトパスエクスプレッション)の略語で、レギュラーエ

 クスプレッションを記述する言語であり、これにより、特定部分をレンダー画像から抽出するこ

 とができます。LPE を使用すると、 ビューティレンダー画像と一緒に追加画像を出力することが

 でき、この画像にはエクスプレッションに一致するパスのみが含まれます。これにより、特に、

 特別なライトからのイルミネーションや一定のオブジェクトの反射だけを含む追加画像をレンダ

 リングしたり、コースティックスを抽出することができます。LPE の出力は、(メモリを使用し、

 オーバーヘッドが少しありますが)ほとんどコストがかからないため、通常のレンダリングとほぼ

 同じコストです。 

 驚くほどアーティスティックな自由をもたらしてくれる一方で、LPE はデバッグツールとしても

 極めて役に立ちます。LPE により、レンダー画像を詳細に分析することができるため、しばしば

 問題の原因が極めて明確になります。LPE を使用して、アーティファクトが特定のライトから引

 き起こされているのか、またはスペキュラーの効果の部分にすぎないのかを見つけ出すことがで

 きます。 

 設定を調整して、シーンを何度も再レンダリングしなくても、1 回のレンダリングでこのすべて

 の情報が分かります。 

 ビューティ画像と一緒にレンダリングされたこれらの追加画像は、任意の出力変数または AOV と

 呼ばれます。LPE は AOV に書き出すことができますが、他のデータをエクスポートすることも で

 きます。例えば、画像を分離して、法線, テクスチャ, UV 情報を保存すると、ジオメトリから 発

 生した問題があるかどうかをチェックするのが簡単になります。 

 

フィックスサンプリング: 最終画像をレンダリングする時にアダプティブサンプリングは効果を発揮します

 が、デバッグ時には問題を隠してしまうことがあります。レンダリング時間が長く なる主要な原

 因である、レンダー画像の特に難しい領域を想定してください。アダプティブサンプリングは、

 その領域でのノイズを認識し、そこにサンプルを集中するため、特に問題を含んだ領域があった

 ということを認識しないまま、最終的にきれいな画像を取得することがあります。 

 

 しかし、サンプルの固定数をレンダリングすることにより、他よりも高い変動のある領域がさら

 に明確になります。少数のサンプルは、制御された環境ですばやくレンダリングする方法を提供

 してくれるため、デバッグ中は十分なことが多いです。効果的な最適化を 適用する場合、 レ
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 ンダリング時間が向上したかどうか、またはノイズが減少したかどうかを直接確認します。こ れ

 は、アダプティブサンプリングでは、非常に測定するのが難しくなります。 

 

 minSamples および maxSamples の両方を同じ値に設定した時にフィックスサンプリングが使用

 されます。デバッグ中は、その 2 つの値を 16 または 32 に設定するのが普通です。結果がすばや

 く返され、いろいろな領域のノイズをより簡単に比較することができる からです。 

 

4.2 '静物画'のシーンを分析する 
 

それではいよいよ、あの静物画のシーンの説明を始めましょう。まず、sampleCount と cpuTime AOV をパ

ス設定に追加して、XML 統計を有効にしてレンダリングを起動します。私のマシンでは 53 分後にレンダー

画像が生成されました。 

 

 
最適化前のレンダー画像。ノートブック(i7-4700MQ @ 2.4GHz)でレンダリングに 53.3 分かかった画像 

 

なかなかいい感じですね。目立ったアーティファクトはありません。しかし、キャンドルの上部の領域をも

う少しよく見てみましょう: 
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最終精度設定でも壁に high variance noise が少し見られます(拡大画像では明るさを増加)。 

 

これは high variance noise です!アダプティブサンプリングでノイズをきれいにするには、64 個の

minSamples でも十分ではなかったということで、サンプル数を増やすと、レンダリング時間がさらに長く

なります。これを修復する方法を考える必要があります。 

 

始める前に、SampleCount AOV を確認しましょう。この出力を少し再マッピングすると、ここで実行してい

ることをより視覚化してくれます: 
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再マッピングした sampleCount AOV。赤色は、多数のサンプル必要とした領域を示し、青の領域は少ないサ

ンプルでコンバージした領域を示します。 
 

sampleCount AOV の赤の領域は、maxSamples の上限に達していることを示し、この場合は 1024 個です。

これらの赤の領域は、キャンドル、磁器、およびこれらのオブジェクトが反射しているマテリアルに見られ

ます。また、壁にかかった毛皮、洋ナシや樽でさえも非常に多数のサンプルを必要としたことも分かります。 

 

フィックスサンプリングの minSamples と maxSamples を、16 に切り替えます。これにより、アダプティ

ブサンプリングでは隠れていた問題が明らかになり、ある程度高速なフィードバックを取得することができ

ます。 

 

4.3 オレンジのファイアフライ 
 

壁に見られるオレンジのファイアフライは、少ない固定数のサンプルでレンダリングすると非常に目立ちま

すので、これから見ていきましょう: 
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ノイズ上のファイアフライがフィックスサンプリングではっきりと見えます。 

 

ビューティと一緒にレンダリングした LPE を調べてみると、アーティファクトはキャンドルのライトにのみ

存在し、そのライトの間接拡散の効果のみに発生していることが分かります。 

これはつまり、壁から入ってくる間接拡散光がキャンドルの明るい上部になかなか当たらないという意味で

す。キャンドルは比較的細く、炎で明るく照らされているため、余計に状況を悪化させています。 
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壁からの間接拡散光がキャンドルの小さい明るい先端に当たる確率は非常に小さく、これがファイアフライ

を引き起こします。 
 

VCM(頂点接続およびマージ)インテグレータは、このような状況で効果的に働きます。しかし、フォトンの

トレースに必要な追加コストやコースティックスを有効にして追加されるノイズは、この事例では有益に値

するとはいえません。それでは他に何ができるでしょうか?AOV を再度調べてみると、ファイアフライは別

として、壁にはそれほど多くの間接効果がないことが分かります。maxdiffusedepth および

maxspeculardepth アトリビュートを壁のジオメトリに追加することにより、壁のどのポイントで間接バウ

ンスを停止させるかを制御することができます。この両方を'0'に設定すると、背景の壁に対する間接効果を

無効化することができるため、ファイアフライの削除に成功します: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RenderMan は、Pixar Animation Studios の商標または登録商標です。他のすべてのブランド名、製品名、または商標はそれぞれの所有者のものです。 

この日本語ドキュメントに関しては、株式会社インディゾーンに著作権が帰属します。 

 
壁の間接効果を制限することでファイアフライを削除 

 

間接効果を完全に削除したくない場合は、別のパスでキャンドル(ワックス)をレンダリングすることができ

ます。このように、ファイアフライを削除するために、シーンのレンダリング時にキャンドル上の間接効果

をオフにし、キャンドルのレンダリング時にオンに戻すことができます。 

パストレーサでの間接照明のレンダリングは、処理は重くなく、実際のところ非常に高速です。しかし、間

接照明に多数のノイズがある場合は、ノイズの原因を削除することでパフォーマンスを上げることができま

す。このサンプルでは、壁の間接効果を制限することにより行ないました。 

 

4.4 有効なところでサブサーフェススキャッタリングを使用する! 
 

sampleCount AOV を分析した時に、かなり多くのサンプルが樽や磁器、洋ナシに使用されていたことが分か

りました。これらのマテリアルを調べてみると、そのすべてがサブサーフェススキャッタリングを使用して

います。これらのすべてに対して、ディフューズに切り替え、どのような変化が起こるかを調べます: 
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この画像では、サブサーフェススキャッタリング(SSS)が、キャンドル, 洋ナシ, 樽, 磁器でディフューズに置

き換わっています。 
 

サブサーフェススキャッタリング(SSS)は、かなり多くの追加ノイズをもたらしますが、同時に多数のマテリ

アルに現実味を追加しています。SSS のないレンダー画像には、目立ったノイズはあまりありませんが、キ

ャンドルや洋ナシでは、その外観の大部分が失われています。一方、樽や磁器は SSS がない方がきれいに見

えるため、これらのマテリアルに対しては SSS をオフにしておき、減少したノイズによって大きな効果を得

ることができます。 

 

4.5 XML 統計を分析する 
 

Maya 内からプレビュー用のレンダリングを実行している時でも、XML 統計が書き出されています。そこで、

フィックスサンプリングを使用して、そのうちの 1 つを調べてみましょう(インターネットのブラウザで表示

させるのがおすすめ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RenderMan は、Pixar Animation Studios の商標または登録商標です。他のすべてのブランド名、製品名、または商標はそれぞれの所有者のものです。 

この日本語ドキュメントに関しては、株式会社インディゾーンに著作権が帰属します。 

 
 

これは、Overview セクションから切り離した一番上の部分です。ここで、レンダー画像の一般的なパフォー

マンス情報がいくつか分かります。Performance には、レンダリング時間、メモリ使用量、CPU 使用率

(RenderMan をどれだけ効率的に機能させているかの割合)が表示されています。これらのクィックプレビュ

ーのレンダリングでは、使用率を正確に判断することができないため、これは無視しても問題ありません。 

 

Time のコラムでは、レンダリング時間が費やされている場所の大まかな内訳が分かります。Shading につい

ては、驚くべきことですが、このシーンには処理の重い複雑なネットワークがないのに、最大の敵のように

思われます。Unaccounted には、明確に時間が測れないサブシステムがすべて含まれています。レンダーグ

ローバルで統計レベルを増加させることにより、追加のタイマーを有効にすることができます。これにより、

さらに情報を取得することができますが、レンダリング速度が遅くなることもあります。 

 

Render time heatmap では、大半の時間を費やした場所が視覚的に表されています。このヒートマップは、

特定のレンダー画像に基づいて正規化されているため、別のレンダー画像でのヒートマップと比較すること

はできません!小さな赤い領域に気をとられないようにしてください。 

これらの領域を高速に処理する方法を見つけるのは良いことですが、小さな領域なので、パフォーマンスに

対する全体的な影響は最小であると考えられます。 

 

フィックスサンプリングを使用したレンダー画像からのヒートマップも、アダプティブサンプリングによる

ヒートマップと異なります。フィックスサンプリングを使用すると、どのピクセルも同じ数のサンプルを取

得したことが分かっているため、ある領域が他の領域よりも処理が重い場合、そこではサンプルの評価がよ

り高くなっているからであると推測できます。アダプティブサンプリングによるレンダー画像では、ヒート

マップの高温領域は、レイが多く当たりすぎているか、PixelVariance に到達するために多数のサンプルを要

したと考えられます。ヒートマップの分析には、上記のことに留意するようにしてください。 

 

この画像を見ると、樽やティーポットの光が当たった部分の領域よりも、壁のピクセルの方がレンダリング

に長く時間がかかった理由はなぜでしょう?この領域は、マテリアルとしてレンダリングが最も簡単である部

分であり、どちらかといえばシンプルであると思っていました。 

Shading タブに切り替えて、調べてみましょう: 
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左のコラムでは、すべての Bxdf (Surface シェーダ) が並んでいるのが分かります。それぞれの Bxdf に対して、

サーフェス実行時間、内部 (ボリューム) 実行時間および透明度 (とプレゼンス) の計算に費やされた時間が表

示されています。一番下は、これらの各ステージで費やされた合計時間です。ボリュームと透明度は、この

レンダー画像では問題ないようです。大半の時間が、パターンの計算を含む Bxdf Exec に費やされています。 

 

右側のコラムでは、このレンダー画像に使用されたすべての Pattern のリストが表示されています。

Compute Time をクリックしてソートしました。ここで明らかに目立っているのは、PxrVoronoise が、シェ

ーディングポイントの 1%にしか使用されていないのにもかかわらず、シェーディングの合計時間の約 75%

を占めていることです。 

 

何らかの理由で、このパターンの処理がレンダー画像で重くなっているため、それが使用されている場所を

探してみましょう。壁のレンダリングに思ったよりも時間がかかったことがすでに分かっているため、壁に

割り当てられたマテリアルから確認します。確かに、wall_mtl マテリアルは、そのディフューズカラーに変

化を追加するために PxrVoronoise を使用しています: 
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このノードのパラメータをよく見ると、32 オクターブを使用するように設定されています。このパラメータ

は、その結果を計算するのにシェーダが使用する反復数を制御していますが、32 は多すぎます!大半のノイ

ズパターンはスマートに機能するため、追加の反復が新しいディテールを追加しなくなると、自動的にそれ

以上の動作を停止します。このようにスマートなノイズパターン、私たちの事例では PxrFractal を

PxrVoronoise と入れ替えて、同じパラメータを適用してみましょう(周波数, オクターブ/レイヤ, 空隙性)。こ

の簡単な変更を行なった後の新しい統計です。 

 

 
 

驚きました!この簡単な変更でレンダリング時間が約半分になりました!私たちの予想通り、壁は最もレンダリ

ングしやすい領域であることもヒートマップが表示するようになりました。 
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代わりのパターンがない場合は、処理の重いパターンを置換することができません。PxrVoronoise ノードを

置換する代わりに、オクターブ数を合理的なレベルへ下げるだけでも対応することができます。RenderMan 

21 以降、新しいベイキングワークフローを使用して、パターンをテクスチャ内にベイクすることもできます。

これにより、処理の重いパターンの全ネットワークをベイクして、テクスチャとして再度読み込むことがで

きます。 

 

4.6 ファーのマルチスキャッタリングを制限する 
 

ファーのトレース処理が重くなるのは、複雑なジオメトリであるという理由だけでなく、ヘアーのシェーデ

ィングに手間がかかるからです。あらゆる追加のバウンスには、ノイズやファイアフライを増幅させる可能

性があります。 

 

レンダリング時間のヒートマップでは、ファーは比較的処理の重い領域であることをすでに示しており、多

数のサンプルを使用してきれいにする必要がある間接スペキュラーには、明らかに少しのスパークリング、

またはどちらかというと high variance noise があります。 

 

maxspeculardepth アトリビュートをヘアーマテリアルに追加して、1 に設定しましょう。これにより、追加

のバウンスを制限しているため、少し暗くなりますが、ディフューズとスペキュラーを少し明るくすること

で和らげることができます。 

 

 
ファー上でトレースされるバウンス数を制限することで、ノイズを減少させ、レンダリング時間を短縮する

ことができます。 
 

これは、フィックスサンプリングの使用時はレンダリング時間にあまり影響はありませんが、ファー上の間

接光のノイズを大幅に減少させ、最終レンダー画像用にアダプティブサンプリングを使用する時には効果を

もたらしてくれます。 

 

現状の変更では、レンダリング時間が 53 分から 31 分に短縮されました。約 35%速度が上昇したことになり

ます!しかし、レンダリング時間の短縮だけでなく、いくつかの領域で high variance noise とファイアフライ

を削除することもできました。これで、レンダリングが速くなり、同時に精度も向上しました。 
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4.7 ライト, bxdf, 間接サンプルを手動で設定する 
 

他にどのようなことができるでしょうか?一般的な技術の 1 つとしては、numLightSamples, 

numBxdfSamples, numIndirectSamples を変更することにより、サンプルのディストリビューションのバラ

ンスを手動でとることです。これを実行すると、しばしばパフォーマンスを損ない、ほんの少しの変更でレ

ンダリング時間を大きく変化させる不安定なセットアップを作成することがあります。それでもなお、これ

がどのように機能するかを理解することは重要ですので、シーンに有益なことがあるかどうかを自ら決定す

るようにしてください。これは、これらの設定について表したイラストです: 

 

 
サンプルディストリビューションのイラスト 

 

お分かりのように、これらの設定は、カメラのヒットで発生することを変更するだけで、その後のバウンス

には影響しません。これは、各追加のバウンスがレイを指数関数的に増加させる、いわゆるレイの急増です

ぐに終わってしまうからです。 

 

例えば、すべてのレイのヒットが、2 個の bxdf サンプル, 2 個のライトサンプル, 2 個の間接サンプルを生成

する場合、2 個のバウンスを通過する単一のカメラレイに対して、1+6+7 * (2+2) = 35 本のレイをトレース

することになり、3 個のバウンスでは 67 本のレイになり、4 個のバウンス以降は 131 本のレイをトレースす

ることになります。明らかに、これは、多数のカメラサンプルを必要とし、複数のバウンスをトレースする

シーンでは機能しません。 

 

 numLightSamples: ライトに生成されているサンプル数を定義する 

 numBxdfSamples: マテリアルにより生成されるサンプル数を設定する 

 numIndirectSamples: 間接照明をトレースするためにマテリアルが生成すべきサンプル数を設定する 

 

これらの設定を増加させると、一定のノイズをより速くきれいにすることができますが、同時に各カメラレ

イの処理が重くなります。つまりこれは、サンプル設定のバランスをうまくとれば、各カメラレイの追加コ

ストがその改善されたサンプリングを上回らない限り、レンダーの速度を上げることができるということで

す。これらの制御を正確に設定しやすくするために、再度、フィックスサンプリングを使用することができ

ます。直接および間接 LPE を見ると、全体的に同様のノイズ量があればよいと思います。間接 LPE に強いノ

イズのある小さな領域がある場合、アダプティブサンプリングがそれを処理してくれるので問題ありません。
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しかし、レンダー画像の大部分で、直接 LPE よりも間接 LPE の方がノイズが多い場合、numIndirectSamples

設定を増加させると効果的です。 

 

ファーや他のジオメトリを細かいディテールでレンダリングしていないのであれば、ノイズの大半はライテ

ィング内にあるため、それほど多数のカメラサンプルを必要としないかもしれません。これらの事例では、

すべてのサンプル設定を増加させ、同じ係数で minSamples を小さくするとうまくいくことがあります。従

って、例えば、numLighSamples=4, numBxdfSamples=4, numIndirectSamples=4 に設定し、minSamples

を 64 から 16 に減少させることができます。このように、8 本のカメラレイを飛ばして、バウンスレイを 8

回サンプリングしなくても、2 本のカメラレイを飛ばするだけでよいということです。シェーディングの評

価に手間がかかったり、ジオメトリのトレース処理が重い場合、これは、レンダリング時間の短縮に役に立

つことがあります。しかし、minSamples を小さくすると、上記で説明したような問題が起こる場合があり

ますので、十分注意してください。 

 

4.7.1 注意点! 
 

これらの設定がデフォルトで 1 に設定されている理由は、各レイの処理をできるだけ軽くしておくためです。

これにより、洗練を必要とする領域の洗練を続けるには、アダプティブサンプリングに任せておくことがで

きます。サンプル設定を上げ始めると、各レイのコストが増加し、アダプティブサンプリングのいくつかの

恩恵を得られないことがあります。私たちが行なった変更は、ある領域では役に立つかもしれませんが、各

サンプルの処理が重くなるため、他の領域ではオーバーヘッドになることがあります。 

 

特に、アニメーションのレンダリング時は、ノイズの原因が絶えず変化し、フレームの全範囲に適切な設定

を見つけるのは不可能に近く、最高のパフォーマンスを得るためには設定をアニメーションに必要があり、

長くうんざりする作業になります。さらに悪いことに、シーンを少し変更すると、これらの最適化された設

定が極めて悪いものに変わってしまうことがあります。 

 

ライト, bxdf, 間接サンプルの値を 8 まで上げて使用し、これによりパフォーマンスが格段に向上したと主張

するユーザを多数見てきました。これらの設定を最適化されていないシーンで使用すると、改善が見られま

すが、これは単に、かなり処理の重いシェーディングネットワークが壁にあり、カメラレイの本数が減少し

たことでシェーディング時間が短かくなったからに過ぎません。しかし、私たちの最適化されたシーンで、

ファーやはっきりしたバンプマッピングのあるマテリアル, 小さいハイライト, モーションブラーがかかった

領域やボケ領域など、特に多数のカメラレイを必要とする領域でこれらの設定を使用した場合は、レンダリ

ング時間が長くなります。 

 

このような大きいサンプル設定を使用するユーザは、minSamples を小さくして、特に長くなるレンダリン

グ時間を回避する必要があります。しかし、すでに説明したように、minSamples の値を小さくしすぎると、

アダプティブサンプリングがその役割を果たせなくなり、結局、ノイズやフリッカリングが起こり、ハイラ

イトが緩くなり、全体的に一貫性のない精度になることがあります。 

 

このような理由から、ほとんどすべての事例で、numLightSamples および numBxdfSample の設定は 1 にし

ておくことを推奨します。これを 2 に上げた場合、多数のテクスチャのある大きなシェーディングネットワ

ークでは意味を成します。特に処理の重いシェーディングネットワークがあり、4 個または 8 個のサンプル

でもパフォーマンスに改善が見られた場合は、コストの原因を調査し、それを減少させることを推奨します
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(ベイキングを行なったり、処理の重いノードを軽い代替手段に置換することでおそらく可能なはずです)。 

 

一方、numIndirectSamples を増加させると、特に間接サンプルが全体のライティングの主要部分である室

内では効果的です。2 よりも大きい値は推奨しませんが、これはシーンにより異なります。 

 

この最適化は、シーンの変化に非常に敏感なため、これらの設定の微調整は最終段階とし、デフォルトの設

定にとどめておくことを考慮するように強く推奨します。カメラやライティングに適用した小さな変更によ

り、最適化されたセットアップをレンダリングの悪夢に変えてしまうことがあります。 

 

静物画のシーンでは、何の効果も得られないため、サンプル設定は上げないことに決めました。シーンでパ

フォーマンスの改善が少し見られたとしても、このようなセットアップの脆弱性に関しては、常に注意する

ようにしてください。 

 

4.8 デノイザー（ノイズ除去） 
 

レンダリング時間の短縮に関していえば、多くの人がまず最初にデノイザーを思いつくかもしれませんが、

デノイザーの説明はまだでした。なぜなら、デノイザーは、最適化用の第一ツールではなく、効率的なレン

ダー画像で使用するものだからです。このレッスンの最初に説明したように、レンダー画像のすべてのノイ

ズを削除するには、驚くほど長い時間がかかることがあります。一方、納得できるノイズレベルには、すぐ

に到達します。デノイザーの役割は、これらの比較的きれいなレンダー画像を取得して、最後に残ったほん

の少しのノイズを削除することです。 

 

レンダー画像にデノイザーをあまり早く追加していると、デノイザーのアーティファクトをレンダー画像で

引き起こすいくつかの深刻な問題を覆い隠していることがあります。上記で説明した技術を使用して時間を

かけることにより、レンダー画像からファイアフライや他の問題を削除することができるため、デノイザー

の結果が大きく向上します。 

 

レンダー画像に残っているノイズが多くなるほど、特にハイライトの部分では、細かいディテールのブラー

がかかりすぎるというリスクが大きくなります。 
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ノイズの多いレンダー画像でデノイザーを適用した場合、小さい PixelVariance を使用したレンダー画像と比

較すると、ディテールにブラーがかかることがあります(円で囲んだ領域)。 
 

デノイザーにより、ノイズの多いレンダー画像でさえ優れた結果を達成することができますが、高精度の結

果は、良質のレンダー画像により一番うまく得られます。 

 

4.9 まだ不十分な場合はどうすればよいか? 
 

最適化とデバッグは反復プロセスです。変更を適用した後は、再度戻って統計を調べ、レンダー画像を確認

する必要があります。問題の修復時に、パフォーマンスを損なういくつかの他の問題が明らかになるかもし

れません。 

 

時には、何度もセットアップを行なった後でさえ、適切なレンダリングバジェットに収めるのに必要なレン

ダリング時間を達成することができないかもしれません。このような場合、精度が犠牲になる可能性もあり

ますが、さらに積極的に最適化を実行する必要があります。以下は追加で実行することができるいくつかの

方法です: 

 

PixelVariance を上げてデノイズを行なう: デノイザーのおかげで、PixelVariance を 0.01 から 0.02 に上げ

 ても、きれいな結果を取得することができ、パフォーマンスが著しく向上します。マイナス面と

 しては、はっきりしたハイライトのいくつかに少しブラーがかかることですが、より精度の高い

 レンダリングと直接比較しているのでなければ、気付きにくいと思います。 

 

サブサーフェススキャッタリングに対するバウンスを制限する: 最適化の一番最初に、サブサーフェスス

 キャッタリングのコストについて説明し、樽や磁器のマテリアルに対して、ディフューズマテリ
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 アルへ切り替えました。SSS のコストを削減するもう 1 つの方法は、必ずしも SSS を必要としな

 いマテリアルに maxdiffusedepth を設定して、複数のバウンスのトレースを回避することです。 

 

シャープハイライトの粗い反射: 簡単にいえば、コースティックスはディフューズサーフェスを照らすスペ

 キュラーです。例えば、ワイングラスに屈折して入るライトや樽の上で輝いているライトです。

 パストレーサでは、コースティックスを効率的にサンプリングするのが難しいです。これはデフ

 ォルトでコースティックスが無効になっているからで、通常、シェーダが薄いシャドウ(thin 

 shadows)と呼ばれる機能を使用することにより見せ掛けています。しかし、ディフューズを粗い

 スペキュラーで置換することにより、樽の周りの金属のリングでの事例のようなサンプリングが

 難しい状態を作ってしまうことがあります。幸いにも、アダプティブサンプリングが、最終的に

 きれいにしてくれますが、それには多数のサンプルが必要です。樽上の maxspeculardepth を 0

 に設定することにより、コースティックスを完全に削除することができます。これにより、視覚

 的な複雑性は失われますが、パフォーマンスが向上します。 

 

ヘアーのトレースとシェーディング: 静物画のシーンの毛皮のラグは、ジオメトリが密集しシェーディング

 が複雑なため、かなり処理が重くなります。バウンスをさらに減らすか、もしくは

 PxrMarschnerHair シェーダにディフューズローブのみを使用することにより、シェーディングを

 簡素化してパフォーマンスをさらに改善することができます。また、個々のヘアーの幅を広げて

 密度を補いながらヘアーの密度を減少させることもできます。これらはすべて、パフォーマンス

 に対してルックを犠牲にする最適化であるため、各事例で注意深く考慮する必要があります。 

 

暗い屈折を削除する: ワインボトルのような暗いガラスをレンダリングする場合、シェーダは、屈折と反射

の相対的な重要度を評価することにより、屈折と反射の両方をサンプリングします。シェーダは、

その背後にある壁がほとんど影になっていることを理解することができないため、屈折を過度に

サンプリングし、多数の反復の間、反射内のハイライトはノイズの多い状態のままになる傾向に

あります。ワインボトルの屈折が不要であれば、ガラスレイヤーの refractionGain を 0 に設定す

ることができます。この変更を行なうと、ワインボトルは、数回の反復だけできれいになり、レ

ンダリング時間を追加しなくてもすみます。ほとんどのボトルでは、この変更は気付きにくく、

ただワインが満たされたようにしか見えないため少なくとも画面の左側のボトルには、このトリ

ックを使用してもよいかもしれません。 

 

サブディビジョンに対するテッセレーション, NURBS および変位サーフェス: しばらくの間 RenderMan で

作業をしていれば、サブディビジョン, NURBS(非一様有理 B スプライン), 変位サーフェスを無意識

に使用していますが、これらは使用しやすく、とても役に立ちます。あるオブジェクトにどれぐ

らい近づいているかにより、RenderMan は、メッシュが完全に滑らかに見えるようになるまで再

分割してくれますので、必要であればディスプレイスメントをいくつか適用することもできます。

テッセレーションはメモリを消費し、レイトレースの速度を下げることがあります。従って、特

に RIS への移行にともない、ますます多くのレイトレースを行なっているため、追加のテッセレ

ーションを使用する場所についてはもう少し意識する必要があります。統計を見ると、約 50,000

個のポリゴンにテッセレーションが適用され、10,000,000 個以上になっています!この数はそれほ

ど問題ではなく、RenderMan は、はるかにそれ以上の個数を処理することができます。しかし、

時には、かなり密度の高いポリゴンメッシュを使用すれば、大まかなディスプレイスメントを焼

き込むことにより、十分にきれいな仕上がりを取得できるだけでなく、使用メモリが少なくなり、
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レイトレースのパフォーマンスが上がるかもしれません。すべてのものをポリゴンに変換しよう

とせず、サブディビジョンのスキームやディスプレイスメントを追加する場合は毎回、オブジェ

クトにテッセレーションが適用され、潜在的にサブピクセルポリゴンになるということだけは意

識しておいてください。 

 

5 結論 

 
レンダー画像での問題を見つけ出し解決するために、大いに役立ついくつかの技術を見てきました。これに

より、レンダリング時間、画質、ノイズ除去の結果を改善することができます。同時に、これらの技術を使

用することにより、潜在的な問題をより意識するようになり、どのようにセットアップに取り組むかに関し

て、プラスの効果をもたらすでしょう。 

 

静物画のシーンでは、レンダリング時間を約 35%短縮することができ、同時に精度の向上も見られました。

さらにレンダリング時間を短縮させるために実行できる追加のステップもいくつか見てきました。説明した

方法を使用することにより、シーンでの問題を必ず見つけ出し、少なくとも同じような改善を達成すること

ができるはずです! 
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