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図 10 応用例 1
マーメイド紙にサイドストローク技法 計算時間
計算時間：
：3 分 2 7 秒

(a)
(b)

図 11 応用例 2
(a) 通常のレンダリング技法による画像
(b) パステルクレヨン風 (c) 色鉛筆画風
(d) 黒板にチョーク風
(c)

(d)

95

芸術科学会論文誌 Vol. 1 No. 2 pp.89-96

ク技法を用いて描いている。さらに
ク技法を用いて描いている。
さらに 20 ピクセルのぼか

(4) 複雑な形状のオブジェクト、
複雑な形状のオブジェクト、あるいは複数からなる
あるいは複数からなる

しをかけて、柔らかい印象の絵になっている。
しをかけて、
柔らかい印象の絵になっている。

オブジェクトへの効果的な適用法の開発

〔図 11
11〕
〕の (a) は、
は、通常の方法によってレンダリング
通常の方法によってレンダリング

これらの解決によって、より実際のパステル画によ
これらの解決によって、
より実際のパステル画によ

した画像である。同じデータに対して、本技法によるレ

り近い風合いや表現力を持った画像、あるいはより三次

ンダリングを行ったものを (b)-(d) に示す。
に示す。(b)
(b) では、
では、顔
顔

元的な操作性やレンダリングが可能になると考えられ

料の粘着率を上げたストロークと、紙面及びストローク

る。

の色のくっきりとした対比が、パステルクレヨンのよう
な効果を出している。(c)
な効果を出している。
(c) では、
では、ストロークの幅を極端
ストロークの幅を極端
に細くし，ストローク同士の間隔も狭めることによって
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