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1.概要
Thea for SketchUp は Thea Render の統合版です。Thea for SketchUp を使用することで、SketchUp 内で驚くほど美しい画像を作成し、
カメラ、マテリアル、ライトをインタラクティブに操作できます。
この拡張機能は、Windows および Mac OS X において、SketchUp Make と Pro、バージョン 2015～2018 をサポートします。64 ビットバー
ジョンの SketchUp 2015 以降では、64 ビットオペレーティングシステムで使用可能なすべてのメモリにアクセスできるため、ご利用をお勧
めします。

2.インストレーション
MS Windows

www.thearender.com から Thea for SketchUp インストーラーをダウンロードして実行
します。
プラグインのインストール時に、管理者権限があることを確認してください。インストー
ラーファイルを右クリックし、
「管理者として実行」を選択します。
Nvidia Optix Denoiser：このオプションでは、NVIDIA グラフィックスカードが必要です。
重要：
Thea for SketchUp をインストールする際には、すべてのユーザーが完全な読み取り/
書き込みアクセス権を持つ場所に Thea Data フォルダと Thea Temporary フォルダの
パスを設定します。パスに適切な権限がない場合、プラグインは正しく動作しませ
ん。

Mac OS X

www.thearender.com から Thea for SketchUp インストーラーをダウンロードして実行
します。
インストーラーを実行する前に SketchUp が少なくとも一度は起動されていることを確
認します。一度も起動されていない場合はリストに表示されません。
インストーラーでは、必要な手順が案内されます。以前にインストールした SketchUp
バージョンが自動的に認識され、それに対応するプラグインがインストールされます。
Thea データは「ホーム/ライブラリ/アプリケーションサポート/Thea Render」に書き込
まれます。
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3.アクティベーション
プラグインをインストールしたら、次のいずれかの方法で License Wizard を開
きます。
- Thea ツールバーのボタンをクリックします。
- 拡張機能 > Thea Render > ライセンスフォームを選択します。
「登録します」をクリックし、ライセンスファイルを電子メールで受け取るフォーム
に記入します。
Thea をアクティベートするには、
「持っているライセンスでアクティベートします」
をクリックし、続いてライセンスファイルを参照します。ライセンスの詳細は、ラ
イセンスフォームの上部に表示されます。
メモ：ライセンスをアクティベートしない場合は、一定の制限付きでデモモード
のままになります。

デモ版の制限事項
プラグインがライセンスされていない状態では、レンダリングされるイメージの
解像度は制限されます（1280x720）。また、ウォーターマークが追加されます。
他のフィーチャーおよび機能はすべて完全にサポートされます。

4.プラグインウィンドウの一般的なレイアウト
プラグインをインストールすると、プラグイン名が拡張機能メニューに表示され
ます。
また、ツールパレットを使って Thea for SketchUp にアクセスすることもできま
す。拡張機能メニューから「Thea ツールバーの表示」を選択します。次のツー
ルバーが表示されます。

ユーザーインターフェースは 3 つのウィンドウで構成されています。

THEA ツールウィンドウ
カメラの設定、マテリアルの編集、
ラ イト の 配 置 と 編 集 、Thea Studio
へのシーンのエクスポート、プリファ
レンスの設定を行います。

THEA メインレンダリングウィンドウ
THEA ブラウザウィンドウ
Thea モデル、マテリアル、スカイ、
SketchUp コンポーネント/プロキシ
を挿入します。

現在レンダリングしているイメージ
が表示されます。エンジンおよびレ
ンダリングモードを選択し、表示、チ
ャンネル、および環境設定を調整し
ます。

ヒント：プラグインが有効になっていない場合は、SketchUp のプリファレンス > 拡張機能に移動して有効にします。
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5.メインウィンドウ
コントロールパネル

設定パネル

レンダリングの開始/一時停止/停止、現在のイメ
ージの保存、現在の進捗の表示。

表示、レンダリング、チャンネル、およびアニメーシ
ョンの設定を編集します。

レンダリングパネル - 「暗室」
レンダリングしたイメージが解像度情報とレン
ダリング経過時間と共に表示されます。 ダブ
ルクリックして、ウィンドウサイズを最大化しま
す。
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5.1 コントロールパネル（プロダクションモードで）
開始/一時停止ボタン
開始をクリックして、レンダリングプロセス
を開始します。レンダリングを一時停止す
るには、ポーズボタン（レンダリングの進行
中に使用可能）をクリックします。

レンダリングモード
インタラクティブモードとプロダクションモードを切り替えます。

終了基準

トグルスイッチ

時間制限またはサンプル制限
を設定します。制限に達すると、
レンダリングは終了します。

形状、マテリアル、ライト、およびプロキシの
更新を切り替えます。

レンダリングエンジン選択
選択のレンダリング
現在の選択範囲だけをレンダ
リングできます。

レンダリングモードに基づいてレンダリ
ングエンジンを選択します。

開く/保存する
現在のレンダリングをイメージとして、また
は現在レンダリングしているモデル
を.pack.thea ファイルまたは.scn.thea ファイ
ルとして開き、保存します。

停止ボタン
レンダリングを停止し、メインウィンド
ウをリフレッシュして最終イメージを
表示します。

5.2 コントロールパネル（インタラクティブモードで）
表示モード
インタラクティブモードで使用できます。暗室また
は SketchUp ビューでレンダリングするための表示モード
を選択できます。
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6.THEA ツールウィンドウ
6.1.カメラタブ
解像度

幅と高さの設定を編集して、レンダリングイメージの解像度を調整します。インタラクティブレンダリングモー
ドでは、プラグインのメインウィンドウ全体を使用すること、および全く同じ解像度でレンダリングすることに
注意してください。プラスボタンとマイナスボタンで、現在の解像度が 2 倍に増減します。レンダリングイメー
ジの向きを変更するには、縦/横ボタンを切り替えます。

アスペクト比

この設定で、最終レンダリングイメージの比率を制御します。
SU ウィンドウ - SketchUp でモデルビューと同じ縦横比を使用をします。
Thea ウィンドウ - メインレンダリングビューの現在の比率を使用します。
4:3 - 解像度が 800x600、1024x768、または 1600x1200 の旧型のモニターに使用します。
16:9 - 解像度が 1600x900 または 1920x1080 の新型のワイドスクリーンモニターに使用します。
2:1 - 球形または半球形のパノラマイメージを作成する際に使用します。

レンズ

投影： SketchUp（パースペクティブまたは直交）と同じ方法でレンダリングイメージを投影するには、標準を
選択するか、円形投影または円筒投影から選択します。円形投影は、外部プログラムで表示できるパノラマ
レンダリングを作成します。円形イメージの正しい縦横比は 2:1 です。
シャッタースピードはモーションブラーを制御します。 - 同心円またはポリゴンを選択し、羽の数を定義
して、カメラのダイアフラムを再設定できます。この再設定でフィールドとモーションブラーの深さが変化しま
す。

深度マップ
深度マップの調整は、カメラレンズの「f‐ナンバー」または%（レンダリングイメージのブラーの割合）を編集し
て行います。
可能であれば、オブジェクトを自動的に「フォーカスに合わせる」ために「オートフォーカス」を有効にします。
手動フォーカス距離を表示するには、「設定」ボタンをクリックし、モデル上の 1 点を選択します。「オートフォー
カス」が有効になっている場合、この値は無視されます。

Z クリッピング

近距離/遠距離垂直クリッピングは、距離をメートルで入力して有効にすることができます。このようにして、壁をカットすることなく部屋の内部を表示でき
る垂直カットを作成できます。

レベルカメラ

このボタンをクリックすると、位置を変えずにカメラを水平にできます。そのため、特にパノラマイメージの作成に役立ちます。

シーン設定

シーン設定では、Thea Render の設定を SketchUp シーン/ページに関連付けることができます。シーン設定は、SketchUp におけるシーン設定と同様に
機能します。シーン設定は、シーンを選択すると自動的に読み込まれます。シーン設定を保存するには、シーン名をリストから選択し、保存する設定タイ
プを選択し、
「保存」ボタンをクリックします。
使用できるオプションは次のとおりです。カメラ、表示、スカイ/IBL、およびレンダリング設定。緑色のドットは、シーンに設定が含まれていることを示しま
す。
緑色のドットをクリックし、「選択解除」を選択して選択シーンから簡単に設定を削除できます。または「すべてクリア」を選択して、すべてのシーンから設定
を削除できます。
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6.2.マテリアルタブ
マテリアルタブで、プリセットまたはエディターをクリックします。

マテリアルプレビュー
マテリアルタブの左上にあるマテリアルのプレビューは、プリセットまたはエディターのい
ずれかを選択すると表示されます。プレビューは、変更を加えると更新されます。フルサ
イズプレビューを表示するには、イメージをダブルクリックします。

プリセット
このオプションでは、簡易インターフェースを使用して、標準の SketchUp マテリアル
を Thea マテリアルに素早く変換できます。
メタル、カーペイント、ガラスなど、すぐに使用できるマテリアルのリストから選択できます。
デフォルトプリセットの隣にあるハンバーガーメニューアイコンをクリックし、マテリアルをク
リックします。

Thea マテリアルの読み込みと保存

Thea マテリアルは.mat.pack ファイルおよび.mat.thea ファイルとして保存できます。マテリ
アルプレビュー領域を右クリックし、Thea マテリアルの読み込みまたは保存を選択しま
す。

.mat.thea： このファイルタイプにはマテリアルの説明のみが含まれ、ビットマップは含まれません。
.mat.pack： このファイルタイプにはマテリアルの説明、ビットマップファイル、マテリアルプレビューが含まれます。

プリセットマテリアルをカスタマイズする
チャンネル（色、反射、粗さなど）の右端で、アイコンをクリックし、次のオプションから選択します。
•SketchUp：SketchUp のマテリアルトレイに定義されている色を使用します。
•色： カスタムカラーを選択します。
•ビットマップ：ビットマップテクスチャを選択します。 ビットマップテクスチャをプレビューし、パラメータ（トーンマッピ
ング、UV 編集など）を編集できます。

デフォルト

薄い半透明

雲

発光体

ラッカー

セラミック

自動車の塗装自動
車の塗装

カラーメタル

ミラー

薄いガラス薄いガラ
ス

ガラス

Thea カーソル

Thea ツールウィンドウが開いていると、SketchUp カーソルは Thea カーソルに変化するため、フェイスをクリックすると対応
する編集対象のマテリアルを選択できることがわかります。また、ドロップダウンリスト（トーンマッピング、UV 編集など）か
ら名前を選択してマテリアルを選択することもできます。

ヒント：Thea ウィンドウでインタラクティブにレンダリングする際には、カーソルが十字線に変わるため、レンダリングイメージ内のマテリア
ルを直接選択できます。一度クリックするとマテリアルタブが開いてマテリアルのプロパティが表示されます。
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エディター

マテリアル詳細エディタを使用して、 複数のレイヤーを有する複雑なマテリアルを作成します。

レイヤー
タイプとウェイトが異なる複数のレイヤーを作成できます。
•レイヤーの作成： プラス（+）アイコンをクリックし、レイヤーのタイプをクリックします （基本レイヤー、メタル
レイヤー、ガラスレイヤー、薄いガラスレイヤー、または SSS レイヤーから選択）
。
•レイヤーのタイプの変更： 球アイコンをクリックし、続いて レイヤーのタイプをクリックします （基本、メ
タル、ガラス、薄いガラス、または SSS から選択）。
•レイヤーのウェイトの定義： %を変更するには、色付きの水平バーをドラッグします。または、ビットマップを
選択するには、チェッカーボードアイコンをクリックします。
•レイヤーの削除： レイヤーをクリックし、続いて、ゴミ箱アイコンをクリックします。
•レイヤーの移動： 目的のレイヤーをクリックし、続いて、上矢印または下矢印をクリックします。

レイヤープロパティ

レイヤーセクションでは、現在選択されているレイヤーのパラメータを
検索できます。

高度なパラメータの表示： 高度なパラメータ（半透明度、極小粗さなど）
を表示するには、ハンバーガーメニューアイコンをクリックします。
メモ：さまざまな種類のレイヤーに対していろいろなパラメータを使用で
きます。
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コーティングレイヤー

コーティングレイヤーは、反射コンポーネントのみを有する特殊反射モデルを使用します。レイヤー構造マ
テリアルのワニス仕上げや塗装のシミュレートに便利です。
いくつかのコーティングレイヤーを使用して、複数のワニス仕上げと塗装をシミュレートできます。コーティ
ング自体はある程度のライトを反射し、下にあるマテリアルのレイヤーは残りのライトを吸収します。
減衰係数を変更して反射率（フレネル方程式に基づく）を変更し、下にあるマテリアルのレイヤーの吸収
密度を定義できます。減衰係数と層構造マテリアルの板厚の両方を用いて、微細なレベルで吸収を計算
します。

基本レイヤー

基本レイヤーは、拡散、半透明度、およびフレネルベースの反射コンポーネントから構成されます。主に
マットマテリアル、プラスチックマテリアルへの使用を目的とするエネルギー効率の高いマテリアルです。
また、基本レイヤーを使用して、金属マテリアルと半透明度マテリアルを作成することもできます。金属は、
ほとんどの場合、いずれのビュー角度においても高いフレネル係数に対応する非ゼロの減衰係数を有し
ます。

金属レイヤー

完全な反射の金属（粗さ= 0）
、非常に粗い金属（粗さ= 100）
、またはその中間の金属を作成できます。
双方向散乱分布関数（BSDF）は、フレネル反射方程式を使用します。これは屈折率と減衰係数によって
制御されます。
屈折率を約 1 に設定し、マテリアルの反射率を低くします。値を大きくするほど、反射が強くなります。非
常に高い値で、反射光は選択されている色そのものになります。
減衰係数にゼロ以外の値を使用して、反射を増幅します。

ガラスレイヤー

完全な反射と屈折のガラス（粗さ= 0）、非常に粗いガラス（粗さ= 100）、またはその中間のガラスを作成でき
ます。双方向散乱分布関数（BSDF）は、フレネル方程式を使用して反射と屈折のバランスをとります。こ
れは屈折率と減衰係数によって制御されます。屈折率を約 1 に設定し、マテリアルの反射率を低く、屈折
率を高くします。ガラスを完全に透明にするには、値を正確に 1 に設定します。値を大きくするほど、反射
が強くなります。非常に高い値で、反射光は選択されている色そのものになります。
ヒント：完全な透明性を確保するには、透過率を有効にして屈折率を 1 に設定したガラスレイヤーではなく、
薄いガラスレイヤーを作成することをお勧めします。
重要：フレネル係数は、屈折率と入射角の両方に基づきます。屈折率が非常に小さい場合でも、BSDF は
グレージング角にはかなり反射します。現実世界における一例はスイミングプールです。スイミングプール
は、真っ直ぐ見ると水は透明ですが、遠くから見ると水は周囲のものを反射して映し込みます。
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薄いガラスレイヤー

このガラスモデルでは、完全な（鏡）反射と透明性を示す薄いガラスマテリアルを記述します。
薄いガラスモデルは非常に正確なモデルであるため、窓、薄い透明プラスチックなど、薄い表面への割
り当てに最適です。ガラスマテリアルでも透過率を有効にして屈折率を 1 に設定して使用することもでき
ますが、透明性を確保するには常にガラスモデルを使用することをお勧めします。
透明性を確保するもう一つの方法は、ウィンドウなど、両側で屈折が発生する薄い二重インターフェース
として、サーフェスを実際にモデル化することです。ガラスモデルの使用は視覚的精度の面では最適で
あり、また、シャドー評価時にトレースすることもできます（シャドーを作成するダブルインターフェースモ
デルでは実行できません）。ガラスモデルは、内部/外部ボリュームを定義しないため、モデルが閉じられ
ることは想定しません。屈折率は、二重屈折による全体的な透過率を計算するため、モデルが二重イン
ターフェースであるかのように使用されます。

SSS レイヤー

Bidirectional Subsurface Scattering Distribution Function（双方向散乱面反射率分布関数）
（BSSDF）は、
Bidirectional Scattering Distribution Function（双方向散乱分布関数）（BSD）を一般化したものです。ただ
し、BSDF とは異なり、BSSDF のエントリポイントと出口ポイントは同じではなく、異なることがあります。
したがって、BSSDF の評価は、関与メディアを介したスキャタリングに伴う表面反射率/透過率の相互作
用が関与するため、はるかに困難です。
表面反射率エントリのほか、オブジェクト内に吸収とスキャタリングを記述するパラメータもあります。SSS
マテリアルが正しく評価されるためには、オブジェクトは（穴なしで）閉じなければなりません。
アルベド値の高い（すなわち、散乱密度が吸収密度よりもはるかに高い）関与メディアは、レンダリング
がとりわけ困難です。精度の低下を最小限に抑えてレンダリングを高速化するためには、通常、非対称
メディアを散乱密度の同期的な低下を伴う異方性メディアに変換することができます。メディアの非対称
性が g > 0 であると想定し、非対称性を等方性値 0 に設定し、散乱密度を古い散乱密度に 1-g を掛け
た値に等しい値に下げることができます。新しいメディアのアルベド値は低くなるため、最小限の精度低
下でレンダリングを高速化します。
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レイヤーパラメータ
拡散： 拡散反射では、ライトがサーフェスにおいて複数の角度で散乱されます。テクスチャ、色、またはプロシージャを選択できます。
使用するレイヤー：標準
反射率： 反射率は、サーフェスを真上から見るときの反射コンポーネントのテクスチャです。グレージング角（90 度）での反射率も暗黙
に定義されます。したがって、正反射率は、視野角に応じて、ユーザー反射率と反射率 90（デフォルトでは白色）との組み合わせとして
計算されます。
使用するレイヤー：ベーシック、メタル、ガラス、SSS、コーティング
異方性： ストレッチとぼかしは、マテリアルの粒状性に対するハイライトです。これは、特に金属に有用です。異方性なしの場合は、値
を 0%に設定します。異方性フルの場合、値を 100%に設定します（マテリアルは一方向は完全な反射体/屈折体で、他の方向では完全
に粗い）
。
使用するレイヤー：ベーシック、メタル、ガラス、SSS、コーティング
回転（度）： 異方性を使用して作成した、引き伸ばされ、ぼかされたハイライトを回転させるには、0〜360 度の値を入力するか、テクスチ
ャを選択します。
使用するレイヤー：ベーシック、メタル、ガラス、SSS、コーティング
粗さ： 正反射率と透過率に影響を及ぼす微細なレベルでマテリアルにテクスチャを追加します。0%を指定すると、完全な反射が作成さ
れます。この値が小さいほど、鮮明で明るい反射が得られます。粗さの値を大きくすると、反射が広がって拡散し、光沢の少ないサーフ
ェスになります。値を大きくするほど、ハイライトや反射が大きくなり、ぼやけて暗くなります。100%に近い値ではライトが大幅に散乱し、
反射があったとしても目視ではほとんど知覚できない程度になります。
使用するレイヤー：ベーシック、メタル、ガラス、SSS、コーティング
バンプ： マテリアルにテクスチャを目視できるレベルで追加します。バンプマップでは形状を物理的に変形させず、錯覚による変化を引
き起こすことができるので、レンダリング時間を短縮できます。マテリアルのレイヤーごとに、独自のバンプマップを指定できます。グレ
ースケールマップでは、あたかもサーフェスが変位したような効果を引き出すためにサーフェスの法線をどのように変更するかを Thea
Render に指示します。修正した法線は照明の計算に使用されます。バンプマップでは、普通に想定される状態とは逆のように思える状
態を作り出します。つまり、黒は最も変化が大きい状態であり、白は最も変化が少ない状態です。グレーはこの 2 つの間にあるいずれ
かの状態を示します。
使用するレイヤー：全て
法線： これはバンプマッピングの詳細バージョンで、グレースケールイメージではなく、RGB カラーイメージを選択します。標準のバンプ
マッピングでは、グレースケール値を使用してサーフェスの起伏を高さで表現したテクスチャとします。一方、法線マッピングでは、赤、
緑、青の各値を x、y、z の座標値に変換します。これは、平面に対して成す角度で表現したテクスチャとします。具体的には、赤、緑、青
の値（0～255）はそれぞれ x（-1～1）
、y（-1～1）
、z（0～1）座標に変換されます。
使用するレイヤー：全て
屈折率（N）： 透明なオブジェクトの背後に物体を配置すると、それが変形します。変形の程度は、光が透明なサーフェスに到達したとき
に屈折する光量と反射する光量を定義する屈折率で決まります。たとえば、空気の値 1.0 は背景オブジェクトの歪みを発生させません。
値 1.5 は、背景オブジェクトには（ビー玉を通して見るような）相当の変形が発生します。1.0 をわずかに下回る値を指定すると、オブジェ
クトの縁に沿って反射が発生します（水の底から現れる泡のような外観）
。
使用するレイヤー：全て
減衰係数（K）： これは、失われる可能性のあるライト（すなわち、吸収と散乱）を指します。消光率が高いほど、マテリアルが不透明にな
ります。ゼロ以上の値を使用できます。
使用するレイヤー：ベーシック、メタル、ガラス、コーティング
半透明： テクスチャをクリックして、マテリアルを半透明にします。テクスチャが選択されていない場合、透光性はレンダリングされませ
ん。
使用するレイヤー：標準

極小粗さ 視距離が長くなるにつれて、反射の鮮明度を調整します。完全な粗さを持つサーフェスを見るとき、視距離が小さい面はその
様子が詳しくわかるので、表面の粗さを把握できます。視距離が大きいサーフェスは、表面の様子が詳しくはわからないので、平坦に
見えます。高さと幅を調整して、サーフェス上のバンプの平均の高さと幅（μm）を定義できます。
使用するレイヤー：ベーシック、メタル、ガラス、SSS、コーティング
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厚み（μm）： これは、コーティングの厚さを指します。厚さおよび減衰係数は、コーティングの下のレイヤーに吸収されるライトの量を計
算するのに使用します。
使用するレイヤー：コーティング
IOR ファイル： マテリアルの波長ごとに正確な屈折率と減衰係数を提供する屈折率ファイルを使用して、物理的に正確な材料を作成で
きます。ファイルの拡張子は.ior または.nk です。
使用するレイヤー：ガラスと金属
透過率： マテリアルを通過するライトの量。
使用するレイヤー：ガラスと薄いガラス
吸収（1/m）： 吸収密度と色を変更します。ゼロ以上の値を使用できます。密度が高いほど、マテリアルは吸収性を増します。
メモ：基本的なマテリアルでは、透光性の色またはテクスチャを最初に選択する必要があります。光沢のあるマテリアルでは、透過率の
色またはテクスチャを最初に選択する必要があります。
使用するレイヤー：ベーシック、ガラス、SSS、コーティング
アッベ数： 宝石原石など、オブジェクトの内部に虹色効果を作成するのに使用できます。虹色効果を適用しない宝石原石はガラスに見
えます。この値が小さいほど強い虹色効果が現れます。より微妙な効果を得るには、値を大きくします。オンラインで特定のマテリアル
の値を調べることができます。アッベ数は、波長に対する屈折率の変化を表します。
使用するレイヤー：ガラス
干渉： サーフェスを虹色にして、薄膜干渉をシミュレートします。この現象は、石鹸の泡、水上の油膜、孔雀の羽根などで見られます。
光波が薄膜に到達すると、先頭のサーフェスで反射する光波と、膜を通過して底面のサーフェスで反射する光波に分かれます。これら
の光波が干渉すると、瞬間的に色の縞が発生します。虹色は見る角度によって変化します。厚みを調整して虹色レベルを変更します。
変化を目で確認できるようにするには 200～1000 の範囲で指定します。
使用するレイヤー：薄いガラス
スキャタリング（1/m）： サブサーフェススキャタリングマテリアルの散乱密度と色を変更します。ゼロ以上の値を使用できます。値が大き
いほど、マテリアルのレンダリングに時間がかかります。散乱色は、ライトの相互作用の内散乱と外散乱の両方に使用されます。
使用するレイヤー：SSS
非対称： サブサーフェススキャタリングメディアの非対称係数を制御します。これは、Henyey-Greenstein の位相関数に従います。-1
と+1 の間の値を使用できます。ここで、-1 は完全な後方散乱メディア、+1 は完全な前方散乱メディア、0 は等方性メディアです。
使用するレイヤー：SSS
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パラメータプロパティ
パラメータプロパティは、レイヤープロパティセクションの下にあります。

色： 色セレクターを使用して、色の RGB 値を定義します。
スペクトル： 色スペクトルモードを使用して、色の RGB 値を定義します。
ビットマップ： トーンマッピング（ガンマ、彩度など）を使用して投影を変更し、ビットマップを色と混合
させることができます。
プロシージャ： プロシージャには独自のカスタマイズ可能な設定があります。

発光体

Thea Render は、エリア発光体とポイントライト発光体の両方をサポートします。
エリア発光体はサーフェスに適用されます。一般に、エリア発光体は拡散様発
光モデルを有し、ライトを均等に全方向に分散させます。それでも、IES ファイ
ルを使用してより複雑な発光モデルを定義できます。

色： 次のオプションを使用して、ライトの色を定義できます。色、カスタム色、温
度、ビットマップ、およびプロシージャ。
発光出力： 放射力の発光出力を定義します。
パッシブ発光体： 発光体はライトをシーンに投射しませんが、光ります。
IES 発光体
標準発光体を IES 発光体に切り替えるには、ハンバーガーメニューアイコンを
クリックし、IES 発光体を選択します。
発光効率： 最大発光効率は 683 lm/w です。これはエネルギー損失のないラ
イトに相当します（すべての発光出力は可視ライトに変換されます）
。
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クリッピング
グレースケールのテクスチャマップを使用して、マテリアル領
域の透明度を指定するのに使用します。黒が完全な透明、
白が完全な不透明を表します。手作業による穴のモデリング
を省略できるので、メッシュのような穴のあいたマテリアルを
すばやく作成する際に効果的です。

テクスチャ： イメージを選択します。カラーイメージがグレース
ケールとしてマッピングされます。
ソフトクリッピング（デフォルト）： 完全な透明と不透明のコント
ラストを緩和します。イメージのアルファチャンネルが考慮さ
れ、マテリアルをクリップするためにすべてのグレー値が使用
されます。
ハードクリッピング： 完全な透明と不透明のコントラストを高 ソフトクリッピング
めます。Threshold パラメータと組み合わせて使用すると、マ
テリアルのクリップにイメージのどの部分を使用するのかを
選択できます。
しきい値： テクスチャマップの解釈を変更します。たとえば、
値 50 で、50%グレーは 50%半透明として解釈されます。テクス
チャのより大きな領域を透明にするには、このしきい値を大き
くします。より大きな領域を不透明にするには、しきい値を小
さくします。100 ですべてのテクスチャが透明になり、0 ですべ
てのテクスチャが不透明になります。

5%しきい値でのハードクリッピング

クリップマッピングウィンドウ

30%しきい値でのハードクリッピング
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変位

深みと詳細さを備えたサーフェスを作成して、サーフェス自身による遮蔽、サーフェス自身による投
影、シルエットを表現するには変位を使用します。
メモ：変位は追加のジオメトリが大量に生成されるため、他のテクスチャ技法と比較して、レンダリ
ング時間が大幅に増加します。

変位： イメージを選択します。バンプマップと同様に、変位マップはグレースケールです。黒は変位
がゼロであることを示し、白は変位が最大であることを示します（その値は、後述の高さパラメータ
を使用して定義します）
。
サブディビジョン： 変位前のオブジェクトの分割数を制御します。この値が大きいほど、正確な結果
が得られます。
縦（cm）： 最大変位距離の設定に使用します。変位を表示するには、この値を 0 より大きくする必要
があります。
中心： 変位を反転します。基平面に沿ってオブジェクトを配置する場合に便利です。たとえば、カー
ペットに変位マップを追加すると、それが浮いているように見えます。中心の値を小さくすると、カー
ペットと床との距離が短くなります。また、変位マップを追加すると、オブジェクトと床が交差するこ
とがあります。この場合は、中心の値を大きくすれば交差の発生を避けることができます。
黒の領域は変位なしを示し、白の領域は変位 100%（指定された高さに応じて）を示します。変位
を 0.5 に変更すると、変位の 50%灰色は変位なしを示し、1 に設定すると 100%白は変位なしを示し
ます（逆方向に変位）
。
この反転変位は、地面にある物体（変位した地面にある車など）と交差しないようにするグラウンド
面の変位に便利です。そのため、この場合、中心を 1 に設定します。
ノーマルスムージング： エッジをスムーズにしてモデルのレンダリングを有効にします。鋭いエッジ
（ボックス、面など）のモデルをレンダリングする場合は、無効にします。
タイトバウンド： このオプションを有効にすると、変位したサーフェスの境界体積をより正確に計算
できるため、レンダリング時間をいくらか短縮できます。ただし、初期化には時間がかかります。
ヒント：優れたメッシュトポロジーは、予想どおりに変位を行うのに役立ちます。モデリングアプリケ
ーション内の事前に細分化したサーフェスは、変位を効率化します。

変位タブ

高さを 0.03 に設定
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中間

正の体積スキャッタリングがサポートされています。Thea Render は、関与メディアを含む、ライト移
送問題を解決できます。メディアは両方とも均質であり得るため、多くの可能性があります。多くの
位相関数がサポートされています。

吸収色： 透過率の色を定義します - これは実際には距離 1 メートルを経て可視化される色です（単
位密度とスキャタリングなしを想定）。距離が 1 メートル未満の場合、色は白色にシフトします。距離
が大きくなると、透過率は黒にシフトします。距離に伴う色の変化は強く非線形です。したがって、飽
和度の高い色は避けることをお勧めします。
吸収密度： 吸収密度を 1/m 単位で定義します。この値が高いほど、吸収が高くなります。空間的
に変化する吸収（異種メディア）を定義するために、プロシージャテクスチャを選択できます。
散乱色： 散乱色を定義します。これは、メディア中の粒子から散乱する色です。吸収と散乱色の合
計（対応する密度で乗算）は、特定の距離における全吸収の計算に使用するメディアの減衰係数を
定義します。散乱色は、メディア内部で散乱する粒子（特に高度に散乱するメディア）に何回も適用
されることがあります。したがって、高い飽和色は避けることをお勧めします。
散乱密度： 散乱の密度を 1/m 単位で定義します。この値が高いほど、散乱が高くなります。空間
的に変化する散乱（異種メディア）を定義するために、プロシージャテクスチャを選択できます。
位相関数： 方向の球面にわたる放射照度の変化を定義します。位相関数は、双方向散乱分布関
数のミディアムアナログです（サーフェスに使用されます）。利用可能な関数は、Isotropic、Rayleigh、
Mie Hazy、Mie Murky、Mie Retro、Henyey Greenstein です（また、その下に非対称値も設定できま
す）
。最も多く使用される位相関数は Isotropic と Henyey-Greenstein です。
非対称： Henyey-Greenstein 位相関数の非対称パラメータを定義します。このパラメータは単位が
なく、-1（完全後方散乱）から 1（完全前方散乱）までの値を取ります。極値-1 と 1 は、実際には粒子
方向の外側にライトを散乱させないため、実用的ではありません。値 0 は、前後双方向間の平衡散
乱であり、等方性位相関数を使用する場合と同じです。

メディアタブ

メディアが有効な薄膜
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テクスチャ編集
編集モード

テクスチャ編集ツールには、オーバービューモードと編集モード
の 2 つのモードがあります。

概要： 修正されたパラメータのみが表示されます。残りは非表示で
す。
編集： ビットマップ編集（テクスチャプロパティ、トーンマッピング、お
よび座標）に使用可能なすべてのパラメータが表示されます。
ここで修正されるパラメータは、オーバービューモードで表示されま
す。

ビットマップの編集

デフォルトでは、Thea マテリアルエディタはオーバービューモードにあり、ファイルへのパスの
みが表示されます。ビットマップの編集を開始するには、ハンバーガーメニューのアイコンをク
リックし、編集モードを選択します。

テクスチャプロパティ

投影： 下矢印を押してから、選択したテクスチャの投影を選択します。UV、キュービック、円筒、
球、フラット、フロント、シュリンクラップ、カメラマップ、キュービック（中央）
、フラット（中央）
UV チャンネル： チャンネルにテクスチャをリンクできます（拡散、屈折、バンプなど）。
チャンネル： テクスチャには、RGB チャンネルとアルファチャンネルの 2 つのメインチャンネル
があります。
補間： 選択したイメージの補間のタイプを選択します。なし、バイリニア、またはトリリニア。
繰り返し： ビットマップテクスチャをすべての方向にタイル化します。

トーンマッピング

反転： テクスチャのすべての色を補色に反転します。
ガンマ： -100%〜100%の値を使用します。次のイメージで、ガンマがテクスチャの外観に影響す
る様子を確認できます。
彩度： -100%〜100%の値を使用します。次のテクスチャで、飽和の 2 つの極値がテクスチャの
トーンに影響する様子を確認できます。
明るさ： テクスチャのトーンを制御するには、-100%〜100%の値を使用します。明るさ-100%は
イメージを完全に黒くします。
コントラスト： テクスチャのコントラスト。
クランプ最小値と最大値：選択したテクスチャの最小クランプと最大クランプを指定します。RGB
カラーの値の範囲は通常 0～255 です。たとえば、最小クランプを 20%に設定すると、ほぼ 51
未満の RGB 値の色は「カット」され、この値を取得します。最小クランプ率を上げると、イメージ
が白くなり、最大クランプ率を下げるとイメージの色が暗くなります。最大比率を減らすと同時
に、最小値を増やすことで、灰色は 256 色（128,128,128）の中間付近の RGV 値を持つため、
テクスチャは灰色に見える傾向があります。

座標

オフセット X と Y： ビットマップを x 軸または y 軸でオフセットします。
空間サイズ（X と Y）： 空間サイズは、UV から 3 次座標に変更する際にスケーリングを正しく考
慮するために使用されます。UV スケーリングは UV 投影が使用されるとスケーリングに影響し
ます。
UV スケール（X と Y）： ビットマップを x 軸または y 軸でスケールします。
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6.3.ライトタブ
SketchUp にはネイティブ光源はありません。Thea for SketchUp では、特殊な名前のコンポーネ
ントを使用してライトの位置と向きを定義します。次の 4 種類のライトタイプが用意されていま
す。
プロジェクターライト
イメージを投影します
ポイントライト
ライトをすべ
ての方向に
均一に放射し
ます

スポットライト
特定の位置から一方向にラ
イトを円錐状に放射します

IES ライト
IES ファイルは実際の照明器具のデジタルプロ
ファイルです。物理的に正確な照明のシミュレ
ーションで便利です。無料の IES ファイルがオ
ンラインで提供されています。

また、発光体マテリアルをフェイスに適用して間接照明源を作成することもできます。フェイスの
正面が光ります。

ライトの作成

ライトを作成するには、Thea ツールウィンドウを開き、「ライト」タブを選択します。タブの下部にあ
るボタンのいずれかをクリックして、ポイント、スポット、IES、またはプロジェクターライトを作成し
ます。右クリックして光源を配置し、もう一度右クリックしてそのターゲットを配置します。ポイント
ライトでは、光源からターゲットまでの距離のみを使用して、ターゲットまでの到達に必要な発光
出力を計算します。光源と隣接の形状との間の距離がライトの半径よりも大きいことが重要です。
大きくないと、最終レンダリングに望ましくない「ノイズ」が発生する可能性があります。作成する
と、ライトの名前とプロパティがライトタブに表示されます。

ヒント：レンダリングでライトの色が薄く見える場合は、露出設定（ISO、シャッタースピード、およ
び f‐ナンバー）を確認します。内部シーンでは、通常、それぞれ、値 800、30、2.4 で十分です。

一般プロパティ
有効化： ライトをオン/オフします。
シャドー（BSD のみ）： シャドーキャスティングをオン/オフします。Adaptive BSD
でのみ機能します。
ソフトシャドー - 半径（m）： 半径（メートル単位）を変更して、ライトキャストをソ
フトシャドーにします。
コンテナオプションと評価オプションを選択するには、まずハンバーガーメニュ
ーアイコンをクリックします。
コンテナ： メディアのプロパティを持つマテリアルで作られたコンテナの内部
にライトが置かれている場合、または水中に沈められている場合、「コンテナ」
でコンテナのマテリアルを選択できます。また、コンテナを使用して、ライトの
体積投影を表示することもできます。
評価： リストされたマテリアルの特性に対するライトの影響の有無を指定しま
す。例：拡散がチェックされていない場合、オブジェクトの拡散色に対するライ
トの影響はありません。
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ライトの編集
ライトコンポーネントをダブルクリック（または、Thea ツールが開いている場合はシングルクリック）して、ライトのプロパティにアクセスしま
す。ライトタブの上部に、現在のライトの名前が表示されます。

ポイントライトとスポットライトのプロパティ
ポイントライトとスポットライトは、いくつかのプロパティを共有します。
放射力： ライトの色は、ライトのマテリアルの色によって制御されます。しかし、温度が有効にな
っている場合は、ライトの色を制御します。
すべてのライトに、次のパラメータがあります。
発光出力（複数のユニットを用意）
、発光効率（lm/W）
、減衰、および温度（K）
。

固有のスポットライトのプロパティ

スポットライトには、円錐形状を制御する 2 つの追加値があります。
ホットスポット： 円錐の先端の角度です。ここでは、ライトは最大輝度で放射されます。
フォールオフ： ライトが徐々に消えていく角度です。

IES ライトのプロパティ

倍率： このオプションを使用して、IES ライトの輝度を編集します。
一般に、デフォルト値 1.0 を維持することをお勧めします。IES ライトが物理的に正確なライトをシ
ミュレートするためです。レンダリングをもっと明るくするには、代わりに、表示設定を調整しま
す。
デフォルトの IES ライトは、sample.ies ファイルを使用します。下にプレビューイメージが表示され
ます。
ドロップダウンメニューを使用して「読み込み」ボタンをクリックすると、別の IES ファイルを選択で
きます。
独自の IES ファイルを使用するには、ドロップダウンメニューから「その他のファイル」を選択し、
「読
み込み」をクリックします。目的の IES ファイルを選択します。このファイルはライトコンポーネント
とともに保存されます。

ヒント： IES の概要は、各 IES ライトコンポーネントの内部に保存されます。SketchUp モデル
は、.ies ファイルを含めずに、他のユーザーと安全に共有できます。

プロジェクトライトのプロパティ

正四角錐状にライトを放射して、サーフェス上にイメージを表示します。イメージが選択されてい
ない場合、
プロジェクターのライトから色（ライトのマテリアルまたは温度パラメータの色で定義）が
放射されます。
「W×H」（幅と高さ）を使用して、投影イメージのサイズを変更します。デフォルトでは、縦横比はロ
ックされています。チェーンアイコンをクリックしてロック解除します。
発光出力、発光効率、減衰は、他のライトタイプの場合と同じです。

ヒント： 光源と隣接の形状との間の距離がライトの半径よりも大きいことが重要です。大きくない
と、最終レンダリングに望ましくない「ノイズ」が発生する可能性があります。
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6.4.環境タブ
背景となる澄んだスカイは、太陽の位置に応じて自動的に変化します。背景イメ
! スカイの切り替え：
ージが使用されない場合、そのイメージは無効になります。

D 太陽光の切り替え： SketchUp モデルのものと同じシャドーを生成する太陽を作成します。
シャドーをキャッチし、オブジェクトを反映するグラウンド面をオン/オフに
0 グラウンド面の切り替え：
切り替えます。
プレビューウィジェットを表示/非表示にします。このウィジェット
9 プレビューウィジェットの切り替え：
は、環境のプレビューを表示し、自動的に更新されます。太陽光のマニュアル設定が無効で、IBL 照明
を使用している場合は、プレビューイメージをドラッグして環境マップを回転できます。

太陽光/グラウンド/スカイタブ
太陽光のマニュアル設定
デフォルトでは、太陽の輝度、位置、スペクトルカラーは、SketchUp におけるシャドーの設定に
基づいて自動的に処理されます。太陽光のマニュアル設定オプションで、これらの設定をオーバ
ーライドすることができます。
「太陽のマニュアル設定」が有効になっているとき、倍率、発光出力、放射力の設定で太陽のシャ
ドーの柔らかさを変更できます。
SketchUp のシャドー設定に関係なく、太陽の位置を完全に制御する場合は、「SketchUp 太陽光
位置の使用」を無効にします。希望値を入力するか、または環境プレビューウィジェットを開き、
そのプレビューで目的の場所をクリックして、太陽の極角度と方位角を調整できます。

グラウンド設定
グラウンド設定では、グラウンド面がライトを反射する方法を制御できます。輝度（%）とカラーとと
もに、反射の粗さを指定できます。
スカイ設定
スカイ設定の対象は、Thea Physical Sky の外観です。最も重要なパラメータは濁度で、澄み渡
ったスカイには約 2.5、曇ったスカイには 10.0 に近い値を指定する必要があります。

IBL タブ
IBL タブを使用して、イルミネーション、背景、反射、および屈折マップを指定します。
イメージベースの照明は、イルミネーションをシーンに追加する便利な方法です。実際のシーン
の写真を使用できるため、非常に説得力のある照明を作成し、レンダリングの現実感を高めるこ
とができます。十分な照明を確保するには、ほとんどの場合でハイダイナミックレンジイメージを
使用する必要があります。
シーンを照らすために 1 つのイメージを使用したり、または背景、反射、屈折にいろいろなイメー
ジを設定したりすることができます。このようにすると、照明と背景/反射に別々のソースを使用
することができます（これには、ほとんどの場合、もっと詳細なイメージが必要です）。実際、これ
は標準的な方法です。イルミネーションソースは比較的詳細度の低いテクスチャであるため、イ
メージは素早く「収束」し、背景と反射には視覚的に強調された結果を表す詳細なマップが使用
されます。
イメージを追加するには、タイプを選択して s ボタンをクリックして、目的の画像を選択します。ビ
ットマップを選択すると、そのパスがボタンの隣に表示されます。輝度、回転、およびラッピング（イ
メージをモデルの周りにラップする方法）を制御できます。
また、IBL スロットについても、ピュアカラーを使用するオプションがあります。このオプションにア
クセスするには、イメージアイコンをクリックし、「色」を選択します。このメニューから、「ビットマップ
の削除」を選択して、スロットに現在読み込まれているイメージを削除することもできます。
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グローバルメディアタブ
メディアタイプ（霧）
霧プリセットで、モデル全体のボリューム効果を実現できます。クラウドプリセットで、指定したボ
リューム内にボリュームエフェクトを作成できます。
霧密度： 霧の厚みを制御します。
トップ/ボトムレベル（m）： 霧の開始位置と終了位置を定義します。

メディアタイプ（カスタムメディア）
「カスタムメディア」に切り替えると、モデリング空間全体がグローバルメディアで満たされます。こ
の状態は、吸収色、散乱色、屈折率のパラメータを使用して微調整できます。スカイ、IBL、およ
び太陽は、メディアのグローバルな性質により、このモードでは機能しません。
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7.設定パネル
7.1.表示タブ
表示タブは、レンダリングイメージ（特に、露出/明るさ、彩度、コントラストなどで）を操作し、その他の後処理
効果を適用できる非常に重要な領域です。

露光
トーンマッピング： トーンマッピング手法の選択：スタンダード、フィルミック、Reinhard グローバル、Reinhard
ローカル。
ISO： ライトの存在量に対するイメージセンサーの反応値を定義します。澄み渡ったスカイと太陽光の下で
の屋外撮影には値 100 が使用されます。これより高い値（通常は 400〜1600）は主に屋内撮影に使用され
ます。
シャッター： シャッタースピードは、カメラのシャッターが 1 秒間に開いている時間に対応します。値を小さく
するとイメージが明るくなります。
f‐ナンバー： レンズアパーチャは、有効絞り直径に対する焦点距離の比です。値を小さくするとイメージが
明るくなります。
ガンマ： ガンマ因子の範囲は、一般に 1.0～2.5 です。非線形出力によるイメージの黒ずみを補正するため、
イメージを表示する前にガンマ補正スキームをピクセルに適用します。
明るさ： このパラメータは、モニターによるイメージの線形スケーリングを補正するために使用します。

カメラレスポンス関数
カメラレスポンス関数ファイルは、カメラメーカーが提供する実際のデータを使用して、その特定のカメラで撮
影されたかのように、現実的な（非線形の）表示結果を作成します。

フィルタリング
シャープネス： これは、イメージのダウンサンプリング中にフィルタリングを制御する上で最も重要なオプシ
ョンです。ぼかしと鋭角化の間のバランスの取れた値であるデフォルト値 50%の使用をお勧めします。0%に近
い値はぼやけたイメージを生成し、100%に近い値はより鮮明なイメージを生成します。
焼き込み： 焼き込み値を使用して、ハイダイナミックレンジ（HDR）イメージをローダイナミックレンジ（LDR）イ
メージに圧縮できるため、スクリーンなどの限定された範囲のデバイスに表示できます。焼き込みを 100%に
設定すると、圧縮はありません。
ヴィネッティング： 写真と光学において、ヴィネッティングは、イメージ中心部と比較した、周辺部でのイメー
ジの明るさまたは彩度の低下です。
彩度： この値を大きくすると、イメージの色を強調します。彩度は彩度コントロールとして機能します。
コントラスト： 同じビューフィールド内のオブジェクトの色と明るさの差を決定します。0%は、コントロール無効
です。100%は、設定可能な最大値です。
ホワイトバランス（K）： レンダリングのカラーバランス全体を変更して、予想される物理現象と一致するよう
にします。太陽光の調和には通常、値 6500K が使用され、太陽光が黄色がかっていても白い壁が白く見え
るようにします
グレア： グレアは、フィルムに到達する豊富な量の陽子の効果で、近くのエリアにも光を溢れさせます。グレ
アの形状自体は、ダイアフラムの形状によって異なります。
グレアタイプ： 必要な羽の数を選択します。放射状は Bloom と等しいです。
グレアウェイト： グレアの輝度を制御します。
グレア半径： 羽の長さを制御します。

その他
Optix Denoiser： Optix は、AI で加速されたノイズ除去を行います。ノイズ除去器は、レンダリングの終了前
後に有効にすることができます。エンジンの始動前に Optix を有効にすると、2 つの別のチャンネルが有効
になり、最高のノイズ除去品質が保証されます。これらのチャンネルは、法線とそのままの拡散色です。Optix
が機能するには、NVIDIA GPU が必要です。
ステレオ： このオプションを使用して、立体イメージ（アナグリフ、左、右、左/右、上/下）を生成します。
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7.2.レンダリングタブ
レンダリングタブには、選択したエンジンパラメータとともに、他のすべての一般的なレンダリング設定（デバ
イスリスト、ネットワークレンダリングなど）が表示されます。

エンジン設定
このセクションでは、選択したエンジンの設定のみが表示されます。各エンジンの詳細については、セクショ
ン 8.1 を参照してください。

デバイス（Presto MC のみ）
システム上で検出されたすべてのデバイスのリストが表示されます。これには、CPU と NVIDIA/AMD グラフ
ィックカードも含まれます。デバイスを個別に有効/無効に設定し、それぞれの優先順位を設定することがで
きます。複数の GPU を搭載したマシンでは、Windows で使用する GPU を無効にすることをお勧めします。

クレイ
このオプションを有効にすると、シーン内のすべてのマテリアルが拡散グレーとしてレンダリングされ、最終
イメージにクレイ効果が加えられます。最終レンダリングでは、バンプ、クリッピングなどのマテリアルプロパ
ティも引き続き表示されます。
反射率： 拡散マテリアル反射率を増/減します（黒から白まで）。

ネットワークレンダリング
ネットワークレンダリングは、プロダクションモードでのみ使用できます。ローカルネットワーク上でマシンの
使用を開始するには、チェックボックスをクリックしてネットワークレンダリングを有効にします。
サーバーモード： 選択するオプションは 2 つあります。「レンダリングと管理」は、サーバーマシンと残りのノ
ードを共にレンダリングさせます。サーバーが強力でない場合は、「ノードの管理のみ」を使用します。ここで
は、サーバーはレンダリング自体は実行せず、ノードとデータの交換のみを行います。
サーバーポート： デフォルト値は 6200 です。この値は SketchUp（サーバー）とノード間の通信に使用され
ます。
ネットワークレンダリングの詳細については、セクション 9（ネットワークタブ）を参照してください。

分布
スレッド： レンダリング時に使用されるワーカースレッドです。デフォルト値は最大に設定されていますが、
ドロップダウンを使用してスレッドの目的の量を選択できます。
優先度： このパラメータは、オペレーティングシステムによってスレッドのレンダリングに割り当てられた優
先順位に対応します。レンダリングを高速化するには、「ノーマル」を選択します。ただし、マシンを並行して使
用する場合や他の要求の厳しいプロセスを実行する場合、
「ノーマル」はお勧めできません。
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7.3.チャンネルタブ
このタブは、追加のイメージが必要なときに使用します（標準レンダリングを除く）。このタブは、主に、外部の
イメージ編集プログラムを使用して後処理を行う場合に使用します。
使用可能なチャンネルは次のとおりです。色（標準レンダリング）、ノーマル、深度、透明度、オブジェクト ID、
マテリアル ID、およびアダプティブ（BSD）レンダリングモードに固有のチャンネル（ダイレクト、アンビエントオ
クルージョン、グローバルイルミネーション、サブサーフェススキャタリング、反射、屈折、半透明、および放
射照度）。シャドー、チャンネル、そのままの拡散色、そのままの拡散光、そのままの拡散 GI、セルフルミネン
ス、およびパス/ライトなど、一部のチャンネルは Presto エンジンでのみ使用できます。
「パス/ライト」を有効にすると、使用可能なすべての光源に対して独立したイメージが生成されます。ここで、
ライト数が多く解像度が高いと、多くのメモリが消費される可能性があります。
マスクパスは、Thea コンテキストメニューを使用してグループ、コンポーネント、またはイメージにマスクを割
り当てるときにのみ表示されます。

アクティブチャンネル： 選択したチャンネルをレンダリングパネルに表示します。レンダリングが完了する
と、有効なすべてのチャンネルがこのリストに表示されます。

ノイズ除去
これは、Thea Render の内蔵ノイズ除去器です。ノイズ除去されたイメージを表示して強度パラメータと詳細
パラメータを使用するには、ノイズ除去チャンネルを有効にする必要があります。
強度： ノイズ除去フィルターが最終イメージ与える影響の程度を制御します。
詳細： イメージの元の詳細が最終レンダリングで保持される量を制御します。値を大きくすると、可能な限
り詳細に保持されます。

深度チャンネル範囲
最大/最小 Z（m）： カメラの z 軸沿いの最小距離と最大距離を制御します。
光分析
輝度解析では、輝度と照度の分布について説明します。Thea Render では両方を計算できます。輝度は、
既にレンダリングしたイメージでも、レンダリング設定でも、そのままの状態で計算されます。照度は、
Adaptive BSD エンジンで計算できます。レンダリングイメージの解析を表示するには、ドロップダウンメニュ
ーから「光」を選択します。 最大/最小 Il 輝度： これらの値は輝度（cd/m2）の範囲を表します。これらの値
を変更することで、疑似色イメージがそれに応じて更新されます。

7.4.アニメーションタブ
Thea は以下のタイプのアニメーションをレンダリングできます。
‐ SketchUp シーンに基づく標準のカメラアニメーション。ただし、ビューフィールドの変更は適用されませ
ん。
‐ SketchUp シーンアニメーションの再生時にアニメーションを表示する各種の SketchUp プラグインに基づ
くオブジェクトとカメラのアニメーション。このモードは「一般」と呼ばれます。
‐ SketchyReplay で再生できる SketchyPhysics アニメーション
‐ MSPhysics アニメーション（0.80+）
‐ Fredo's Animator アニメーション
アニメーションは、一連の番号付きイメージとしてエクスポートされます。これらのイメージは、特殊なソフトウ
ェアを使用して再生可能なビデオファイルに変換する必要があります。VirtualDub は無償のオープンソース
サンプルです。
アニメーションタブでは、次のパラメータを制御します。
‐ カメラをアニメーションする - カメラの動きをアニメーションするかどうかを指定します。
‐ オブジェクトをアニメーションする - オブジェクトの動きをアニメーションするかどうかを指定します。
SketchUp 自体はオブジェクトをアニメーションしないため、アニメーションプラグインが必要です。
‐ フレーム数/秒（fps） - 円滑さを制御する - 再生するアニメーションフレーム数/秒。標準値は 24 また
は 25（fps）です。
‐ プラグイン：
（Generic、SketchyPhysics、MSPhysics、Fredo's Animator） - オブジェクトの動きを管理するプ
ラグインを選択します。
‐ レンダリングフレーム（すべて、選択数） - 下のフィールドで、指定されたすべてのフレームを Thea がレン
ダリングするかどうかを指定します。1 つのフレーム値またはフレーム範囲をコンマ区切りで入力できます
（例：15,30-45,60）
。
‐ ネットワーク協力（フレーム、バケット|ピクセル）は、レンダリングがノードを使用してネットワークを介して実
行されるときにのみ使用されます。ネットワーク内のコンピュータがフレーム全体を独立してレンダリングする（フレーム）か、各フレームにコントリビュー
ションする（バケット|ピクセル）かを制御します。バケット|ピクセルの使用をお勧めします。フレーム全体をノードからサーバーまで送信するために必要な
ネットワーク回線容量を最小限に抑えるためです。また、ネットワーク上に性能の異なるコンピュータがあるときには、さらに効率的です。
また、アダプティブ（BSD）エンジンおよびピュアカメラモーションを使用する場合、ウォークスルーオプションを有効にすることもできます。照明計算
は一度しか実行されず、
すべてのフレーム間で共有されるため、ウォークスルーレンダリングが高速化されます。
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「アニメーションレンダリング」ボタンをクリックすると、フォルダを選択してファイル名を指定するよう求められます。フレーム番号はファイル名に自動的に
追加されます（Animation000.png、Animation001.png など）
。
当分の間、Thea For SketchUp は標準ライトをアニメーションしません。アニメーションのレンダリングを Thea ではなく、Animator から開始する場合、
Fredo's Animator は標準ライトをアニメーションできます。

8.レンダリングエンジン
8.1.レンダリングモード
Thea for SketchUp にはインタラクティブモードとプロダクションモードの 2 つのレンダリングモードがあり
ます。

インタラクティブ（IR）モード
IR モードでは、モデルを静止画像としてレンダリングするだけでなく、モデルの周りでカメラをインタラク
ティブに移動したり、シャドーやマテリアルを調整したり、モデルを編集したり、レンダリングの更新状態
を確認したりすることもできます。インタラクティブモードを提供するエンジンは、Presto & Adaptive AMC
です。

プロダクション（PR）モード
PR モードは、レンダリング中にシーンを変更しても最終イメージに影響しない最終レンダリングに使用さ
れます。プロダクションモード（Presto、Adaptive AMC、Adaptive BSD、Unbiased TR1/TR2）では、すべてのエンジンが使用できます。

8.2.PRESTO
Thea Presto は高度なレンダリングエンジンです。このエンジンは、GPU と CPU を同時に実行できるように
完全に書き直され、かつ 最適化されており、すべてのコンピューティング能力を活用します。このエンジン
は、高速かつインタラクティブなレンダリング向けに最適化されています。そのため、GPU+CPU コンピュー
ティング能力を最大限に活用するとともに、Thea Render の高いフォトリアリスティックな品質を維持しま
す。

Presto 設定
トレース深度： これはプログレッシブエンジン向けの重要なパラメータです。このパラメータの増加は、シ
ーンに多くのミラーや誘電体がある場合に必要ですが、レンダリング時間に直接影響します。

拡散深度： これは、拡散サーフェスのトレース深度を制御する別の値です。拡散深度を 0 に設定すると、
シーンからすべてのライトバウンスが削除され、ダイレクトライトのみが残ります。

クランプレベル： ピクセルの評価をクランプして、アンチエイリアスを改善します。この数値はクランプ限界
に対応します。1 より大きい値を使用すると、クランプはアンチエイリアス効果が低下します。1 より小さい
値を使用すると、クランプ効果が上がりますが、イメージの明るさも大幅に低下します。

バケットレンダリング： 複数チャンネルでの高解像度のイメージのレンダリングは、通常、GPU の問題で
すが、バケットレンダリングを使用することで、この制限要因を克服してスケーラビリティを向上させること
ができます。

アンビエントオクルージョン
アンビエントオクルージョンを使用してグローバルイルミネーションの一部を模倣し、レンダリングエンジン
を高速化できます。

距離： これは、サンプルが中間（グレー）色に対して評価される最大距離です。この距離を経て、サンプルは白色に対して評価されます。
明度： この値は、使用するアンビエントオクルージョンの強度を定義します。

拡張トレース
拡張トレースは、より低いトレース深度を使用しながら、透明なオブジェクトのあるシーンまたはサブサーフェススキャタリングのあるマテリアルを効率的
にレンダリングできます。

透明度の深度： 薄いガラス、ガラス、クリップマップなど、透明なマテリアルすべての拡張トレース深度を指定します。
内部反射深度： 屈折と全反射を有する透明なマテリアルの拡張トレース深度を指定します。これらのマテリアルは、ガラスレイヤー（ソリッドガラスまた
は水）を使用して作成されます。ソリッドガラスに暗い部分がある場合、透明度の深度が原因ではなく、内部反射深度が低すぎる結果であることが多い
です。

SSS の深度： サブサーフェススキャタリング（SSS）マテリアルの拡張トレース深度を指定します。場合によっては、明るい色の SSS マテリアルの明度
を高めるために、この値を上げる必要があります。拡散深度が有効な場合は、使用できません。
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アドバンスト設定
スーパーサンプリング： これは、イメージ出力に使用されるスーパーサンプリング（すなわち、アンチエイリアス機能強化の内部解像度倍率）に対応し
ま
す
。
「なし」はスーパーサンプリングに全く対応せず、「ノーマル」は 2x2、「高」は 3x3 に対応します。バイアスエンジンの場合「自動」はスーパーサンプリングに
全く対応しません（デフォルトでは無効）
。
スーパーサンプリングを高めのレベルに設定すると、一般に、出力のアンチエイリアスは改善されますが、イメージの保存に対するメモリ要求が増加し
ます（
「ノーマル」の場合は 4 倍、
「高」の場合は 9 倍）
。バイアスエンジンでは、シーンのレンダリングに必要な時間も増加します。

8.3.UNBIASED TR1/TR2
Thea Render は、優れたアンバイアスコアをサポートします。これは、市場で最も先進的なコアの 1 つで、妥協のない驚異的なイメージを提供します。照
明転送のすべての可能な経路が探索され、アーティファクトなしで最高の精度を実現します。サンプールのコースティクスやターミネータのアーチファクト
はしっかりと処理され、驚異的な結果をもたらします。

Unbiased TR1/TR2 設定
これらの 2 つのエンジンには設定がなく、サンプルと時間制限によってのみ制御されます。
アンバイアスエンジン TR1 は直接照明を主とする屋外やシーンに最適です。一方、アンバイアスエンジン TR2 は非常に面倒な間接的かつコースティク
スな照明に最適です。

8.4.ADAPTIVE BSD
Thea バイアスエンジン（Adaptive BSD）は、放射照度キャッシュなどの補間スキームを使用して短時間でレ
ンダリングして実装されるため、
最も労力が必要とされる場所に、より多くの労力を投入することができます。
また、この労力は知覚基準で推進されるため、自然に知覚される高品質の結果が
生成されます。

Adaptive BSD 設定
Adaptive BSD エンジンは、ユーザーがエンジンを制御できるように、プリセットワークフローを使用します。
内装と外装にいくつかのプリセットがあり、それぞれに異なる品質（ドラフト、低、高など）があります。

8.5.ADAPTIVE AMC
Adaptive AMC エンジンは、Unbiased TR2 エンジンをベースにしていますが、ショートカットを使用することで
高速化できます。これは、面倒な間接照明の場合（間接コースティクスなど）に適しており、インタラクティブ
モードとプロダクションモードの両方を使用できます。

Adaptive AMC 設定
トレース深度： これは、Presto エンジンと同様、プログレッシブエンジンに重要なパラメータです。シーンに
多くのミラーや誘電体がある場合にこのパラメータを大きくする必要がありますが、レンダリング時間には
直接影響しません。
アダプティブ勾配： この値を大きくすると、いくつかの面倒なパスが計算から取り除かれて高速化されま
す。
コースティクス： コースティクスパスを削除します。一般に、常に有効にしておきます。

ヒント：インタラクティブにレンダリングするときは、カメラ解像度ではなく、画面解像度を使用します。フルサイズでレンダリングするには、
「イ
ンタラクティブ」オプションを無効にします。
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9.ネットワークタブ
ネットワークレンダリングは、プロ
ダクションモードにのみ使用でき
ます。ネットワークレンダリングを
有効にするには、設定パネルに
移動し、レンダリングタブに切り替
えます。チェックボックスをクリック
してネットワークレンダリングをオ
ンにします。
ネットワークレンダリングのセット
アップ時に、すべてのコンピュータ
がネットワークに正しく接続されて
いることと、ファイルの共有、ネッ
トワークドライブへのアクセスがで
きることを確認します。Windows ファイアウォールで、またはネットワーク内のマシンにインストールされている他のファイアウォールでポート 6200 が開い
ていることが重要です。デフォルトでは、このポートは SketchUp サーバーとノード間の通信に使用されます。
レンダリングノードの設定方法については、付録 B を参照してください。
レンダリングが開始すると、検索されたノードがネットワークタブに表示されます。しばらくしてから（モデルの複雑さによって異なる）、サーバー上でレンダ
リングが確定したことが表示されます。ネットワークタブに、SketchUp サーバーに接続されているすべてのマシンと、そのステータス、コントリビューショ
ン、技術的な詳細情報が表示されます。
サーバーがパワー不足の場合は、「開始」ボタンをクリックする前に「ノードの管理のみ」を選択します。この方法では、サーバーはレンダリングそのもの
は実行せず、ノードとデータを交換するだけです。
「ノードの管理のみ」オプションは、アダプティブ（BSD）エンジンでは機能しません。

10.コンソールタブ

コンソールには、プラグインバージョン、インストールパス、レンダリングの進捗、レンダリング時間、および警告が表示されます。コンソールは問題の原
因究明に役立つため、何かが期待したように機能しない場合はコンソールを開きます。重大なエラーが発生すると、コンソールは自動的に開きます。

11.バッチレンダリングタブ
バッチレンダリングウィンドウには、使用可能なすべての
シーンがテーブルに一覧表示されます。レンダリングする
シーンおよび適用する設定（カメラ、表示、環境、レンダリ
ング）を選択します。次に、バッチレンダリングの開始ボタ
ンをクリックします。
新しいウィンドウが開き、レンダリングイメージの場所を指
定できます。レンダリング時に、バッチ処理に関する情報
がウィンドウの下部に表示されます。随時停止ボタンをク
リックして、レンダリングを停止できます。

ヒント#1：
「シーンのリフレッシュ」ボタンを押すと、前の選択項目をクリアして、最初からやり直すことができます。
ヒント#2：Thea ツールウィンドウのカメラタブ（7 ページを参照）を使用して、シーンの設定を保存できます。
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12.インタラクティブレンダリングのウィンドウ選択 – オーバーレイオプション
インタラクティブレンダリングが有効
になっているときは、ドロップダウン
リストを使用して、インタラクティブレ
ンダリングを Thea ウィンドウに（右
を参照）、 また はオーバーレ イと し
て SketchUp に（下を参照）表示す
るかを選択します。
「エ ッジ 付き 」モ ード は、 特
に SketchUp モデルとのやり取りに
適しています。このモードでは、外
側/内側モデルのエッジがはっきりと表示されるように、SketchUp の表示スタイ
ルを一時的に変更します。ナビゲートし、マテリアルを編集し、モデルを追加して、
レンダリング時に SketchUp で反映される変更内容を確認できます。
「ブレンド」と「倍率」を使用すると、SketchUp スタイルを自由に設定できます。「ブレ
ンド」は、暗い背景や明るいライン（「エッジ付き」など）に最適です。「倍率」はその
逆で、白い背景の隠線処理モードに最適です。
レンダリングは、標準モードとオーバーレイモードの両方で、イメージとして保存
できます。

THEA ウインドウ内

SKETCHUP ウィンドウ内

エッジ付き SKETCHUP 内

SKETCHUP でブレンド

SKETCHUP で乗算

ヒント：オーバーレイを使用してモデルを編集しているときは、レンダリングに GPU のみを使用すると Presto エンジンで最良の結果を得
られます。CPU は使用しませんが、SketchUp では使用できるようにしてください。
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SketchUp ウィンドウにおけるインタラクティブリージョンレンダリン
グ
SketchUp ウィンドウでのインタラクティブレンダリングでは、シーンの選択領域をレンダリ
ングすることができます。インタラクティブレンダリングがオンの場合、Shift キーを押しな
がらクリック＆ドラッグで目的の領域を選択します。複数の領域を同時に表示できます。
保存ボタンをクリックして、アクティブ領域を保存することもできます。

レンダリングウィンドウでの領域のレンダリング
レンダリング後に、特定の領域の編集を選択することができます。シーン
全体を再レンダリングするのでなく、領域だけを再レンダリングすることが
できます。右クリックしてドラッグし、再レンダリングする領域を選択します。
選択した領域は緑色の輪郭線で囲まれ、そのサイズが表示されます。
画像全体が表示されますが、表示設定の対象は選択した領域のみです。
一般に、設定の編集はお勧めしません。結果が元のイメージとは一致しな
いからです。
画像全体は非 HDRI 形式でのみ保存できます。領域は、Exr、img.thea、ま
たは HDRI として保存できます。

13.THEA ブラウザウィンドウ

Thea ブラウザで、次のことができます。
• Thea マテリアル、外部モデルとスカイ、
「Thea Data」フォルダ内の SketchUp コンポーネントに素早くアクセスする
• ユーザー定義の「カスタムフォルダ」内の同一アイテムにアクセスする
• 現在使用していて見つからない外部テクスチャ、モデル、その他のイメ
ージマップを検索する
• すべての関連ファイル（テクスチャ、イメージ、モデル）を含む SketchUp
ファイルを圧縮する
Thea には、モデルおよびスカイ/スタジオ照明のセットアップと併せて、
広範囲なマテリアルライブラリが揃っています。これらは、「Thea ツール/
ツール/更新のチェック」からダウンロードしてインストールできます。
目的のマテリアルまたはモデルをダブルクリックします。続いて、
SketchUp でマテリアルをサーフェスに適用したり、モデルを目的の場所
に挿入したりできます。
Thea スカイをダブルクリックして有効にし、環境タブの IBL に直接追加し
ます。スカイが現在の表示設定を変更することがあります。
右クリックしてフォルダの追加オプションを選択して、カスタムフォルダを
作成できます。また、右クリックして、フォルダをリフレッシュまたは削除
することもできます。
外部 Thea モデルには通常、非常に複雑なジオメトリが含まれています。これらのジオメトリを SketchUp に直接読み
込むことはできません。デフォルトでは、Thea は外部モデルの境界ボックスのみをインポートしますが、一般には、フ
ルジオメトリの形状に似た「プロキシ」コンポーネントをお勧めします。右クリックし、Thea でこの近似を自動的に作成
します。プロキシの詳細については、35 ページをご覧ください。
SketchUp モデル（*.mod.skpt）は Thea モデル（*.mod.thea）と同じフォルダに書き込むことができます。このように、
SketchUp ファイルは、外部モデルをプロキシとして挿入するときに、バウンディングボックスの代わりに使用します。
Mod.skp が存在する場合、そのプレビューは mod. thea プレビューの上部に表示されます（画像を参照）
。
サムネイルを右クリックして「編集した Thea マテリアルに適用」を選択すると、Thea ブラウザウィンドウから Thea マテリアルエディタにマテリアルを適用
できます。

メモ：マテリアルエディタを選択または置換するにはその前に、マテリアルエディタでマテリアルを開く必要
があります。
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13.1.モデル情報
また、Thea ブラウザには、モデルに関連する関連ファイルを示すモデル情報セクションもあります。
このウィンドウでは、シーンで使用する外部テクスチャ、IBL、モデルを表示および検索/編集/更新することができます。

依存関係付き SketchUp モデルの保存

依存関係（テクスチャ、外部モデルなど）付きのシーン全体を*.zip 形式で保存するには、モデル情報を右クリックしま
す。

14.プリファレンス
言語
プリファレンスボタンをクリックして言語を変更できるウィンドウを開きます。続いて、次の手順を実
行します。
- 次のフォルダにある TheaForSketchUp.po ファイルを見つけます：Thea4SU_file/languages/
- 必要に応じて、Poedit を使用してファイルを移動し、.mo ファイルにコンパイルします。
- 移動した TheaForSketchUp.mo ファイルを対応する言語フォルダにコピーします。一般的な国コ
ードは次のとおりです。de（ドイツ語）
、es（スペイン語）
、fr（フランス語）
、it（イタリア語）
、ja（日本語）
、pt（ポ
ルトガル語）、pt_BR（ポルトガル語ブラジル）、ru（ロシア語）、zh_CN（簡体字中国語）、zh_TW（繁体字中
国語）
。
- 目的の言語が既に設定されている場合は、SketchUp の起動時に自動的に使用されます。設定
されていない場合は、Thea ツール/ツール/プリファレンスを開き、手動で言語を選択します。例え
ば、TheaForSketchUp.mo ファイルを es（スペイン語）フォルダに置くと、言語ドロップダウンリストか
らスペイン語を選択できます。
‐ SketchUp を再起動すると言語の変更が反映されます。

裏面マテリアルを使用する
このオプションは、複数のフェイスが背面のみが塗装されているモデル（モデル前面にはマテリアルがない）に適用されます。このオプションが有効に
なっていると、SketchUp はレンダリングにデフォルトの白いマテリアルではなく、裏面のマテリアルを使用します。

接合頂点
このオプションはデフォルトでは無効になっています。SketchUp モデルを Thea フォーマットに変換する際にオブジェクトの頂点を接合するには、この
オプションを有効にします。この設定は、実際には、変位またはワイヤフレーム手続き型テクスチャのあるオブジェクトに対してのみ必要です。接合は、
変位を使用する形状について自動的に実行されます。ワイヤフレームテクスチャを使用するときにのみ、このオプションを有効にすることをお勧めしま
す。

自動保存

自動保存が有効になっている場合、Thea はレンダリングイメージを 10 分ごとに自動的に保存します（これはデフォルトの時間設定ですが変更可能で
す）
。自動保存場所を確認するには、レンダリングウィンドウのコンソールに移動します。

サーバーポート

このパラメータは、ネットワークレンダリングに使用し、サーバーがレンダリングノードとの通信に使用するポート番号を指定します。ファイアウォールで
ポートが開いていることを確認してください。
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インタラクティブレンダリング - IR
インタラクティブレンダリングの初期表示状態
スライダーを使用して、レンダリングの品質と感応度の最適なバランスを確認します。感応度が高いほ
ど、初期フレームの精度は低くなります。

IR オーバーレイの解像度を削減
モニターと同じ解像度でレンダリングすることもできますが、高解像度のモニターの場合、これは現実
的ではありません。解像度を削減オプションを使用すると、レンダリングを高速化できるように、レンダ
リング解像度を下げることができます（イメージは SketchUp ビューに正しくマップされます）。4K 以上の
モニターを使用している場合は、解像度を低くすることを強くお勧めします。

チャンネル
チャンネル設定パネルを使用してフォーマットを選択します。EXR では、チャンネルごとにビット深度を
選択できます。メモ：すべてのチャンネルが 32 ビット深度を必要とするわけではありません。32 ビット
深度でメリットがあるのはほんの一部（位置、深度、UV パスなど）です。
レンダリングパスを 1 つのマルチレイヤー EXR ファイルとして保存するには、「すべてのチャンネルを含
むマルチレイヤー EXR を作成する」オプションを有効にします。有効にしない場合、各チャンネルは別
々のファイルとして保存されます。

15.レイヤースキーム
レイヤースキーム領域には、マテリアルのすべてのレイヤーが表示されます。この領域では基本情報の取
得のほか、いくつかのタスクを実行することもできます。
レイヤーを選択すると、左側のアイコンが青色で強調表示され、水平バーが濃いグレーで表示されます。レ
イヤーを上下に移動するには、レイヤーをクリックし、矢印をクリックします。
各レイヤーのグレーのバーには、割り当てたマテリアル（金属、塩基など）と、他のレイヤーについてレイヤー
のウェイトが表示されます。
ヒント：レイヤーのバーをドラッグして、レイヤーのウェイトを増減します。
レイヤーのタイプはいつでも（割り当てたテクスチャ、色、値を維持して）変更できます。変更するには左側の
アイコンをクリックして別のレイヤータイプを選択します。

15.1.ミキシングレイヤー
レイヤーごとにレイヤーウェイトを調整して、レイヤーを垂直方向にミックスできます。
レイヤーウェイトは、マテリアルに上から下まで全てに影響することを忘れないでください。つまり、最上位
レイヤーのウェイトが 100%の場合、その下のレイヤーはエンジンによって無視されます。
例：
2 つのレイヤーを作成しました。レイヤー A のウェイトは 25%で、レイヤー B のウェイトは 100%です。積み
重ねの順序は重要です。
レイヤー B 上にレイヤー A
最終マテリアルは、レイヤー A の 25%を使用し、レイヤー B については残りのウェイト（75%）を使用します。
レイヤー A 上にレイヤー B
最終マテリアルは、レイヤー B の 100%を使用します。
メモ：レイヤースキームの最下部に位置するレイヤーのレイヤーウェイトは、常に 100%です。
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15.2.レイヤーの操作
新しいレイヤーを追加するには、+アイコンをクリックします。新しいレイヤーは、レイヤースキームの上部に作成されます。
既存のレイヤーを削除するには、目的のレイヤーをクリックし、右側に表示される X アイコンをクリックします。
レイヤーを上下に移動するには、目的のレイヤーをクリックし、左側にある上矢印または下矢印をクリックします。
レイヤーのタイプを変更するには、目的のレイヤーをクリックし、左側の青色のアイコンをクリックし、ダイアログでレイヤータイプを選択します。
ヒント：別のレイヤータイプに切り替えるとき、割り当てたテクスチャ、色、値は選択したタイプに引き継がれます。

15.3.レイヤーウェイト
レイヤースキームのレイヤーごとに、選択したレイヤーのウェイト（%）を他のレイヤーについて定義する
ことができます。
すべてのレイヤーウェイトはその合計に応じて正規化されるため、各レイヤーの反射率は相対的な割
合で修正されます。ウェイトがない場合、レイヤーは同じウェイトを反映するように再び正規化されま
す。
コーティングレイヤーのウェイトは、実際には、下にあるレイヤーに到達できる光の比率を修正します。
レイヤーのウェイトを調整するには、左または右にドラッグして値を増減させます。
また、残りのレイヤーのマスクとして使用されるテクスチャを読み込むこともできるため、高度なマテリアルの作成に役立ちます。

16.断面カット

SketchUp 断面カットは、モデル内に直接配置する場合は完全サポートされます。グループ内にネストされていると、グループ内の形状だけではなく、モ
デル全体がカットされます。
メモ：SketchUp の場合とは異なり、部屋/オブジェクトをカットするとき、太陽光は通過しません。Thea はオリジナルの照明条件を維持しています。これ
は、狭いインテリアのショットを設計どおりの照明で正確に撮影する場合に特に便利です。断面カットがなければ、カメラは既存の壁によってはっきり見
えなくなります。
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17.THEA コンテキストメニュー
Thea コンテキストメニューにアクセスするには、コンポーネント、グループ、またはイメージをクリックします。Thea コンテキストメニューに
アクセスすると、オブジェクトで機能を実行したり、オブジェクト固有のプロパティを編集したりできます。

外部モデル/プロキシの作成
このオプションを使用すると、コンポーネントを外部の Thea モデルにエクスポートして、それに合わせて縮小されたプレースホルダーを
作成できます。こうすることで、SketchUp ファイルサイズを小さく保つことができます。これに対して、ハイポリゴンモデルはレンダリングで
しか表示できません。このプロセスの説明については、 33 ページを参照してください。

マスクインデックスを割り当て

この項目では、選択したオブジェクトに 0〜15 のマスクインデックスを割り当てることができます。レンダリングウィンドウのチャンネルタブ
で「マスク」チャンネルを有効にしてレンダリングを開始すると、このオブジェクトに対して黒い背景の白いマスクが作成されていることが
わかります。

Thea モデルフラグ
Thea for SketchUp には、レンダリングイメージ内の個々のコンポー
ネント、グループ、およびイメージの可視性と影を制御する方法が
用意されています。
右クリックして、Thea Render コンテキストメニュー/Thea モデルフラ
グ/「可視」または「影の投射」にアクセスします。
このプロパティは、サブグループまたはサブコンポーネントに適用さ
れます。

可視：オン
影の投射：オフ

可視：オフ
影の投射：オン

18.トラブルシューティング
- Mac 版 SketchUp では、Thea プラグインは表示されません。
Thea インストーラーを実行する前に、SketchUp を少なくとも 1 回は起動してください。1 回も起動しないと、SketchUp のバージョンが認
識されません。
- マイ NVIDIA GPU グラフィックスカードが認識されません。
マイ GPU が次のリスト（https://developer.nvidia.com/cuda-gpus）に記載されていることと、CUDA など、最新のグラフィックカードドライ
バーがインストールされていることを確認してください。
- マイレンダリングが非常に暗いです。
デフォルトの表示プロパティは、外部昼光条件に設定されています。内側ビューをレンダリングする場合は、手動カメラと同様に、ISO、シ
ャッタースピード、および f‐ナンバーの値を調整する必要があります。最初の調整では、ISO 800、シャッタースピード 60、f‐ナンバー 2.4
が適切です。
正確なライトの明度とカメラの露出に関する詳細なガイドについては、以下を参照してください。
https://thearender.com/site/index.php/resources/tutorials/studio-general.html
- Mat-Lab を開くと SketchUp がフリーズします。
これは予想される正常な動作です。Mat-Lab は、いわゆるモーダルウィンドウで開きます。そのため、マテリアルの編集を終了したら、
Mat-Lab を閉じて SketchUp に戻る必要があります。
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19.外部モデルとそのプロキシの作成
SketchUp モデルサイズを小さく保ちながらも高品質なレンダリングを作成
するには、最も重いコンポーネント（ツリー、自動車など）を外部の.mod.thea
ファイルにエクスポートし、SketchUp で簡略な「プロキシ」版に置き換えま
す。
また、プロキシは、ほかのモデリングアプリケーションで作成する Thea モ
デル向けにも作成できます。この作成は Thea ブラウザで行えます。
すべての SketchUp コンポーネントを外部の.mod.thea ファイルにエクスポ
ートし、自動生成されたオリジナルの近似に置き換えることができます。
この特殊な外部モデル作成ツールは、選択したコンポーネントを右クリック
してから「Thea Render/外部モデルの作成/プロキシ」オプションを選択し
て開けます。

外部モデルの作成
「SketchUp から」ボタンをクリックすると、SketchUp から外部モデルのサムネイルを直接取得でき
ます。または、「レンダリング」ボタンをクリックし、現在のエンジンおよび設定を使用して新しいレン
ダリングを開始します。インタラクティブレンダリング方法の 1 つを選択することをお勧めします。
選択のみがレンダリングされます。レンダリングの実行中にプレビューを表示するには、「レンダリ
ング」ボタンをもう一度クリックします。ビューの一部だけが表示されます。カメラ/太陽位置を調整
して、最高の外観を実現できます。満足する結果が得られたら、以下の要領でプロキシを作成で
きます。

プロキシの作成
オリジナルのコンポーネントからプロキシを作成するには、
「詳細プロキシ」を選択します。三角形またはポイントから
選択し、三角形またはポイントの最大数を指定します。
右側に、約 27,000 のフェイスがあるオリジナルのモデル
があります。すぐ下に 2 つのプロキシがあり、それぞれに
約 2,000 の三角形またはポイントがあります。
このプロキシを現在のモデルでだけ使用する場合は、
「.mod.skp として保存」オプションを無効にします。
右側にある一番下のプロキシで確認できるように、「境界
ボックスの追加」オプションが有効になっていました。 境
界ボックスのみを表示するには、「詳細プロキシ」オプショ
ンを無効にします。
選択のみを置き換えるか、 選択したコンポーネントのす
べてのインスタンスを置き換えるかを選択できます。
「保存」をクリックすると、外部モデルおよび、オプションとし
てプロキシを保存する場所を選択できます。コンポーネン
トに関連付けられているすべてのテクスチャが同じフォル
ダに保存されます。
既存の Thea モデルからプロキシコンポーネントを作成す
るには、Thea ブラウザのサムネイルを右クリックし、三角
形またはポイントを選択します。「詳細プロキシ」オプション
が有効になっている場合は、必要に応じて、境界ボックス
を追加できます。
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また、プロキシコンポーネントは、さまざまな方法で手動でも作成できますが、前述の 2 つの方法のいずれかを使
用して作成したプロキシに基づいている必要があります。
次の方法は、ツリーに対して特に効果的です。
• mod.thea を 起 点 に あ る 空 の SketchUp モ デ ル に 挿 入 し ま
す。
• 正面ビューに切り替えて、パースペクティブビューをオフにし
ます。
• SketchUp ビューの高さ全体がプロキシの境界ボックスと揃
うように、カメラ/ズームツールを選択します。
•赤色のカメラフレームが境界ボックスと一致するように、Thea
カメラを「任意」縦横比に設定し、解像度を調整します。これよ
り大きい解像度（通常は垂直）は 512 ピクセルです。
• 「チャンネル」タブで、アルファチャンネルを有効にして、Thea
ウィンドウでモデルを非インタラクティブにレンダリングします。
• レンダリングが正常に行われたら、イメージを*.png ファイル
として保存します。半透明を扱うアルファチャンネルは、このフ
ォーマットで自動的に保存されます。
• サイドビューおよびトップビューについて同じ手順を繰り返し
ます。
これで、3 つのイメージが作成されるので、SketchUp にインポ
ートしてプロキシコンポーネント内に配置できます。これらを分
けて（イメージを編集可能な形状に変える）、境界ボックスを削
除できます。満足する結果が得られたら、コンポーネントを右
クリックして、オリジナルの.mod.thea ファイルと同じフォルダに
保存できます。

20.著作権
Copyright of this manual belongs to Altair Engineering, Inc. 3ds max is copyright Autodesk, SketchUp is Trimble and CUDA is copyright
NVIDIA.

21.免責
“Thea for SketchUp” is provided “as‐is” and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.In no event shall the author of this software be held liable for data loss,
damages, loss of profits or any other kind of loss while using or misusing this software.
The software must not be modified, you may not decompile, disassemble.Any kind of reverse engineering of the software is prohibited.
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22.付録 A
マテリアルプリセットのタイプ

マテリアルプリセット

概要

デフォルト

できる限り詳細にわたっ
て SketchUp マテリアルと似ていま
す。SketchUp 半透明を均一なア
ルファ透明度に変換します。

利用可能なオプション

プレビュー

片面半透明マテリアルを生産し、
薄い
半透明

カーテンなどの非容積測定の半透
明オブジェクトに最適です。半透明
（%）を制御できます。

ラッカー

硬質フロアーの仕上げのように、
ラッカー塗装のサーフェスを表しま
す。
反射パラメータ、粗さパラメータな
どがあります。粗さが 0 に設定さ
れていると、マテリアルは研磨され
たように見えます。さらに高い値で
はサテンのように見えます。

セラミック

このタイプは、
光沢のある仕上がりになるセラミッ
クマテリアルです。

自動車の塗装

このプリセットを使用するマテリア
ルは、
自動車の塗装に似ています。
「メタ
リック」オプションが有効になって
いると、
塗装は均一に広げた
金属粉が含まれているかの
ようです。

カラー
金属

このタイプの目的は、
粗さが 10 未満のときに
金属反射が
目立つようにすることです。
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マテリアルプリセット

概要

ミラー

ミラーのサーフェスと同様の挙動
です。
SketchUp マテリアル色を
オーバーライドします。

薄いガラス

建築向けガラス。コーティングを
追加するときに出る、金属反射を
調整できます。このマテリアルは、
非ソリッドの薄いフェイスのオブジ
ェクトに特に適しています。

ガラス

オブジェクト内部の屈折を考慮す
る容積測定ガラスを作成します。
サーフェスの粗さと反射の輝度を
制御できます。

雲

ソリッドグループコンポーネントに
よって定義されたボリュームエフ
ェクト向けの雲マテリアル。

発光体

塗装面を発光体に変えます。その発
光出力は異なる単位で指定できます。
温度を使用して色/テクスチャを調整
できます。レンダリングで発光体を非
表示にする、または「パッシブ」にする
（発光体は発光するが、ダイレクトなラ
イトはキャストしない）オプションがあ
ります。

利用可能なオプション
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23.付録 B
ネットワークレンダリング
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ネットワークレンダリングでは、ローカルネットワークに接続されたコン
ピュータのセットアップが必要です。

THEA ノードの起動
ステップ 1.
Windows： zip ファイルをフォルダに抽出します。Windows64 フォルダを
参照し、TheaNode.exe ファイルをダブルクリックします。
MacOS： Terminal.app を開きます（通常、アプリケーション > ユーティ
リティにあります）。「cd」コマンドを使用して\Mac64 フォルダに移動し、
Enter キーを押します。また、
「cd」と入力してスペースを追加し、Mac64
フォルダを Terminal 内にドラッグすることもできます。
次に「./TheaNode」と入力して Enter キーを押します。

ステップ 2.
SketchUp を開き、Thea レンダリングウィンドウから、レンダリングタブ
に切り替え、ネットワークレンダリ
ングを有効にします。

ステップ 3.
プロダクションモードでレンダリングを開始します。Thea レンダリング
ウィンドウのネットワークタブにすべてのレンダリングノードが表示され
ます。
レンダリングノードが正しく動作するためにアセットをコピーする必要はありません。自動的にコピーされるためです。
Thea ノードツールは、ライセンスを取得しなくとも適切に動作します。
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