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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 macOS において、SketchUp Make と SketchUp Pro、バージョン 2015～2019 をサポートします。
64 ビット版 SketchUp 2015 以降のご使用をお勧めします。そうすることで、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ます。

2.インストレーション
MS Windows

Thea for SketchUp インストーラーを www.thearender.com/downloads からダ
ウンロードして実行します。
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。

macOS

Thea for SketchUp インストーラーを www.thearender.com/downloads からダ
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 Data は以下に書き込まれます：
Home/Library/Application Support/Thea Render

1

Copyright © 2019 - Altair Engineering, Inc

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、メインメニュー
（拡張機能 > Thea Render > ライセンスフォーム）からライセンスウィ
ザードを開きます。
「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、プリファレ
ンスの設定。

設定パネル
設定パネルを表示します。

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。

3
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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）
終了基準
開始/一時停止ボタン

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。

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。
Ctrl + 左クリック：レンダリングの再開

レンダリングモード

トグルスイッチ

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。

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。

選択のレンダリング

レンダリングエンジン選択

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
停止ボタン

現在のレンダリングをイメージとし
て保存し、保存したイメージを開き
ます。

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.モデルタブ
モデルタブを使用すると、グループおよびコンポーネントの特定のオプションにすばやく
アクセスできます。
カメラで表示： オブジェクトがカメラで表示されるようにするかどうかを制御します。
反射/屈折で表示： このオプションを無効にすると、カメラで表示される一方で、オブジ
ェクトは反射/屈折で表示されなくなります。
シャドー： 選択したオブジェクトのシャドーをオンまたはオフします。
コンテナ： 表示されたリストを使用して、特定のマテリアルをモデルのコンテナとして割
り当てます。
マスクインデックス： 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。

面取りとエッジランプ

面取り： オブジェクトの面取り効果を有効または無効にします。
半径/幅（cm）：傾斜エッジの半径をセンチメートルで定義します。オブジェクトのマテリ
アルがエッジランプ手続きを使う際に、同じ値がエッジの幅に使用されます。
最小角度（度）： この値により、ユーザーは傾斜エッジの効果を、ここで定義される角度
よりも大きい角度のコーナーに制限できます。

例：Visible パラメータ、Scatter Visible パラメータ、Shadows パラメータ
この例では、オレンジ色の球
の Visible パ ラ メ ー タ 、Scatter
Visible パ ラ メ ー タ 、Shadows パ ラ
メータを変更します。
「カメラで表示」無効： 球はカメラ
では非表示ですが、それでもシャド
ーを放射して反射には表示されま
す。
「反射/屈折で表示」無効： 球は反
射では非表示です。

モデルプロパティのデフォルト値

「カメラで表示」無効

「反射/屈折で表示」無効

「シャドー」無効
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例：コンテナを使用する

デフォルトでは、すべてのオブジェクトのコンテナはグローバル中間に割り当てられます。オブジェクトが別のオブジェクト
の体積の内側にあるときは状況が変わります。次の例は、2 つの異なる状況を示します。最初の例では、液体の入ったガラス
があり、2 番目の例では、液体の中にアイスキューブが追加されます。

液体入りガラスをモデル化する方法
液体
先頭のサーフェス

液体
本体サーフェス

ガラスオブジェクトのマテリアルは、
液体の本体サーフェスのコンテナとし
て割り当てる必要があります（赤色の
輪郭）。

ガラス
液体の本体の表面はガラス
から減算されます。

アイスキューブ
最上部

液体とアイスキューブ入りのガラスをモデル化する
方法

液体
交差する形状は削除され
ました

ガラスオブジェクトのマテリアル
は、液体の本体サーフェスのコン
テナとして割り当てる必要があり
ます（赤色の輪郭）。

アイスキューブ
最下部 - 液体の体積の内
側

液体オブジェクトのマテリアルは、
アイスキューブの最下部のコンテ
ナとして割り当てる必要がありま
す（濃い緑色の輪郭）。

液体
本体サーフェス

ガラス
液体の本体の表面はガラ
スから減算されます。
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7.THEA ツールウィンドウ
7.1.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。
ヒント：現在の縦横比をロックするには、「リンク」アイコンを使用します。

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（モーションブラー）：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」またはシャープネス%（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。
シャープネス： この値が小さいほど、深度マップは浅くなります。
f‐ナンバー： この値が小さいほど、深度マップは浅くなります。この値をピンホールに
設定すると、イメージがシャープになり、効果がなくなります。
オートフォーカス： 可能であれば、オブジェクトに自動的に「フォーカスを合わせ」ま
す。 Thea はイメージの中心を使ってフォーカス距離を設定します。
フォーカス距離： 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 レンダリング設定を 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。青いドットは、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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7.2.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」をクリックできます。

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。

ヒント： エディターからプリセットに戻ると、小さなポップアップが表示され、デフォルトのプリセットにリセットするかど
うかを尋ねられます。これは、誤ってクリックしてしまってマテリアルの変更が失われないようにするためです。

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

カラーメタル

ミラー

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。Thea カーソルは、シーンから Thea ライト
を選択して編集するためにも使用できます。

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。

8
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エディター

マテリアル詳細エディターを使用して、 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。

マテリアルプレビュー

マテリアルプレビューは、ダブルクリックして最大化することができます。プレビューを右
クリックすると、他のオプションも表示されます。
•マテリアルの読み込み： .mat.thea / .mat.pack Thea マテリアルを読み込みます。
•マテリアルの保存： 現在のマテリアルを.mat.thea / .mat.pack ファイルに保存します
•ルーム選択： さまざまな種類のルームプレビュー（布、ダイレクト、床など）から選択し
ます

マテリアル形式の説明

.mat.thea： このマテリアルファイル形式には Thea マテリアルの定義が含まれますが、使
用されるテクスチャは含まれません。
.mat.pack： .mat.thea 形式と同じですが、これにはすべてのテクスチャがパックされてい
ます。
ヒント：ビットマップ、カラー、または手続きをコピーするには、マウス左ボタンを押したままチャンネル間でドラッグアン
ドドロップします。

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。
ヒント：キーボードの Ctrl キーを押したままにすると、複数のオプション
を選択できます。
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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。異方性を設定
しない場合は、値を 0%に設定します。異方性をフルにする場合は、値を 100%に設定します（マテリアルは一方向では完全な反
射/屈折で、もう一方向では完全な粗さです）。
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
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。テクスチャなしを選択した場合、半透明はレンダリング
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： 屈折率ファイルを使用して、物理的に正確なマテリアルを作成できます。このファイルには、マテリアルの波
長ごとに正確な屈折率と減衰係数が記載されます。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：基本レイヤーでは、吸収を反映させるには半透明を有効に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。
吸収値がゼロより大きい場合は、ミリメートル単位の値が表示されます。この値は、吸収色が可視化される距離を表します。
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。板厚を調整し
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～+1 の値を使用できます。ここで、-1 は完全後方散乱メディアに、+1 は完全前方散乱メディアに、0 は等方性メディ
アに相当します。
使用するレイヤー：SSS

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。
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レイヤーをミックスする
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。

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。

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。
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パラメータプロパティ

ユーザーがレイヤープロパティをクリック
すると、パラメータプロパティが Thea ツー
ルウィンドウの右側にポップアップ表示さ
れます。
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。

手続きタイプ

パーリンノイズ： グラデーションノイズのタイプ。そのオプションでは、ローカラーとハイカラーとは別に、ユーザーはオク
ターブの数（0～10）、オメガ（0～1）の数、タービュランスの追加/非追加を設定できます。

オクターブ：
オメガ：
タービュランス：

1
0.5
オフ

1
0.5
オン

10
0.5
オフ

10
1
オフ

Worley ノイズ： このタイプのノイズは、石、水、セルノイズのシミュレーションに使用できます。

パターン：
距離：

ブロブ
ユークリッド

セル
ユークリッド

スマッジ
ユークリッド

モザイク
ユークリッド

マーブル： マーブルマテリアルのような表面に効果を作成します。

オクターブ：
オメガ：
バリエーション：

8
0.5
1.0

8
0.65
1.0

8
0.5
8.0
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ウィンディ： 一種のウィンド効果を作成します。

強さオクターブ：
高さオクターブ：
強さオメガ：
高さオメガ：

3
6
0.5
0.5

6
6
0.5
0.5

6
0.7
0.5
0.5

6
6
0.5
1

エッジランプ： エッジとそれに隣接するフェイスにさまざまなカラーを適用します。エッジランプはマテリアルのプロパティ
ですが、半径プロパティと角度プロパティは、「モデル」タブでオブジェクトごとに定義する必要があります。

拡散に割り当てる

レイヤーウェイトマ
ップとして使用する

カール： これは、異方性スロットでメタリックサーフェスに適用するように特別に設計されています。

フレネルランプ： 主な目的は視野角に対する反射率を変えることです。フレネルランプを使用すると、布、ベルベットなどの
マテリアルを作成できます。

フレネル反射率

フレネル透過率

線形増加
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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）。
カスタム評価
カスタムライト評価を使用すると、特定のライトについて評価するコンポーネント（拡散、半透明、反射率、透過率、SSS な
ど）を選択できるため、不要なコントリビューションを削除してレンダリング時間を短縮できます。
次の例では、発光体についてカスタムライト評価を使用します。

有効

無効
拡散
拡散コンポーネントを使用するすべてのマテリ
アル（床面で最も可視）はエミッタの影響を受
けません。

半透明
真ん中の球の半透明度はエミッタの影響を受け
ません。

反射率
反射率のあるすべてのサーフェス（床、ガラス、
プラスチックの球）はエミッタの影響を受けま
せん。エミッタ自体は反射には非表示です。
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透過率
ガラス球はエミッタの影響を受けません。エミ
ッタ自体はオブジェクトの屈折には非表示で、
ライトはオブジェクトを通過しません。

中間と SSS
右側の球の中間コンポーネントはエミッタの影
響を受けません。

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。

クリッピングタブ
ソフトクリッピング

ハードクリッピング、しきい
値 10%

18

ハードクリッピング、しきい
値 30%

Copyright © 2019 - Altair Engineering, Inc

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。
変位タブ
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。

高さを 0.5cm に設定

高さを 2cm 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）。使用可能な関数は、
Isotropic、Rayleigh、Mie Hazy、Mie Murky、Mie Retro、 ま た は Henyey Greenstein で す
（ 非 対 称 値 を そ れ 以 下 に 設 定 す る こ と も 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ーはオーバービューモードで、ファイルへのパ
スと変更されたパラメータのみを表示します。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。
赤色/緑色/青色シフト：テクスチャカラー値を増減して、
そのトーンを修正できます。
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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テクスチャレイヤー

テクスチャをレイヤー化してブレンドし、ビットマッ
プ、カラー、または手続きをレイヤーとして使用して
複雑な結果を生成できます。
テクスチャのレイヤー化を開始するには、カラー、ビ
ットマップ、または手続きが割り当てられているチャ
ンネル（拡散反射、反射率など）を選択し、チャンネ
ルプロパティパネルから、ハンバーガーアイコンをク
リックして「と混合 ...」を選択します。
「と混合 ...」オプションをクリックすると、2 つのテ
クスチャレイヤーが重なって表示されます。レイヤー
の削除と移動は、レイヤーの場合とまったく同じで
す。
各レイヤー（一番下のレイヤーを除く）には 2 つのブ
レンドモードがあります。乗算と加算。アイコンをク
リックして乗算と加算を切り替えられます。
乗算では*アイコンを使用し、加算では+アイコンを使
用します。
ブレンドモードが加算モードになっているときは、レ
イヤーの比率を調整できます。
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背面マテリアル
サーフェスの前面と背面に別々のマテリアルを適用して、両面マテリアルを作成できます。Thea for SketchUp では、これら
の別々のマテリアルが考慮されます。そのため、ユーザーは生地、木の葉などの複雑なサーフェスを作成できます。
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7.3.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。

24

Copyright © 2019 - Altair Engineering, Inc

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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7.4.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
! スカイの切り替え：
ます。背景イメ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：
す。

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

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
0 グラウンド面の切り替え：
ド面をオン/オフに切り替えます。
プレビューウィジェットを表示/非表示にします。
9 プレビューウィジェットの切り替え：
このウィジェットは、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。太
陽の極角度と方位角は、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いて、プレビューで目的の場所をクリック
して調整できます。
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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8.設定パネル
8.1.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

露光を調整する： レンダリングイメージの露光を自動的に調整します。
トーンマッピング： トーンマッピング手法の選択：標準、Filmic、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。

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。
オリジナルと混合： オリジナルのイメージとノイズ除去されたイメージの間のブレンドを制御します。

その他

立体： 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。
情報：立体オプションは、このダイアログのオプションを使用する前に、「カメラ」タブから有効にする必要があります。立体
レンダリングは Presto エンジンでのみ機能します。
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露出を調整するオプションは、表示設定を自動的に調整して、特定のイメ
ージに基づいた適切な露光を実現します。次のイメージでは、露出不足の
イメージと露出オーバーのイメージに対するこのオプションの効果を確認
できます。
プリセットは、ハンバーガーアイコンをクリックしても利用できます。プ
リセットは、シーン内のライトの輝度を正しく調整し、非現実的な値を使
用しないようにするためのガイドとして使用してください。利用可能なオ
プションは以下のとおりです。
- 露光：内部
- 露光：内部の太陽光
- 露光：外部

露出不足のイメージ

露出オーバーのイメージ

29

イメージは「露出を調整する」オプションを使用
して自動的に調整されます。

Copyright © 2019 - Altair Engineering, Inc

8.2.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 7200 で、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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8.3.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。

8.4.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。
数/秒（fps）：円滑さを制御します。再生するアニメーションフレーム数/秒。標準値

フレーム
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）。
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ネットワーク協力：フレーム、バケット|ピクセル。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。
「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。

9.レンダリングエンジン
9.1.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。
ヒント：「スタート」ボタンの横にあるチェックボックスをオンにすると、選択したオブジェクトだけをレンダリングできま
す。

9.2.PRESTO
Thea Presto は、新規に開発された高度なレンダリングエンジンです。GPU および CPU の
同時実行に最適化されているため、すべての演算能力を利用できます。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 未満の値を使用すると、クランプの効果が高まります
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。
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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。

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。

9.3.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。

9.4.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、多くの労力を最も必要とされる場
所に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、自然と知覚される高品質の結果が生み出
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。
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9.5.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。

10.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
いて、ファイルの共有、ネットワークドライブへのアクセスなどが行え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 7200 がオープン状態であることが
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。
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11.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。

12.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（5 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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13.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。

Thea ウインドウ内

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。

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。

14.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。
• 現在使用されているか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。
• すべての外部依存関係（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。Thea ライブラリの
ダウンロード方法とインストール方法の詳細
は、 付録 C を参照してください。
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、41 ページをご覧ください。
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SketchUp モ デ ル （*.mod.skp） 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
が存在すると、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。

コンテンツブラウザから素材を適用する

Thea ブラウザからマテリアルエディターにマテリアルを適用する方法は 2 つあります。
最初の方法では、マテリアルのサムネイルを右クリックして「編集した Thea マテリアルに適用する」を選択します。マテリア
ルエディターは選択したマテリアルに対してアクティブでなければなりません。
2 番目のオプションでは、Thea ブラウザからマテリアルエディターのマテリアルプレビューにマテリアルをドラッグアンドド
ロップします。

14.1.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。

リフレッシュ
ライブラリのインストール
依存関係付き SketchUp モデルの保存

リフレッシュ： ブラウザの内容を
手動でリフレッシュします。
ライブラリのインストール： ダウ
ンロードした Thea のマテリアルラ
イブラリ、モデルライブラリおよび
スカイライブラリをインストールし
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）に沿って SketchUp シ
ーンのアーカイブを.zip 形式で作
成します。
メモ：すべての依存関係付き SketchUp シーン全体のアーカイブを作成するもう 1 つの方法は、
モデル情報を右クリックして依存関係付き SketchUp モデルの保存を選択することです。

15.プリファレンス
プリファレンスウィンドウは、拡張機能 > Thea レンダリング > プリファ
レンスの順に選択して開けます。

一般タブ

「一般」タブでは、プラグインの言語を変更できます。サポートされる言語
の 1 つをドロップダウンから選択し、SketchUp を再起動して変更を反映さ
せます。

ンドウのコンソールに移動します。

毎（分）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

インタラクティブレンダリングタブ

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。
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チャンネルタブ

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。
レンダーパスを 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。

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。

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、 39.
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18.トラブルシューティング
- Mac のプラグインインストーラーに SketchUp のインストールされたバージョンがありません。
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
ヒント：露光は、プリセット（内装、内装 - 太陽光、外装）と併せて「露出を調整する」ボタンを使用して自動的に調整する
こともできます。
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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。
選択部分だけを置き換えるか、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。

FBX モデルと THEA モデルからプロキシを作成する
Thea for SketchUp では、FBX ファイルをインポートしてプロキシモデルに変換できます。FBX ファイルをインポートしている
間、ユーザーはプロキシマテリアルを調整できます。
• 空白の SketchUp モデルから始めます。
プロキシは 0,0,0 に配置されますが、クリーンなシーンにすることをお勧めします。
• 拡張機能 > Thea Render > ツール > FBX を開く/Thea モデルの編集の順に選択します。
• FBX ファイルを選択します。
• ロードされると、Proxy 作成ダイアログがポップアップし、プロキシ設定を調整できます。
• Thea マテリアルエディターのドロップダウンのマテリアルリストに、インポートしたモデルのマテリアルが表示されます。
リストを閉じると、リストはシーンのマテリアルに戻ります。
• インタラクティブレンダリングを開始し、「Thea から」ボタンを押して生成される.mod.thea ファイルのプレビューを表示し
ます。
•完了したら、「保存」ボタンをクリックして、.mod.thea ファイルの場所を選択します。関連付けられているすべてのテクス
チャと同じ場所にファイルを保存することをお勧めします。
Proxy 作成ウィンドウが閉じると、SketchUp 内部のプロキシおよび HD 上の対応する.mod.thea をレンダリングする準備が整い
ます。

FBX/Thea モデル変換を開始する

インポートしたモデルのマテリアルリ
スト
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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。

薄い
半透明

片面半透明マテリアルを生産し、
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。

利用可能なオプション
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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

利用可能なオプション

プレビュー

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。
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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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24.付録 C
THEA ライブラリのインストール
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THEA ライブラリのダウンロードとインストール

ライブラリは
https://www.thearender.com/libraries/のリンクからダウンロードできます。
ダウンロードするライブラリは zip 形式で圧縮されます。インストールに進む前に、まず.lib.thea ファイルを抽出する必要
があります。抽出したら、SketchUp に進んでメインニューから、
拡張機能 > Thea Render > ツール > ライブラリのインストールの順に選択します。
新しいウィンドウがポップアップして、インストールする.lib.thea ファイルを選択するよう求められます。目的のファイル
を選択して、「開く」をクリックします。次のウィンドウに、「ライセンス契約の受け入れ」をチェックしてから左側のインス
トールアイコンをクリックするよう求める詳細情報が表示されます。
インストールが完了すると、ライブラリがインストールされているパスに関する通知を受け取ります。デフォルトでは、イン
ストーラーは Thea Data/Materials フォルダを使用します。
新しいライブラリには Thea コンテンツブラウザからアクセスできます。

ステップ 1：.lib.thea ファイルを選
択します。

ステップ 2：ライセンスに同意して、
インストールをクリックします。
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ステップ 3：確認ダイアログ。「閉じ
る」をクリックします。
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