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前書き
OpenGL シェーディング言語（GLSL）バージョン 4.0 は、モダンでインタラクティブでグラフィ
カルなプログラムの作成に興味があるプログラマに、かつてないパワーと柔軟性をもたらします。
それは単純でありながら強力な言語とAPI を備え、現代のグラフィック処理ユニット（Graphi
cs Processing Unit、GPU）のパワーを、直接的に使うことを可能にします。

この OpenGL 4.0 シェーディング言語は、最初に分かりやすい例を提供し、各テクニックの
背後にある理論と背景を詳しく述べます。続けてそれらの実装に必要なGLSLとOpenGLのコー
ドを示して説明します。初歩的なものから、テクスチャリング、画面空間テクニック、ライティング、
シェーディング、テセレーション シェーダ、ジオメトリ シェーダ、影などのトピックを含めた高度
なテクニックまで紹介します。



本書が取り上げるもの
1 章、GLSL 4.0 入門は、最新のOpenGLとGLSL 言語の機能を利用するためにOpenGLの
開発環境を設定するためのヒントと助言を与えます。シェーダ プログラムと通信を行うための基
本テクニックも教えます。

2 章、GLSL シェーダの基本は、ディフューズ シェーディング、両面シェーディング、フラット 
シェーディングなどの基本的なシェーディング テクニックの例を提供します。新しい4.0 言語の
機能の1つ、サブルーチンも論じます。

3 章、ライティングとシェーディングの効果と最適化は、複数のライト、フラグメント単位の
シェーディング、スポットライト、トゥーン シェーディング、フォグのような、複雑なライティングと
シェーディングの例を提供します。 さらに中間ベクトルや指向性光源を使って実行速度を少し
速める方法も説明します。

4 章、テクスチャを使うは、テクスチャの GLSLシェーダでの使い方を示す様々な例を提供しま
す。例として、単純な2Dテクスチャ、複数のテクスチャ、法線マップ、アルファ マップ、キュー
ブ マップ、投影テクスチャを紹介しています。フレームバッファ オブジェクトを使ってテクスチャ
にレンダーする方法も論じます。

5章、画像処理と画面空間テクニックは、ブルーム、ブラー、エッジ検出などの後処理効果を適
用する様々なテクニックを論じます。遅延シェーディングと呼ばれる、非常に人気のあるレンダリ
ング テクニックの例も論じます。

6 章、ジオメトリ シェーダとテセレーション シェーダを使うは、読者をシェーダ パイプライン
の新しい強力なセグメントに案内する一連の例を提供します。 いくつかのジオメトリ シェーダの
例を提供し、テセレーション シェーダを使ってジオメトリを異なる詳細レベルで動的にレンダー
する方法を論じます。

7章、影は、シャドウ マッピング アルゴリズムに関連するいくつかのテクニックを紹介します。ま
た主としてテクスチャに基づくシャドウ マップに焦点を合わせ、影を生み出すための基本テクニッ
クと高度なテクニックをいくつか論じます。

8 章、ノイズをシェーダで使うは、事前に計算したノイズ テクスチャを利用して、様々な効果を
作り出す方法を示すテクニックを提供します。最初の2つのセクションで、フリーのオープンソー
ス ライブラリlibnoiseを使ってノイズ テクスチャを生成する方法を示します。次にノイズ テクス
チャを使って木目、雲、電気の干渉、飛散、腐食のような自然と人工的な効果を生み出すいくつ
かの例の説明に移ります。

9章、アニメーションとパーティクルは主にパーティクル システムに焦点を合わせて、シェーダ
内でのアニメーションの例をいくつか論じます。パーティクル システム内でのOpenGLのトラン
スフォーム フィードバック機能の使い方を示す例も提供します。この章の最後の2つのセクショ
ンでは、煙や火のような現実の複雑系をシミュレートするパーティクル システムを紹介します。



本書を理解するために必要なもの
OpenGLプログラミングに精通し、一般的な 3D 座標系、投影、座標変換を理解している必要
があります。

本書の対象読者
本書は、リアルタイムの3次元グラフィックスを作り出すためにGLSL 4.0のモダンな機能を利用
することを望む OpenGL プログラマのためにあります。 ここで紹介するテクニックの実装を調べ
ている経験を積んだGLSLプログラマにも役立ちます。

表記
本書では、異なる種類の情報を区別する数多くのテキスト スタイルが現れます。それらのスタイ
ルの例と、その意味の説明をいくつか示します。

コードの単 語は「The ambient component is computed and stored in 

the variable named ambient」のように示されます。

コードのブロックは次のように示されます:

#version 400

in vec3 LightIntensity;

layout( location = 0 ) out vec4 FragColor;

void main() {

    FragColor = vec4(LightIntensity, 1.0);

}

読者にコード ブロックの特定部分に注意してもらいたいときは、関連する行や項目を強調表示し
ます:

QGLFormat format;

format.setVersion(4,0);

format.setProfile(QGLFormat::CoreProfile);

QGLWidget *myWidget = new QGLWidget(format);

新しい用語と重要な言葉も強調表示されます。 画面上、例えばメニューやダイアログボックス
に表示されるテキストは、本文中で「上の図に示すように、四角形の四隅はe0 – ext, e0 – n 
– ext, e1 + ext, e1 –n + extで与えられます」のように示されます。



警告と重要な注意事項はこのようなボックスで現れます。

本書のサンプル コードのダウンロード
サンプル コード ファイルは、http://www.borndigital.co.jp/にある「サイト内検
索」で、「978-4-86246-189-6」を検索して、「OpenGL 4.0 シェーディング言語」の書籍ペー
ジからダウンロードすることができます。
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Chap
ter

1
GLSL 4.0入門
本章で取り上げる内容：

 ►  GLEWライブラリを使って最新のOpenGL機能にアクセスする
 ►  数学にGLMライブラリを使う
 ►  GLSLとOpenGLのバージョンを決定する
 ►  シェーダをコンパイルする
 ►  シェーダ プログラムをリンクする
 ►  頂点単位の属性と頂点バッファ オブジェクトを使ってシェーダにデータを送る
 ►  アクティブな頂点入力属性とインデックスのリストを得る
 ►  ユニフォーム変数を使ってシェーダにデータを送る
 ►  アクティブなユニフォーム変数のリストを得る
 ►  ユニフォーム ブロックとユニフォーム バッファ オブジェクトを使う
 ►  C++シェーダ プログラム クラスを構築する

はじめに
OpenGLシェーディング言語（GLSL）バージョン4.0は、モダンでインタラクティブでグラフィ
カルなプログラムの作成に興味があるプログラマに、かつてないパワーと柔軟性をもたらします。
それは単純でありながら強力な言語とAPI を備え、現代のグラフィック処理ユニット（Graphi
cs Processing Unit、GPU）のパワーを、直接的に使うことを可能にします。もちろん、Op
enGL シェーディング言語バージョン 4.0 を使うための最初のステップは、最新版の OpenGL 
APIを利用するプログラムの作成です。GLSLプログラムは単独では動作せず、より大きなOpe
nGLプログラムに組み込まなければなりません。本章では、基本的なOpenGL/GLSLプログラ
ムを動かすためのこつと、OpenGLアプリケーションとシェーダ（GLSL）プログラム間の通信の
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ためのテクニックを提供します。本章にはGLSLのプログラミングはありませんが、2 章で本腰を
入れて取り組むので心配しないで下さい。まずは、その背景から始めましょう。

OpenGLシェーディング言語

OpenGLシェーディング言語（GLSL）は、今や OpenGL API の基礎的で不可欠な部分です。
いずれ、OpenGLを使って書かれるどのプログラムも、内部で1つ、あるいは複数のGLSLプロ
グラムを利用するでしょう。それらの GLSLで書かれる「ミニプログラム」は、たいていシェーダ 
プログラム、あるいは単にシェーダと呼ばれます。シェーダ プログラムはGPU 上で動作するも
ので、その名が示すように、（一般には）3 次元イメージのライティングとシェーディングの効果
に関連するアルゴリズムを実装します。 しかし、シェーダ プログラムには単なるシェーディング 
アルゴリズムの実装よりも、ずっと多くのことが可能です。アニメーション、テセレーション、さら
には汎用計算も実行できます。

GPGPU（グラフィックス処理ユニットでの汎用コンピューティング）と称する研究の分野は、GPUを
利用して（たいていはCUDAやOpenCLといった専用APIを使って）流体力学、分子動力学、暗号な
ど汎用計算を実行することに関連します。

シェーダ プログラムは直接 GPU 上で、たいていは並列に実行されるように設計されます。例え
ば、1 つのフラグメント シェーダが全てのピクセルで一度実行され、それぞれの実行は別々の
GPUスレッド上で同時に行われるかもしれません。グラフィックス カード上のプロセッサの数が、
一度に実行可能な数を決定します。 これにより、シェーダ プログラムは信じられないほど効率
的で、プログラマは高度に並列な計算を実装するための単純なAPIを提供できます。

現代のグラフィックス カードで利用可能な計算能力は印象的です。次の表は NVIDIA GeFor
ce 400 シリーズのカードのいくつかのモデルで利用可能なシェーダ プロセッサの数を示してい
ます（ソース： http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Nvidia_gra

phics_processing_units）。

モデル 統合シェーダ プロセッサ
GeForce GT 430 96
GeForce GTS 450 192
GeForce GTX 480 480

シェーダ プログラムはOpenGLアーキテクチャの固定機能パイプラインと呼ばれる部分の置き
換えを意図しています。デフォルトのライティング /シェーディング アルゴリズムが、この固定機
能パイプラインの中核部分です。私たちはプログラマとして、先進的でリアリスティックな効果を
実装したいときには、無理やり固定機能パイプラインを実際よりも柔軟なものにする様々なトリッ
クを使ったものでした。 GLSL の出現は、この「ハードコード」された機能をGLSL で書かれた
独自のプログラムで置き換えることを可能にし、従って大きな追加の柔軟性とパワーを与えること
によって私たちの助けとなりました。プログラマブル パイプラインの詳細は2 章の冒頭部分を参
照して下さい。
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実際、最近の OpenGL の（コア）バージョンは、この機能を提供するだけでなく、全ての Open
GLプログラムの一部としてシェーダ プログラムを要求します。新しいプログラマブル パイプライ
ンを後継者として古い固定機能パイプラインは廃止予定であり、その鍵となる部分はGLSLで書
かれるシェーダ プログラムです。

プロファイル： コア vs. 互換

OpenGLバージョン3.0は非推奨（deprecation）モデルを導入し、関数をOpenGL 仕様か
ら段階的に取り除くことを可能にしました。関数や機能は非推奨とマークすることができるように
なり、それはOpenGLの将来のバージョンから取り除かれる予定であることを意味します。例え
ばglBegin/glEndを使うイミディエイト モード レンダリングはバージョン3.0で非推奨とマー
クされ、バージョン3.1で取り除かれました。

後方互換性を維持するため、OpenGL 3.2で互換プロファイルの概念が導入されました。Ope
nGL の（古い機能が取り除かれた）特定のバージョンを意図したコードを書くプログラマであれ
ば、いわゆるコア プロファイルを使うことになるでしょう。 古い機能との互換性も維持したけれ
ば、互換プロファイルを使えます。

フル vs. 前方互換性コンテキストの概念もあり、それはコア vs. 互換プロファイルの概念と少し異な
るので、やや紛らわしいかもしれません。前方互換と見なされるコンテキストは、基本的に全ての非推
奨機能が取り除かれていることを示します。言い換えると、コンテキストが前方互換なら、それにはコ
アにある関数だけが含まれ、非推奨とマークされたものは含まれません。 フル コンテキストは選択し
たバージョンの全機能をサポートします。 プロファイルと一緒にフルと前方互換ステータスを選択で
きるウィンドウAPIもあります。

コアと互換プロファイルを選択する手順は、ウィンドウ システムAPIに依存します。例えば、Qt
の最近（バージョン4.7以降）のバージョンでは、次のコードで4.0コア プロファイルを選択でき
ます：

QGLFormat format;

format.setVersion(4,0);

format.setProfile(QGLFormat::CoreProfile);

QGLWidget *myWidget = new QGLWidget(format);

サンプル コードのダウンロード
サンプル コード ファイルは、http://www.borndigital.co.jp/にある「サイト内検
索」で、「978-4-86246-189-6」を検索して、「OpenGL 4.0 シェーディング言語」の書籍ページ
からダウンロードすることができます。

本書の全てのプログラムはOpenGL 4.0コア プロファイルと互換です。
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GLEWライブラリを使って 
最新のOpenGL機能にアクセスする
Windows上ではOpenGL ABI（アプリケーション バイナリ インターフェイス）がOpenGLバー
ジョン 1.1 で凍結されています。 Windows 開発者にとっては残念なことに、それはより新しい
バージョンのOpenGLで提供される関数と直接リンクできないことを意味します。その代わりに、
実行時に関数ポインタを取得してそれらの関数にアクセスしなければなりません。 関数ポインタ
へのアクセスを得るには、やや面倒な作業が必要で、コードが乱雑になりがちです。また、一般
にWindowsに付属するOpenGLのヘッダ ファイルは、標準のOpenGL 1.1に準拠しています。
OpenGLのwikiによれば、Microsoftは彼らのコンパイラに付属のgl.hとopengl32.lib

を更新する予定がありません。ありがたいことに、OpenGLライブラリを調べて透過的に必要な
関数ポインタを提供すると同時に、そのヘッダ ファイルで必要な機能を公開することにより、この
全てを私たちに代わって行ってくれるライブラリが（Microsoft 以外から）提供されています。そ
のようなライブラリの1つがGLEW（OpenGL Extension Wrangler）です。

GLEW のディストリビューションをhttp://glew.sourceforge.netからダウンロードし
て下さい。 Windows 用のバイナリが入手できますが、GLEW をソースからコンパイルするのも
比較的簡単です（ウェブサイトの説明を参照して下さい： http://glew.sourceforge.

net）。

GLEW のディストリビューションからヘッダ ファイル glew.hとwglew.hをコンパイラ用の適
切な場所に置きます。 Windows を使っている場合は、glew32.libをコンパイラの適切なラ
イブラリ ディレクトリにコピーし、glew32.dllをシステムの実行パスか、自分のプログラムの
実行ファイルと同じディレクトリに置いて下さい。GLEW のウェブサイトに全ての OSと一般的な
コンパイラ用の完全なインストール方法があります。

GLEWを自分のプロジェクトでGLEWを初めて使うときには、以下の手順に従います：

1. コードの先頭で、OpenGL のヘッダ ファイルをインクルードする前に必ず glew.h

ヘッダをインクルードします：
#include <GL/glew.h>

#include <GL/gl.h>

#include <GL/glu.h>

2. プログラム コードでは、GLコンテキストを作成した直後、OpenGL関数を呼び出す
前に、どこか（一般的には初期化関数の中）に次のコードを挿入します：
GLenum err = glewInit();

if( GLEW_OK != err )
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{

    fprintf(stderr, "GLEWの初期化エラー: %s\n",
            glewGetErrorString(err) );

}

これだけです！

glew.hヘッダ ファイルのインクルードによりOpenGL関数の関数ポインタとしての宣言が与え
られるので、全ての関数のエントリ ポイントがコンパイル時に利用できます。実行時には、gle

wInit()関数がOpenGLライブラリをスキャンして、全ての利用可能な関数ポインタを初期化
します。 関数が利用できない場合、コードはコンパイルされますが、その関数ポインタは初期化
されません。

GLEWには、とても役に立ついくつかの追加機能とユーティリティが含まれます。

GLEW visualinfo
コマンドライン ユーティリティvisualinfoを使い、全ての利用可能な拡張機能と「ビジュアル」

（ピクセル フォーマット、pbuffer が利用できるか、など）のリストを取得できます。 実行すると
visualinfo.txtというファイルが作成され、そこには利用可能なビジュアル（ピクセル フォー
マット、pbuffer が利用できるかなど）の表を含む、全ての利用可能な OpenGL、WGL、GLU
の拡張機能のリストが含まれます。

GLEW glewinfo
コマンドライン ユーティリティglewinfoはドライバがサポートする全ての利用可能な関数をリ
ストします。実行結果は標準出力にプリントされます。

拡張機能が利用可能かどうかを実行時にチェックする
特定の命名規約を使う、いくつかの GLEW のグローバル変数の状態をチェックすることにより、
拡張機能が利用可能かどうかもチェックできます。例えば ARB_vertex_programが利用可
能かどうかをチェックするには、次のようにします：

if ( ! GLEW_ARB_vertex_program )

{

    fprintf(stderr, "ARB_vertex_program がありません!\n");
    ...

}
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OpenGL の拡張機能を管理する別の選択肢は GLee（GL Easy Extension）ライブラリです。
それはhttp://www.elf-stone.com/glee.phpから入手でき、修正 BSDライセンスの
下で公開されています。GLEWと似たやり方で動作しますが、実行時の初期化は不要です。

数学にGLMライブラリを使う
数学は全てのコンピュータ グラフィックスの中核です。 以前のバージョンでは、OpenGL が標
準の行列スタックを使った座標変換と投影の管理をサポートしていました（GL_MODELVIEWと
GL_PROJECTION）。しかしコア OpenGL 4.0 では、行列スタックをサポートする機能が全て
取り除かれています。従って、普通の変換と投影の行列をサポートし、それらをシェーダに渡す
のは自分の責任になります。 もちろん、これを管理する独自の行列とベクトルのクラスを書くこと
もできますが、読者が私と同じなら、既成の安定したライブラリを使うほうを好むでしょう。

そのようなライブラリの1つが Christophe Riccioにより書かれたGLM（OpenGL Mathema
tics）です。そのデザインはGLSLの仕様を基にしているので、その構文はGLSLの数学サポー
トとよく似ています。これは経験を積んだGLSLプログラマにとって、それを非常に使いやすいも
のにしています。さらにglOrtho、glRotate、gluLookAtのような、ないと不自由ないくつ
かのOpenGL関数と似た機能を持つ拡張機能も提供します。

http://glm.g-truc.netから最新のGLMのディストリビューションをダウンロードして下
さい。アーカイブ ファイルを解凍し、その中のglmディレクトリをコンパイラのインクルード パス
のどこかにコピーします。

GLMライブラリは、そのコア ヘッダ ファイル（次のコードでハイライトされた）と拡張機能のヘッ
ダをインクルードするだけで使えます。ここでは行列変換拡張機能と、transform2拡張機能
をインクルードします。

#include <glm/glm.hpp>

#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>

#include <glm/gtx/transform2.hpp>

そうするとGLMのクラスをglm名前空間で使えます。次はその一部の利用例です。

glm::vec4 position = glm::vec4( 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f );

glm::mat4 view = glm::lookAt( glm::vec3(0.0,0.0,5.0),
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                              glm::vec3(0.0,0.0,0.0),

                              glm::vec3(0.0,1.0,0.0) );

glm::mat4 model = glm::mat4(1.0f);

model = glm::rotate( model, 90.0f, glm::vec3(0.0f,1.0f,0.0) );

glm::mat4 mv = view * model;

glm::vec4 transformed = mv * position;

GLMライブラリはヘッダだけのライブラリです。実装は全てヘッダ ファイルに含まれます。別に
何かをコンパイルして、プログラムをリンクする必要はありません。 ヘッダ ファイルをインクルー
ド パスに置くだけです！

上の例は、最初に位置を表すvec4（4 座標ベクトル）を作成します。次にtransform2機能
拡張の glm::lookAt関数を使って 4×4 のビュー行列を作成します。これは昔の gluLook

At関数と似たやり方で動作します。この例ではカメラの位置を(0,0,5)、原点方向を見て、「上」
方向をY 軸の方向に設定します。続いて最初に単位行列を変数modelに格納し（コンストラク
タ： glm::mat4(1.0f)で）、glm::rotate関数を使って回転行列を乗算することにより
モデル行列を作成します。 この乗算は glm::rotate 関数により暗黙的に行われます。 その
最初のパラメータに関数が生成する回転行列を乗じます。 2 番目のパラメータは回転の角度で

（度）、3 番目のパラメータは回転の軸です。その正味の結果は Y 軸の周りの 90 度の回転行列
です。

最後に、viewとmodel変数を乗算してモデルビュー行列（mv）を作成し、その結合行列を使っ
て位置を変換します。 期待される振る舞いをするように乗算オペレータはオーバーロードされて
います。

上に述べたように、GLMライブラリは可能なかぎりGLSL仕様に準拠し、GLSLでは不可能な追
加機能もあります。GLSLに精通しているのであれば、GLMが簡単で自然な選択です。

GLMでは入れ替え（swizzle）オペレータ（foo.x、foo.xxyのようなコマンドで成分を選択する）が
デフォルトで無効になっています。 メインの GLM ヘッダをインクルードする前に GLM_SWIZZLEを
定義することで、選択的に有効にできます。GLMのマニュアルに詳細があります。例えば、全ての入
れ替えオペレータを有効にするには、次のようにします：
#define GLM_SWIZZLE

#include <glm/glm.hpp>



Chapter 1：GLSL 4.0 入門　

次のようなコマンドでGLM名前空間の全てをインポートすることは推奨されません：

using namespace glm;

これはおそらく多くの名前空間の衝突を引き起こします。 代わりに、例えば次のように必要に応
じてシンボルをインポートするほうが好ましいでしょう。

#include <glm/glm.hpp>

using glm::vec3;

using glm::mat4;

GLMの型をOpenGLへの入力として使う
GLMは、OpenGLのベクトル関数（"v"で終わるもの）の1つを使ってGLMの型をOpenGLに
直接渡すことをサポートします。例えば、次のコードでprojという名前のmat4をOpenGLに
渡せます：

#include <glm/glm.hpp>

#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>

...

glm::mat4 proj = glm::perspective( viewAngle, aspect,

                                   nearDist, farDist );

glUniformMatrix4fv(location, 1, GL_FALSE, &proj[0][0]);

GLMのウェブサイト、http://glm.g-truc.netに追加のドキュメントと例があります。

GLSLとOpenGLのバージョンを決定する
幅広いシステムをサポートするには、現在のドライバがサポートするOpenGLとGLSLのバージョ
ンの問い合わせが不可欠です。それはとても簡単で、glGetStringとglGetIntegervと
いう2つの主要な関数があります。

次に示すコードは標準出力にバージョン情報をプリントします：

const GLubyte *renderer = glGetString( GL_RENDERER );

const GLubyte *vendor = glGetString( GL_VENDOR );
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const GLubyte *version = glGetString( GL_VERSION );

const GLubyte *glslVersion = 

    glGetString( GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION );

GLint major, minor;

glGetIntegerv(GL_MAJOR_VERSION, &major);

glGetIntegerv(GL_MINOR_VERSION, &minor);

printf("GL Vendor    : %s\n", vendor);

printf("GL Renderer  : %s\n", renderer);

printf("GL Version (string)  : %s\n", version);

printf("GL Version (integer) : %d.%d\n", major, minor);

printf("GLSL Version : %s\n", glslVersion);

OpenGLバージョンの取得に2つの異なる方法、glGetStringとglGetIntegervがある
ことに注意して下さい。 前者は人が読める出力には便利ですが、文字列を解析する必要がある
ので、プログラムでバージョンをチェックするのには便利でないかもしれません。 glGetStri

ng(GL_VERSION)が与える文字列はドットで分割されるメジャーとマイナー バージョンで開
始するはずですが、マイナー バージョンの後にベンダー固有のビルド番号が続くこともあります。
さらに、残りの文字列には追加のベンダー固有情報が含まれ、選択されたプロファイルについて
の情報も含まれるかもしれません（本章の冒頭を参照）。

glGetIntegerはOpenGL 3.0以降で利用可能です。

GL_VENDORとGL_RENDERERの問い合わせは、OpenGLドライバについての追加情報を提
供します。glGetString(GL_VENDOR)の呼び出しは、その OpenGLを実装した会社を返
します。glGetString(GL_RENDERER)の呼び出しは、特定のハードウェア プラットフォー
ムに固有のレンダラーの名前を与えます（例えば「ATI Radeon HD 5600 Series」）。どちらも
リリースごとに変わるものではないので、現在のプラットフォームの決定に使えます。

本書の文脈でより重要なものは、サポートするGLSL のバージョン番号を与えるglGetStrin

g(GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION)への呼び出しです。 この文字列はピリオドで区切
られたメジャーとマイナーのバージョン番号で開始するはずですが、GL_VERSIONの問い合わ
せと同様に、その他のベンダー固有の情報を含むこともあります。

しばしば現在の OpenGL 実装がサポートする拡張機能の問い合わせが役に立ちます。 Open
GL 3.0 以前のバージョンでは、次のコードでスペースで区切られた拡張機能名のリストを取り
出せました：
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GLubyte *extensions = glGetString(GL_EXTENSIONS);

返される文字列は極めて長く、その解析は注意深く行わないとエラーになりがちです。

OpenGL 3.0で新しいテクニックが導入され、上の機能は非推奨になりました（最終的に3.1で
取り除かれました）。 拡張機能名はインデックスされるようになり、インデックスで個別に問い合
わせることができます。これにはglGetStringの形式を使います。例えば、インデックスiに
格納される拡張機能の名前を得るには、glGetString(GL_EXTENSIONS, i)とします。
次のコードで、全ての拡張機能の一覧をプリントできます：

GLint nExtensions;

glGetIntegerv(GL_NUM_EXTENSIONS, &nExtensions);

for( int i = 0; i < nExtensions; i++ )

   printf("%s\n", glGetStringi( GL_EXTENSIONS, i ) );

GLEWライブラリには拡張機能情報を問い合わせるための追加機能があります。GLEWライブ
ラリを使って最新のOpenGL機能にアクセスするを参照して下さい。

シェーダをコンパイルする
GLSLコンパイラはOpenGLライブラリに組み込まれ、シェーダは実行中のOpenGLプログラム
のコンテキストの中でしかコンパイルできません。 現在のところ GLSL シェーダやシェーダ プロ
グラムを事前にコンパイルするための外部ツールはありません。

最近、OpenGL 4.1 はコンパイルされたシェーダ プログラムをファイルに保存する機能を追加し、
OpenGL プログラムは事前にコンパイルしたシェーダ プログラムをロードすることにより、シェーダ
のコンパイルのオーバーヘッドを避けることが可能になりました。

シェーダのコンパイルには、シェーダ オブジェクトの作成、ソース コード（文字列、または文字
列のセット）のシェーダ オブジェクトへの供給、シェーダ オブジェクトにコードのコンパイルを依
頼することが含まれます。そのプロセスが次の図に表されています。
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シェーダ
ソース

シェーダ
オブジェクト

シェーダ
ソース

コンパイル

シェーダをコンパイルするには、そのための基本的な例が必要です。 次の単純な頂点シェーダ
で始めましょう。これをbasic.vertという名のファイルに保存して下さい。

#version 400

in vec3 VertexPosition;

in vec3 VertexColor;

out vec3 Color;

void main()

{

   Color = VertexColor;

   gl_Position = vec4( VertexPosition, 1.0 );

}

このコードが何をするか気になる読者のために言っておくと、「パススルー」シェーダとして動
作します。 入力属性 VertexPositionとVertexColorを、出力変数 gl_Positionと
Colorでフラグメント シェーダにそのまま渡します。

次に、標準的なウインドウ ツールキットを使ってOpenGLプログラム用の基本的なシェルを作る
必要があります。クロス プラットフォームのツールキットとしてはGLUT、FLTK、Qt、wxWidg
etsなどがあります。本書を通じて、読者は基本的なOpenGLプログラムを自分の好みのツール
キットで作成できると仮定します。実質的に、全てのツールキットは初期化関数のためのフック、
リサイズ コールバック（ウインドウのサイズ変更で呼び出される）、描画コールバック（ウインドウ
更新のたびに呼び出される）を持っています。ここで必要なのはOpenGLコンテキストを作成し
て初期化するプログラムで、それは空のOpenGLウインドウを表示する以外に何もする必要はあ
りません。

最後に、シェーダのソース コードをshaderCodeという文字配列にロードする必要があります。
その終わりにヌル文字を加えることを忘れないで下さい！　この例では変数 shaderCodeがヌ
ル文字で正しく終端されたGLcharの配列をポイントすると仮定します。
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シェーダのコンパイルは、以下のステップで行います：

1. シェーダ オブジェクトを次のように作成します：
GLuint vertShader = glCreateShader( GL_VERTEX_SHADER );

if( 0 == vertShader )

{

  fprintf(stderr, "頂点シェーダ作成エラー。\n");
  exit(1);

}

2. ソース コードを（場合により複数の場所から）シェーダ オブジェクトにコピーします：
const GLchar * shaderCode = loadShaderAsString("basic.vert");

const GLchar* codeArray[] = {shaderCode};

glShaderSource( vertShader, 1, codeArray, NULL );

3. シェーダをコンパイルします：
glCompileShader( vertShader );

4. コンパイル ステータスを検証します：
GLint result;

glGetShaderiv( vertShader, GL_COMPILE_STATUS, &result );

if( GL_FALSE == result )

{

  fprintf( stderr, "頂点シェーダのコンパイルに失敗しました!\n" );

  GLint logLen;

  glGetShaderiv( vertShader, GL_INFO_LOG_LENGTH, &logLen );

  if( logLen > 0 )

  {

    char * log = (char *)malloc(logLen);

    GLsizei written;

    glGetShaderInfoLog(vertShader, logLen, &written, log);

    fprintf(stderr, "シェーダ ログ:\n%s", log);
    free(log);

  }

}

最初のステップは、関数 glCreateShaderを使ってシェーダ オブジェクトを作成します。引
数はシェーダの型で、GL_VERTEX_SHADER、GL_FRAGMENT_SHADER、GL_GEOMETRY_
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SHADER、GL_TESS_EVALUATION_SHADER、GL_TESS_CONTROL_SHADERのどれかで
す。この場合は頂点シェーダをコンパイルするので、GL_VERTEX_SHADERを使います。この
関数は頂点シェーダ オブジェクトの参照に使う値を返し、それはオブジェクト 「ハンドル」とも呼
ばれます。その値を変数vertShaderに格納します。シェーダ オブジェクトの作成中にエラー
が発生した場合この関数は0を返すので、チェックしてそれが起きたら適切なメッセージをプリン
トして終了します。

シェーダ オブジェクトの作成の次は、関数glShaderSourceを使ってソース コードをシェー
ダ オブジェクトにロードします。この関数は複数のファイルを一度にコンパイルするオプションを
サポートするため、文字列の配列を受け取るように設計されています。そこでglShaderSour

ceを呼び出す前に、ソース コードへのポインタをcodeArrayという名の配列に置きます。gl

ShaderSourceへの最初の引数はシェーダ オブジェクトへのハンドルです。 2 番目は配列に
含まれるソース コード文字列の数です。3番目の引数はソース コード文字列の配列へのポイン
タです。最後の引数は、その前の引数の各ソース コード文字列の長さを持つGLint値の配列
です。この場合はNULLの値を渡し、それは各ソース コード文字列がヌル文字で終端されてい
ることを意味します。ソース コード 文字列がヌルで終端されていない場合、この引数は有効な
配列でなければなりません（訳注： ソース コードの長さを指定しないと、プラットフォームやベン
ダーによってコンパイルできないケースがありました）。 この関数から戻るとソース コードは Op
enGL の内部メモリにコピーされているので、ソース コードの格納に使ったメモリは開放してか
まいません。

次のステップはシェーダのソース コードのコンパイルです。 これは単純に glCompileShad

erを呼び出し、ハンドルをコンパイルするシェーダに渡して行います。もちろん、ソース コード
の正しさによってコンパイルは失敗するかもしれないので、次のステップは コンパイルが成功し
たかどうかのチェックです。

コンパイル ステータスは、シェーダ オブジェクトの属性を問い合わせる関数 glGetShader

ivの呼び出しで問い合わせることができます。 この場合はコンパイル ステータスに関心がある
ので、2 番目の引数として GL_COMPILE_STATUSを使います。もちろん最初の引数はシェー
ダ オブジェクトへのハンドルで、3 番目の引数はステータスを格納する整数へのポインタです。
この関数は、コンパイルが成功したかどうかを示すGL_TRUEとGL_FALSEのどちらかの値を3
番目の引数に与えます。

コンパイル ステータスが GL_FALSEの場合はシェーダのログを問い合わせることができ、それ
は失敗に関する追加の詳細情報を与えます。 これは最初にやはりglGetShaderivを GL_

INFO_LOG_LENGTHの値で呼び出してログの長さを問い合わせることで行います。これはヌル
終端文字を含むログの長さを変数logLenに与えます。次にログのためのスペースを割り当て、
glGetShaderInfoLogを呼び出してログを取り出します。その最初のパラメータはシェーダ 
オブジェクトへのハンドルで、2 番目はログを格納する文字バッファのサイズ、3 番目の引数は実
際に書き込まれた文字の数（ヌル終端文字を除く）を格納する整数へのポインタ、4番目の引数は
ログ自体を格納する文字バッファへのポインタです。 ログを取り出したら、それを stderrにプ
リントしてメモリ スペースを開放します。
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シェーダをコンパイルするためのテクニックは、どのシェーダ型でもほとんど同じです。大きな違
いは glCreateShaderへの引数だけです。 もちろん、シェーダのコンパイルは最初のステッ
プにすぎません。動くシェーダ プログラムを作成するには、たいてい少なくとも2つのシェーダを
コンパイルしてから、シェーダ プログラム オブジェクトにシェーダをリンクしなければなりません。
リンクに必要なステップは、次のシェーダ プログラムをリンクするで見ることになります。

シェーダ オブジェクトを削除する
不要になったシェーダ オブジェクトはglDeleteShaderの呼び出しで削除できます。これは
シェーダが使っているメモリを開放し、そのハンドルを無効にします。 シェーダ オブジェクトが
既にプログラム オブジェクトにアタッチされている場合は（シェーダ プログラムをリンクするを
参照）すぐには削除されず、プログラム オブジェクトからデタッチされたときに削除するためのフ
ラグが立ちます。

次のシェーダ プログラムをリンクする。

シェーダ プログラムをリンクする
シェーダをコンパイルしたら、それを実際に OpenGL パイプラインにインストールする前に、
シェーダ プログラムに一緒にリンクする必要があります。 とりわけリンクのステップでは、ある
シェーダの入力変数を別のシェーダの出力変数に接続し、シェーダの他の入 / 出力変数をOpe
nGL環境の適切な位置に接続する必要があります。

リンクに含まれるステップは、シェーダのコンパイルと似ています。各シェーダ オブジェクトを新
しいシェーダ プログラム オブジェクトにアタッチしてから、シェーダ プログラム オブジェクトにリ
ンクを命じます（リンクの前にシェーダ オブジェクトがコンパイルされていることを確認して下さ
い）。

シェーダ
オブジェクト

シェーダ
オブジェクト

アタッチ

アタッチ リンク
シェーダ 
プログラム 
オブジェクト
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ここでは 2 つのシェーダ オブジェクトがコンパイルされ、そのハンドルが変数 vertShaderと
fragShaderに格納されていると仮定します。

ここと本章では、フラグメント シェーダに次のソース コードを使います：

#version 400

in vec3 Color;

out vec4 FragColor;

void main()

{

    FragColor = vec4(Color, 1.0);

}

頂点シェーダには、シェーダをコンパイルするのソース コードを使います。

私たちのOpenGL初期化関数では、vertShaderとfragShaderが参照するシェーダ オブ
ジェクトのコンパイルの後、以下のステップに従います。

1. プログラム オブジェクトを作成します：
GLuint programHandle = glCreateProgram();

if( 0 == programHandle )

{

    fprintf(stderr, "プログラム オブジェクトの作成でエラーがありました。\n");
    exit(1);

}

2. シェーダをプログラム オブジェクトにアタッチします：
glAttachShader( programHandle, vertShader );

glAttachShader( programHandle, fragShader );

3. プログラムをリンクします：
glLinkProgram( programHandle );

4. ステータスを検証します：
GLint status;

glGetProgramiv( programHandle, GL_LINK_STATUS, &status );

if( GL_FALSE == status ) {
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    fprintf( stderr, "シェーダ プログラムのリンクに失敗しました!\n" );

    GLint logLen;

    glGetProgramiv(programHandle, GL_INFO_LOG_LENGTH, &logLen);

    if( logLen > 0 )

    {

        char * log = (char *)malloc(logLen);

        GLsizei written;

        glGetProgramInfoLog(programHandle, logLen,

                            &written, log);

        fprintf(stderr, "プログラム ログ: \n%s", log);
        free(log);

    }

}

5. リンクが成功したら、プログラムをOpenGLパイプラインにインストールします：
else {

   glUseProgram( programHandle );

}

最初に glCreateProgramを呼び出して空のプログラム オブジェクトを作成します。 この関
数が返すプログラム オブジェクトへのハンドルを、programHandleという名の変数に格納し
ます。プログラムの作成でエラーが起きたら、この関数は0を返します。それをチェックし、発生
した場合はエラー メッセージをプリントして終了します。

次に、それぞれのシェーダをglAttachShaderを使ってプログラム オブジェクトにアタッチし
ます。 その最初の引数はプログラム オブジェクトへのハンドル、2 番目はアタッチするシェーダ 
オブジェクトへのハンドルです。

次にプログラム オブジェクトへのハンドルを引数としてglLinkProgramを呼び出し、プログラ
ムをリンクします。 コンパイルと同じく、リンクの成功／失敗をその後の問い合わせでチェックし
ます。

リンクのステータスはglGetProgramivを呼び出してチェックします。 glGetShaderivと
同様に、glGetProgramivでシェーダ プログラムの様々な属性を問い合わせられます。この
場合は、GL_LINK_STATUSを2番目の引数として与えてリンクのステータスを尋ねます。ステー
タスは、この場合はstatusという名の3番目の引数が指す場所に返ります。

リンク ステータスはリンクの成功または失敗を示す GL_TRUEとGL_FALSEのどちらかです。
ステータスの値が GL_FALSEなら、追加情報とエラー メッセージを含むプログラムの情報ログ
を取り出して表示します。プログラム ログはglGetProgramInfoLogを呼び出して取り出し
ます。その最初の引数はプログラム オブジェクトへのハンドル、2番目はログを格納するバッファ
のサイズ、3 番目はバッファに書き込まれるバイト数（ヌル終端を除く）を格納するGLsizei変
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数へのポインタ、4 番目はログを格納するバッファへのポインタです。 パラメータが GL_INFO_

LOG_LENGTHのglGetProgramivへの呼び出しが返すサイズを基に、バッファを割り当てま
す。ログに供給される文字列は正しくヌル終端されています。

最後にリンクが成功したら、プログラムへのハンドルを引数としてglUseProgramを呼び出し、
プログラムをOpenGLパイプラインにインストールします。

ここの単純なフラグメント シェーダと、シェーダをコンパイルするの頂点シェーダをコンパイル、
リンクして OpenGL パイプラインにインストールすれば完全な OpenGL パイプラインが得られ、
レンダリングを開始する準備ができます。三角形を描いてColor属性に異なる値（赤、緑、青）
を供給すれば、頂点が赤、緑、青、三角形の内部で 3 つの色が補間されて全体でブレンドされ
るマルチカラーの三角形のイメージが生成されます。

1 つの OpenGL プログラムの中で複数のシェーダ プログラムをコンパイルしてリンクできます。
それらはglUseProgramを呼び出して望みのプログラムを選択することにより、OpenGL パイ
プラインで入れ替えることができます。

シェーダ プログラムを削除する
プログラムが不要になったら、プログラム ハンドルを唯一の引数としてglDeleteProgramを
呼び出すことにより、OpenGLのメモリから削除できます。これはハンドルを無効にしてプログラ
ムが使っていたメモリを開放します。プログラム オブジェクトが現在使用中の場合はすぐには削
除されず、使われなくなったときに削除するフラグが立ちます。

シェーダ プログラムを削除すると、プログラムにアタッチされていたシェーダ オブジェクトはデ
タッチされますが、それらのシェーダ オブジェクトは、既に以前の glDeleteShaderへの呼
び出しで削除のフラグが立っていなければ削除されません。

 ►  シェーダをコンパイルする


