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Chapter 1 Introduction
The James K. Polk Plugin Collection (略してJKP)は、ニューテック社製 LightWave３
D（以下、LW）の機能拡張を目的として開発しました。 JKPは主要なLWサイト
との緊密な協力関係のもと、３年の時を要しコ レクションとしてリリースするこ
ととなりました。このような協力関 係を得たことは、LWレイアウトが最も必要
としている機能拡張を明ら かにする上で大変有益なものでした。

1.1 Installation
LW３Ｄレイアウト用プラグインであるJKPは、LightWave 5.0以上の バージョンと
ハードディスク約１MBの容量を必要とします。polk.pフ ァイルに全てのプラグイ
ンプログラム、qdemo.zipファイルにデモンス トレーションを収めてあります。
プラグインのインストールは、LWのレイアウトプラグインディレク トリにpolk.p
をコピーします。通常は、LWのインストールにおける Plugins￥Layout\サブディ
レクトリ中にコピーされます。
コピーが終了したら、LWにインストールを認識させて下さい。LW上 で使用中の
全てのコピーを一旦閉じて、再起動し、LW5.xのオプション パネル、LW6.xではE
xtrasパネルから、 Add Plug-ins を選択し、ファ イルリクエスターで、polk.p ファ
イルを選択して下さい。 プラグイ ン組み込みに成功、データベースに加えら
れました （あるいは、 ○ ○ plugins found ）と画面上に表示されます。LWが
プラグイン数と インターフェイス数の両方をカウントするために実際のプラグイ
ン数 の倍数が表示されます。稀にプラグインが見つからない場合には、LW
コピーが終了したら、LWにインストールを認識させて下さい。LW上 で使用中の
全てのコピーを一旦閉じて、再起動し、LW5.xのオプション パネル、LW6.xではE
xtrasパネルから、 Add Plug-ins を選択し、ファ イルリクエスターで、polk.p ファ
イルを選択して下さい。 プラグイ ン組み込みに成功、データベースに加えら
れました （あるいは、 ○ ○ plugins found ）と画面上に表示されます。LWが
プラグイン数と インターフェイス数の両方をカウントするために実際のプラグイ
ン数 の倍数が表示されます。稀にプラグインが見つからない場合には、LW を閉
じて、やり直して下さい。
尚、最新版の製品のダウンロードは弊社下記Webサイト上 http://www.worley.com/d
ownloads.htmlです。

1.2 Licensing
残念なことに、 著作権侵害 はプラグインツールを扱う上での大 きな悩みの種
です。規模的に扱いやすく、またスタンドアローンのアプ リケーションと比較し
て格下と見られるせいか、クラッカーの格好の ターゲットとなっています。不法
中の不法ですが、被害に遭う例は多く の業者間で後を絶ちません。著作権侵害の
被害を見越して価格を高く 設定している業者が多いのが実状です。しかし、こう
した理由で価格を 上げることは私の望むところではありません。低価格でその価
格以上 の品質を提供するという当社のポリシーに反します。
インを著作権侵害から出来るだけ自衛する他にありません。そのため に、当社で
はLWのドングルを使用する方法をとっています。つまり当 社の製品はPCではな
く、特定したドングルに使用を限定する方法を採 用しています。自宅用とオフィ
ス用の両方にLWをインストールし、ド ングルを付け替える場合には、LW同様、
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サスクワッチも問題なく双方 で使用が可能です。
一旦ライセンスの手続き（ライセンシング）が済むと、その後同 様の作業は必要
ありません。スタジオ等で複数ドングルのライセンシ ングを実行する場合は簡単
に処理する方法があります。またネットワ ーク上でのプラグインの共有について
も問題ありません。
インストールが済むと、プラグインのレンダリング、ロード、セーブ の実行はラ
イセンシング前でも可能ですが、インターフェイスの起動 には、これからお話し
するライセンシングという作業をしていただく 必要があります。
（１）LW5.xのオプションボタン、LW6.xではプラグインの名前をダ ブルクイッ
クし、プラグインのlicensing（ライセンシング）パネルを 呼び出します。プラグ
イン名、バージョン、Date(開発月日)と、あなたの Machine ID が表示されま
す。このMachine IDがあなたのドングル に特定した内部に記憶された№です。
＊ドングルの周囲に記された数字の数々はどれもドングル№じゃない。ボクが思
うに あれは宝くじの当選番号を予測した数字か何かだと思うんだ。
（２）プラグインのインターフェイスを開くには、当社からライセン スコードを
取得する必要があり、そのために
1 Machine ID № （上記） 2 プラグインのシリアル№（マニュアル裏表紙記載）を、
Eメール（ライセンス取得：license@worley.com）、ファックス、電 話いずれかの
方法で当社にご連絡下さい。ライセンシング画面から自 動的にEメールを送るシ
ステムもご利用可能です（このシステムは全 ての方に有効ではありません。まず
デフォルトのメールプログラムが 必須です。ご了承下さい。）、この場合はプラ
グインのシリアル№だけ 追記入して下さい。ライセンスコードのご連絡は優先事
項として対処 しています。営業日であれば２４時間以内にご連絡します。
＊ 熱心な社員が自宅からでも出来るだけ早くコードを連絡しようと頑張ってい ま
す！
複数のプラグインのライセンシングを行う場合は、この作業をドン グル毎に繰り
返して下さい。プラグインプログラムがネットワーク上 での複数ライセンスコー
ドの処理も適切に実行します。５つ以上のラ イセンシング処理を行う場合は、当
社ご連絡を下さい。簡単に行う方法 をお知らせします。
ライセンスコードをライセンスパネルに入力して下さい。複数マシ ンのコードの
場合は、マシン毎に正しいライセンスコードを入力する ように注意して下さい。
これでライセンシングの終了です。（新しい PCにインストールしない限り、ライ
センシングのリクエスターが表示 されることはありあません。）
このライセンシングを強要するのは恐縮ですが、然るべきセキュリ ティを確保し
つつ、可能な限り簡単明瞭なプロセスにしたつもりです。 セキュリティを保つこ
とが、価格を抑え、高いクオリティの製品作りに つながると確信しています。理
想を言えば、こうしたプロテクションは 無い方が良いのですが、なかなかユート
ピアに住むのは難しいもので す。
＊ 我が街こそユートピアと思われる方は、是非僕が後からお尋ねできるように、
ご住所と共に写真などを送っていただくと嬉しいです！
尚、ScreamerNetマシンはライセンシングの必要はありません。 ScreamerNet上で
は数の制限を受けずにプラグインの使用が可能です。
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1.3 Demonstration Scenes
qdemo.zip ファイルには、約30のデモンストレーションシーン を圧縮してお
り、マニュアルに記した多様なシーンを参照できます。各 プラグインの特徴と機
能を正確に理解し、用途とアイデアを広げるた めに活用して下さい。このディス
クは、デモンストレーションを使う場 合を除いてはインストールの必要はありま
せん。デモ集は、zip ファイ ルに圧縮しているので、インストールする場合は、P
Kzip やWinZIPな どの zip 圧縮解凍プログラムを使用して、ファイルを抽出し
て下さ い。サンプルはどのディレクトリにインストールしても構いません。

1.4 ScreamerNet and Multiple Machines
LWする場合は、プラグインのインストールを行う前に、必ず他の全マシン のLW
を終了して下さい。終了していないと、他のLWが環境設定ファ イルLW.cfg上に
再書き込みしてしまいます。
複数のマシンが同じプラグインファイルを共有している場合、全て のマシンにお
いて、正しくLW.cfgファイルが作成されたか注意を要し ます。それぞれのコンピュ
ータ毎に、順々にインストールする方法があ ります。LWを立ち上げると、全
てのマシンがそれぞれにLightWave、 LW.cfg、プラグインのファイルを併せ持つ
ように作業を行って下さい。
あるいは、代わりに１台のマスターサーバが上記全てのファイルを 所有し、それ
ぞれのマシンがネットワークを通じて、ファイルにアクセ スするというさらにお
薦めの方法があります。この場合、プラグインフ ァイルのパスネームはマシンに
特定しないようにして下さい。LWと プラグインファイルをストアするために、
ネットワークドライブの文 字（例えば、Z:） を指定すれば良いわけです。ホスト
サーバーを含め た全マシンはZ:としてネットワークドライブをマウントし、常に
ドラ イブの先頭にくる文字で、参照されることになります。
C:\newtek\plugins\polk.pといった、サーバーマシンのみに有効 な絶対パス名を使用
すると、トラブルにつながります。他のマシンは、 それぞれのCドライブに必ず
しもそのファイルを保存する必要がない ため、Ｃドライブを参照してエラーの原
因になります。
ネットワーク上のセットアップの問題点は、ScreamerNet自体の問 題でエラーの原
因分析を難しくする点にあります。ネットワーク上の ＬＷのインストールは、ニュ
ーテック社テクニカルサポートチームの 課題の１つです。問題が生じた場合は、
日本の皆さんはディ・ストーム 社にご連絡してサポートを受けることをお薦め
します。

1.5 Legalities
１つのプラグインをご購入いただくということは、ユーザーお一人 による一台の
マシン上でご使用を前提としています。唯一の例外は、 ScreamerNet経由でネット
ワークレンダリングを実行する場合です。 つまり、JKPを１つご購入いただくと
いうことは、お一人の ScreamerNetのクライアントとしては際限なくご利用可能で
す。
Worley Laboratories社は、品質・性能に関する保証を発行しません つまり、このプ
ラグインの使用上、直接的、間接的に起こりうるいかな る損害も責任を負いかね
ることとなります。また敢えて常識的なこと を記載すると、プラグイン本体の貸
与、借用、及びリース、あるいはプラ グインやマニュアルのいかなる部分をも、
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第三者に渡すことは出来ま せん。ご了承下さい。
プラグインのライセンスは、当社発行のライセンスコードによって、 お客様ご指
定の１つの LW のドングルに有効です。つまり、複数のプ ラグイン購入を除
いては、お客様ご指定のドングルが取り付けられた マシンにのみ、プラグインの
使用が許諾されることを意味します。
プラグインの使用あるいはインストールは、これらの条件を承諾い ただいた上で
お使いいただくことになり、アメリカ合衆国またはカリ フォルニア州の著作権法
により、以上の制約、条件の執行が厳しく義務 付けられているのでご注意下さい。
＊ こうした法律関係は実に厄介だ。この話が終わったからにはもう退屈させな い
と約束する！もし、この後の方がずっとつまらなかったなんて言われるよ うなら
僕はプラグインライターなんて廃業した方がいい。趣味で税金の帳簿 を読む奴が
いるわけないだろう。もし、税金マニュアルと同じくらい退屈だっ たなんて言わ
れたらショックだ。

1.6 LightWave and Bugs
プラグインはLW自体のバグや問題からの影響を避けられないもの です。特にLW
６は大幅にリライトされたプログラムで、開発元である ニューテック社が解決す
べき問題を抱えています。LWのバグの修正 アップデイトは、周期的にニューテッ
ク社およびディ・ストーム社の Webサイトで行われています（http://www.newte
k.com あるいは http://www.dstorm.co.jp）。 従って、これから記載する点について、
当マニュアルに読まれる段階 ですでに修正がされている可能性があることをご
了承下さい。また、常 に LW の最新バージョンを入手するようにして下さい。
当社も、バグの修正（バグのない状態でリリースしますが、新たなバ グの発生は
LWのアップデートにも左右されます）やプラグインに新 機能を加える場合には、
当社Webサイトにおいて実施します （http://www.worley.com/support.html）ので、
周期的にチェ ックをお願いします。また、バグについては発見次第、同様に当
社の Supportサイトでリストを公表する予定です。
当社はバグを良しとしません。従って、たとえ他社より開発に時間が かかろうと、
このポリシーに忠実なソフトウエアの販売を心がけてい ます。現在JKPに考え
られる問題は実に少ないものですが、間接的な影 響を受けざるを得ない点があり
ます。こうした問題を最小限に避ける 努力をしましたが、ソフトウエアがおかし
な動きを見せた場合は、まず マニュアル最終章のFAQページを必ずご参照下さい。
バグを見つけて下さった場合は、当社へ早急にご連絡を下さい。バグ を最初に発
見していただいた方には当社のＴシャツを進呈させていた だきます。

1.7 Full Scene Parameter Evaluation
LW5.6 で新たに導入された機能は、プラグインが他のプラグインの 動作にリアク
トすることが可能になった点です 。 Full Scene Parameter Evaluation（以下 FSPE）
と呼ばれるこの機能は、LW の オプションパネルの F をクリックすることに
よって作動します。 FSPE により、プラグインを LW 内蔵のインバースキネマテッ
クス （IK）と Targeting ツールにリアクトを強制する必要があります。 IK や Ta
rgeting やカメラかライトをモーションプラグイン中に使 用している場合、FSPE
を作動させる必要が生じる可能性があります。 さもないと、サスクワッチはエフェ
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クトを認知せずに正しくない結果 を招くことになります。
FSPEは表立った機能ではありません。何故なら、LWの反応速度をひ どく遅くし、
時としてゆっくりとレイアウトを止めるような動きを見 せますが、これはプラ
グイン間の情報の伝達が非効率的だからです。但 し、FSPEにより一見ハングアッ
プしたように見えても、実際には非常 にゆっくりでも正常に作動しています。か
なり遅い処理速度（場合に よってはスーパースローです）に耐えるか、FSPEを解
除するかいず れかの方法で対処して下さい。

1.8 The James K. Polk Plugin Collection
1995年6月、JKPの開発に着手しました。ハリウッド映画制作に携わ るスタジオか
らの依頼で次々に新たなプラグインを開発し、一線で活 躍するアーティストやス
タジオによって切磋琢磨されたことが、品質 を高める格好の機会となりました。
このコレクション名の由来は、水分と昔の大統領James K. Polk氏 より拝借しまし
たが、それは単に メガプラグイン スーパー ツール パック№１ といった名前
をつけるのがバカバカしく思えただけです。 名称を議論した時に、将来続々リリー
スする（であろうはずの！）プ ラグイン集を考慮して何かテーマを持とうとい
うことになりました。 プラグイン事体は断固として主張するテーマを持つもので
はないので 何でも良かったのですが、（リキュールを嗜みながら）科学的見地に
立ち数々の候補を捻り出したのち、 無名の大統領たち というテー マに落ち着
いた次第です。
＊ 日本の皆さんはこれをアメリカ中心主義的発想と誤解なさるかもしれません が、
ポーク大統領の存在を知るアメリカ人は極めて稀です
JKPはC言語を用いています。また、5000以上のコードを含みます。 アルゴリズム
とJKPのコーディングはSteve Worleyが担当し、マニ ュアルも執筆しました。一部
を除くデモシーンとWebイメージ及びア ニメーションは、Steve Hurleyが担当し、
The Worley Laboratoriesの WebデザインはRon Norwoodの努力によって完成し、Mar
tin BuchholzがSunプラットホームにJKPのＧＵＩポートを担当し、日 本語マニュ
アル制作を野上弥生が担当しました。よろしくお願いしま す。
そう、関係ないですが、アメリカ合衆国の財務省は、1845年にポーク 大統領によっ
て設立されました。

1.9 President James K. Polk
James K．Polkはアメリカ合衆国第１１第大統領です。 最初の ダークホース 的
大統領と見なされる氏は、ジャクション 大統領（第７代、1815年英軍を大破した）
の輩下として最後にホワイ トハウス入りを果たした、南北戦争以前の最後の肉
体派大統領です。 （なんと110キロのベンチプレスを持ち上げたそうです）
795年に、ノースキャロライナ州のメックレンバーグに生まれたポ ークは、ガリ
勉タイプだったかどうかはさておき、1818年にノースキ ャロライナ大学を優等で
卒業した後、若手弁護士として政界入りを果 たし、テネシー法案成立の功績が認
められて、アンドリュー・ジャクソ ン大統領の知己を得ます。下院において、ジャ
クソンの名高い 銀行を めぐる闘い に、主席補佐官として尽力した後、1835
年〜1839年にわ たって下院議長を勤めた後、テネシー州知事就任にために中央政
界を いったん去ります。
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政情がポークの野心を煽るまでは、彼は1844年度民主党推薦の副 大統領の最有力
候補に過ぎず、世評ではマーティン・ヴァン・バーレ ンが大統領候補の指名を受
け、そしてその対立候補はホイッグ党のヘ ンリー・クレイだと目されていました。
（訳者注：当時は、民主党とホ イッグ党の２大勢力構図）
ところが驚いたことに、民主党大会において、ポークが第９代大統 領選候補の指
名を受けるに至りました。従って、ホイッグ党は選挙キャ ンペーンを通じて、「
James K. Polkって誰？」というフレーズを使っ たほど指名度の低いダークホース
でしたが、大統領選では僅差ではあ りましたが、見事にヘンリー・クレイを破り、
第11代大統領となりま した。
ポークの大統領としての在任期間はたった一期であり、その激務に より健康を損
ねたというのがホワイトハウスを去った理由だと言われ ています。

1.10 Worley Laboratories
Worley Laboratoriesは高品質の３Ｄグラフィックスのレンダリン グ ユーティリティ
ーをプロデュースする会社です。現在のところ、 社員は５名、コーポレイトカ
ラーは黒と青。今のところ、かわいいマ スコットはいない。僕たちは、ラマ（訳
者注：ラクダ科ラマ属 南米 アンデスの山岳地帯に生息。気に入らない相手には唾
をはく）がい いとか、ラボらしく実験服着たキャラがほしいね、と話しているが
い まだに決まらない。ロゴもユーザーさんに作っていただいので、その うちマス
コットもお願いしたいと思っています。有志の方がいらし たら是非よろしくお願
いします。

1.11 This Manual
このマニュアルは、JKPプラグイン23種と付録のThe Henry Clay Collection10種全て
の英語マニュアルの邦訳です。 英文マニュアルは1998年7月25日発行、最初の邦
訳は1999年の 春ごろでした。英文マニュアルは業者発注で大量に刷ってあるため
にアップデートはしばらく出来ないのですが、日本語マニュアルは 一足先にアッ
プデートをしましたので（2001年1月末）、英文マニ ュアルと比較すると記述が
違うケースがありますが、内容は著者と 確認の上で作業を進めました。
皆さんにお聞きすると、英語名のままの方が使いやすいというこ となので、むや
みに訳さずにカタカナ読みを添える表示としました。 ご意見等お叱り（誤訳や読
みにくい日本語、脱字など）は野上まで お願い致します。sakura@worley.com （
お手柔らかにお願いします！）
サポートに関しても上記のメールアドレスまでお願い致します。 日本語でじゃん
じゃんメールを下さい。一同楽しみにしております。 いただいたメールは全て訳
して回覧しております。英語でＯＫな方 は、 support@worley.com となります。
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Chapter 2 Motion Plugins
LWのモーションプラグインはオブジェクト、ライト、ボーン、さらに カメラに
も適用可能です。
モーションプラグインの１つの共通した弱点は、レイアウトの反応 が多くの場合
で鈍くなることです。極端に遅くなることは稀なケース ですが、レイアウト画面
で選択されたアイテムのモーションパスをな ぞろうとして、レイアウトが何百回
と演算処理を繰り返す可能性があ ります。レイアウトが適正な反応を失った場合
は、まずレイアウトパネ ルの Show Motion Paths オプションを無効にして下さ
い。

2.1 Blink
動作スピードが一定でない反復動作の処理や、その反復間隔を遅らせ る処理をオー
トマティックに実行するモーションプラグインです。 Blink（ブリンク： 瞬き
）プラグインは、実際は、瞬きよりも高度 な処理が可能ですが、ここでは名付
け親である「目の瞬き（まばたき） でプラグインの概略を説明しましょう。
瞬きの動作そのものは至ってシンプルで、瞼（まぶた）の開閉の動 きは0．1秒、
これを10秒ごとに繰り返す動作とします。しかし、瞬きは 10秒ごとにキッチリ行
われるわけではありません。5秒であったり、15 秒であったりしますから、平均1
0秒というだけのことです。
＊もしかしたら、時計の針が午前3時を廻って、このマニュアルを書いているボ
クの目が疲れているせいかもしれないが……..
Blinkプラグインは、こうした不定期に小休止したり、同じ順序で繰 り返す特徴を
もつ周期的な動きをオートマティックに処理します。
Blinkプラグインを使用するには、オブジェクトを用意し、どの動作 サイクルをキー
フレーム設定します。目の瞬きの場合、サイクルとは 「瞼が閉じて、また開く
動作」です。この動きを設定するフレーム数は幾 つであっても構いません。毎秒
きっかり30フレームが必要だと考える 必要はありませんが、デフォルトのサイク
ルは100フレームを期待値と しています。モーションがループを描いて戻るとき
に生じるズレを防 ぐために、サイクルの最後の位置（この場合100）をスタート
の位置 （この場合0）と同じにすると良いでしょう（逆にこの種のテレポー トも
役にたつ時がありますので、後述します）。サイクルが用意出来た ら、Blinkプラ
グインを適用して下さい。
Cycle Definition Length (frame) : サイクル ディフィニション レンクス サイクルを設
定するために用いたフレームの数を表すもので、デフ ォルト設定は100です。サ
イクルの動きの速度とは全く関係なく、単に モーションを設定するために用いた
フレーム数を入力します。
Repetition Period (sec) : レピティション ピリオド（秒） それぞれの動きがなされる
間隔を秒で設定します。私の瞬きの間隔 は10秒です。
Repetition Period Variation : レピティション ピリオド バリエーション Repetition Per
iodで設定した間隔を今度はランダムなものにします。 瞬きの間隔を7秒〜10秒の
範囲でランダムにする場合は30％、5秒〜10 秒間隔では50％、0〜10秒では100％
を入力します。
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Cycle Duration (sec) : サイクル デュレーション（秒） 動作の持続（Duration）時間
を秒数で指定します。私の目の瞬きは、 １回あたり0.1秒かかるので、0.1を使い
ます。これはCycle Duration Variationでも同様にランダム化が可能です。10％の指
定で、瞬きの所要 時間を各々0.09から0.10秒の間でバリエーションを持たせるこ
とが出 来ます。
以上の設定は繰り返しキーフレーム設定することが出来ます。パラ メーター横の
Aボタンで、瞬きを早くしたり遅くしたり変化を加えて 下さい。砂埃の舞うシー
ンでキャラクターに通常よりずっと早く瞬き をさせるシーンに便利です。
Unique Seed ユニーク シード Unique Seedのデフォルト設定は、各々のオブジェク
トにランダムな 動きをさせています。10人全員が同じ瞬きをするといった不自然
な状 況にならないように制御する機能です。
しかし、２つのオブジェクトに同じランダムな動作をさせる場合が あります。瞬
きでは、同一人物の２つの瞼は同時に動きをします。この 場合、今度はUnique Se
edを解除して、両方の瞼に同じSeed Valueを（例 えば、11223344）を設定します。
複数の人物が瞬きをするシーンでは、1 人の両眼に同じ値を共有させ、その値
は人それぞれ違う値になります。 入力する値は幾つでも結構です。最初の人のSe
ed値を１にし、次の人に ２、3番目の人に３とするのは、理にかなった方法です
が、22562.81や 77779でも構いません。
Repetition periodよりもサイクルのdurationを長くすると、サイクル間 でポーズがな
くなります。つまり、異なるサイクルの間隔をもつサイク ルを連続させることに
なります。斧で木を切り倒す男の動きを例にす ると、斧を降り下ろすそれぞれの
スイングを少しずつ違う間隔にし、ス イング自体を連続させることが出来るわけ
です。
Applied Channels アプライド チャネル Applied Channel下に表示されている9つのチャ
ンネルをオン・オフ で切り替えることで、効果を制限することが出来ます。１
つのモーショ ンチャンネルを他から切り離してオートマティックにコントロール
す る場合に便利です。このオプションを使う場合、Cycle Start Frame #を使 って設
定範囲をオフセットして下さい。これを怠ると、意図せずにサイ クルのキーフレー
ム設定を変更し兼ねません。 （これはLinkプラグインがサイクルを設定する方
法と似ています。）
FAQ
Question: アイテムがそれぞれのサイクルの後に休止してしまいます。
Answer: Blinkのデフォルトによる所作です。連続した動きにする場合は、 Cycle D
urationに9999秒のように大きな数を設定すれば、それぞれの repetition（反復）が
異なるスピードをもつ連続した動きになります。
Blinkはまず、次のサイクルの反復のタイミングを決定し、サイクル が完結する時
間を算定します。サイクルがrepetitionウィンドウの範囲 に収まらない場合はサイ
クルの長さを短く調整します。つまり、9999秒 といった長いサイクルのduration値
が結果的に連続した動作を継続さ せることになります。
Question: キャラクターが瞬きをしているシーンで、よく見ると瞼が完全に閉 じて
いません。きちんとキーフレーム設定をしました。
Answer: 一時的なエイリアシング効果のせいです。完全に瞼が閉じるポジシ ョン
は7や8フレームではなく、7.5といった中間点で起こっていると考 えられます。L
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WのMotion Blurを使い、この中間作動を適正にレンダリ ングすることが可能です。
この種のクイックモーションが心配な場合は、サイクルのdurationを 長くして動き
をもっとはっきりチェックして下さい。目の瞬きでは、瞼 を近づけて閉じ、一瞬
間を置いて開くというキーフレーム設定をして 下さい。間を置くというのはBlink
を有効に使うためのポイントです。
Question: 作成したサイクルを微調整したところ、動作がメチャクチャになっ てし
まいました。
Answer: サイクルを変更する前にBlinkプラグインを無効にして下さい。無効 にし
ないで新たに設定すると、元のサイクルのキーフレームに対応し ません。
Application ideas
•

群集の拍手のシーン。連続動作である拍手は、木を斧で切るシーン と大変よく
似ています。
•

船上の幾つもの大砲が不規則な間隔で砲撃をするシーン。

•

巣穴から時折ホリネズミが頭を覗かせるシーン。

•

おばあさんのロッキングチェア。時計の動きほど正確ではない。

•

ディーゼルトラックの排気口の上に付いているバルブが不規則に バシンバシン
と開閉するシーン。
•

鶏の群れが道路を横切るシーン。実際にはたった1匹の鶏が、道路 の片側から
歩き始め、そのサイクルは横断を終えて終了します。サ イクルを何度か繰り返
し、鶏はスタートした場所にテレポートし て、再度道路を横切ります。この方
法によって、鶏が次々に道路を 横断するファイナルモーションとします。ラン
ダムなスピードと 休止を設定し、自然な動きにすることが可能です。
•

水やオイルがこぼれるシーン。鶏の行進と同様のテレポートトリ ックによって、
水槽の泡や、背景の空に気球や風船が舞い上がるシ ーン、橋を渡るマラソン
ランナー、床を慌てて走り去るネズミなど のシーンにも活用出来ます
•

戦いの場面で、兵士が銃を充填したり、狙い撃ちや銃を発射させる シーンでは
兵士間の動きはバラバラになるのが普通です。
•

肋骨を動かしながら横隔膜で呼吸するシーン。

•

ドアやシャッターが風にあおられてパタンと閉まるシーン。

•

他のプラグインのパラメーターをコントロールするために使う。 例えば、裏町
の消えそうで消えないチカチカしたネオン。コントロ ールNullオブジェクトを
使い、NullにBlinkプラグインを適用し、消 えそうで消えないネオンを作成しま
す。
•

でこぼこ道を走る車両がガンガン、あるいは小刻みに揺れるシー ン。

•

神経質に顔をピクピクとひきつらせる表情。

•

照明をランダムに点けたり消したりするシーン。

•

手巻きぜんまい仕掛けのオモチャが太鼓をランダムに打つシーン。

•

風に揺れる枝。（Whipプラグインと併用で）
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•

年老いたペンギンがクシャミをするシーン。

•

サメの群れが獲物を取り巻くシーン。

•

大工がランダムにハンマーを振り下ろしたり、のこぎりを引くシ ーン。

•

バスケットのドリブルシーン。

•

キャラクターがボートやカヌーをこいだり、櫓をあやつるシーン。

Demonstration Scenes
Blink-Eyes. lws 両眼を3対。それぞれの瞼にBlinkプラグインを適用。４つ全てのオ
ブジ ェクト（左右の上と下の瞼）は同じSeed Valueを共有し、同時に瞬きを しま
す。３組の眼は異なるSeed Valueを設定してあります。瞳の動きは、 JKPの１つTr
ackプラグインによるものです。
Blink-Bubbles. lws 無数 の泡が次々に湧き立つシーンに、テレポートトリック
の使い方 を紹介するシーンです。個々の泡は、単純な沸き上がる動きで、モーシ ョ
ンの最後は（カメラのビューから外れる）サイクルが終わるところ です。サイ
クルが再開すると、再び下のスタート位置に テレポート し、湧き上がり始め
ます。最初と最後の位置はカメラビューからは隠れ たところにし、テレポートを
見えないようにしました。泡のサイクルは 湧き上がるスピードとその間隔をラン
ダム化したために、泡が湧き上 がるパターンが同じになることはありません。
泡の動きは任意にキーフレーム設定することが出来ます。また、マラ ソンランナー
のように複雑なオブジェクトの場合は、LWで片足ずつ 1000歩の走行動作のサ
イクルをキーフレーム設定し、Blinkプラグイン で繰り返します。

2.2 Limiter
オブジェクトの動きを指定した範囲内に留めるシンプルなモーショ ンプラグイン
です。グラスをテーブルの上に置く場合、これまでは置こ うとしたグラスがテー
ブルをすり抜けないように、グラスが設定した Y軸値より決して下がらないよう
に面倒な作業が必要でした。つまり、 LWのモーショングラフ編集を使って、キー
フレームを手作業でコツコ ツと修正していたわけです。Limiterプラグインは自
動的にこの設定を 実行します。
また、Limiterプラグインはローテーションをある角度で留めたり、指 定した範囲
内でサイズ変更をすることが出来ます。こうした異なる制 限を異なるタイミング
でキーフレーム設定をすることが可能です
Demonstration Scenes
Limiter-BreakOut.lws ボールがバウンドするシーンです。ボールが右方向に動き始
め、２枚の プレートの間をパスしています。何もしなければ、ボールはプレート
を 突き抜けて右方向に進みます。ボールのYレンジを規制することによ って、決
して障害物を摺り抜けないように設定することが可能です。

2.3 Link Variants
上記は、5種のLinkプラグインの１つ、PhaseLinkのインターフェイス です。Link
プラグインはサイクル設定したオブジェクトの動作を画期 的な様々な方法でコン
トロールします。
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動作のサイクルには大きな共通点があります。ある特定のポーズで スタートし、
パス軌道を描き、それを繰り返すという単純反復的なもの です。LWに組み込ま
れているサイクル機能は、ある動作を反復させる だけなら十分ですが、Linkプラ
グインは更にその動作をストップさせ たり、反転させたり、スピードに数々の制
御を与えるなど多くの付加価 値を追加しました。
歩行動作は、一歩を踏み出し、また次の同じ一歩を繰り返す実にあり ふれた動作
です。鳥が羽ばたくときの両翼の動きも、同様に単純な１つ のサイクルの連続で
す。機関銃の連射も薬莢が爆発し、薬室が開き、新 しい薬莢が装填され、薬室が
閉じる、そしてこの１つのサイクルを繰り 返して連射となります。一定の割合で
時を刻む時計の動きはこの最た る例です。LWでサイクルを設定するのは難しい
作業ではありません。 通常は単に一連のサイクルに含まれるオブジェクトをキー
フレーム設 定するだけです。LWのRepeatとEndBehaviorを選択すると、オブジェ
ク トはエンドレスで同じ動きを繰り返すことになります。
Linkプラグインはこうしたサイクルのリピートにプラスアルファの コントロール
を加えました。例えば、サイクルをただ連続で繰り返さず に、スピードに変化を
加えたい場合などに最適です。例えば、鳥が羽を 静止させて滑空し、途中一回大
きく羽ばたかせて空高く舞い上がるシ ーンや、機関銃を１０発連射した後、数秒
の間隔を置いて再度数発連射 させるシーン。また、戦車のキャタピラーを戦車の
動きに合わせて、戦 車がゆっくり走行するならゆっくりと回転させ、後ろに走行
する場合 はキャタピラーも後ろ回転させる場合などに大変便利なプラグインで す。
そしてその制御方法の特徴から５種に分類しました。
PhaseLink ：フェーズリンク Linkプラグインの中でもっとも一般的です。キーフ
レーム設定した フェーズによってサイクルのポジションを選択します。通常はNu
llオ ブジェクトを動かすことによって、サイクルのポジションとスピード をコン
トロールします。
例えば、油圧式エレベーターを動かすシーンを例にすると、まずエレ ベーターに
伸張機能のシリンダー、回転用のギア、運転用レバーを設定 します。エレベーター
の動作をキーフレームし、最下位のポジションか ら最高位のポジションに引き
上げ、これをサイクルとして指定します。 （★ただし、このサイクルは繰り返さ
ない。最下位に始まり、最高位で 終わる。）
このサイクルを設定したら、後はPhaseLinkを使って、そのサイクル の中で自由に
エレベーターを動かすことが出来ます（通常はグラフ編 集でNullオブジェクトを
用いる）。スピードを変えて上昇させたり、途 中の階で止めたり、今度は降下さ
せたりとバリエーションを加えてキ ーフレーム設定することも可能です。シリン
ダー、ギア、レバーの各個 所の動きを適切に動作させ、何度も昇降を繰り返すこ
とが可能なので す。
DistLink ：ディストリンク オブジェクトの動く距離をベースにしてサイクルをコ
ントロールす ることが出来ます。クルマの走行をベースにして、サイクルしたタ
イヤ を動かす場合などにもっとも便利なプラグインです。
また回転動作よりも複雑な動きを作成することも可能で、例えば戦 車のキャタピ
ラー、蒸気機関、タイロッド、ダッシュボードの走行距離 計、また生き物の歩く
サイクルなどの制作に便利です。
ひとつ制限があるとすれば、サイクルの動作はスピードをベースに 変化しない点
です。人間の場合は、歩く場合とジョギングや走る場合で は歩調が変わりますが、
多足類の生物、特に蜘蛛や昆虫はスピードによ って足の動きを変えることは殆
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どありません。従って、こうした生き物 の歩行を制作する場合にはDistLinkが最
適です。
ThrottleLink ：スロットロリンク ５つのLinkプラグインの中で最も使用頻度が高い
プラグインで、サ イクルのリピートの速度を指定します。フェーズをキーフレー
ム設定 してPhaseLinkプラグインで実行する方法もありますが、Throttleの方が 異
なったタイミングでスピードを指定することが更に簡単に出来ます。
例えば、「○○フレームまではゆっくり進み、○○フレームで止まり 反転し、次
に急速に前進せよ」という指令を送る機械類に使う場合に最 適です。具体的には、
船の沈没シーンなど面白い作例です。船が沈むに つれて、船のスクリューが徐々
に停止するようにします。一定速度走行 の後、停止に至るまでゆっくりと動か
すようにキーフレーム設定する のは難しいことではありません。後はThrottleLink
が実際のシーン上で のフェーズの決定を行います。
SpeedLink ：スピードリンク 余り使うことはないと思いますが、ある種の動きに
は大変便利なツ ールです。オブジェクトの速度にサイクルのフェーズを連結させ
ます。 例えば、ダッシュボードの速度計です。ダイヤル０から最高速度まで指 針
が回転する動きをサイクル設定します。コントロールオブジェクト （おそらくク
ルマ自体）が速く走れば、指針はそのサイクルに沿って 早く動き、高速を表示し
ます。クルマが減速したり、停止した場合には、 指針はサイクルの始まりである
０に戻ります。
AccelLink ：アクセルリンク このプラグインはオブジェクトの加速をベースにす
る点を除いて、 SpeedLinkによく似ています。ロケットエンジン（加速に伴いサイ
ズが 大きくなる火炎が必要）や加速させて後輪走行をするオートバイを作 成する
場合に便利です。
以上５つのプラグインのインターフェイスはいずれもよく似た仕様 です。基本の
手順は、プラグインを適用しないで、オブジェクトのサイ クルを設定することで
す。サイクルの範囲を0から100にすると、パーセ ント値でフレーム№をビューす
ることが出来るので便利ですが、もち ろん幾つでも結構です。
サイクルはフレーム0で始まる必要はありませんが、1000−1100のよ うな離れた
フレームにサイクルを隠せるので、0でスタートすると便利 な場合があります。
サイクルがスタートするフレーム№をStart of cycle definition（スタ ート オブ サイ
クル ディフィニション）、サイクルの長さを Cycle definition length（サイクル ディ
フィニション レンクス）に入力します。1000−1100の フレームでサイクルを設
定するには、それぞれのパラメーターの入力 値は1000と100になります。デフォ
ルトはフレーム0で始まる100フレー ムですが、これはパーセント値でフレーム№
を参照するための設定で す。
End of Cycle : エンド オブ サイクル コントロールNullがサイクルの範囲外のフレー
ムに及んだ場合の処 理を設定する４つのボタンです。
例をあげると、PhaseLinkでコントロールNullを使用し、サイクルの値 を60％にし
た場合には、60％に相当するフェーズに置かれます。では、 110％のフェーズを
必要とする場合はどうしたらいいでしょうか。下記 ４つのオプションがあります。
Repeat ：リピート サイクルを何度もリピートすることができます。110％のフェー
ズに すると、サイクルのプロセスは10％進んだポジションになります。 6522％
の場合は22％に相当するポジションになります。
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Ping-Pong ：ピンポン サイクルが端に到達すると直ちに反転を開始し、モーショ
ンを連続 したものにします。100％に達すると、サイクルのフェーズは減少し始
め、110％の場合は実質上90％となり、210％の場合は10％となります。
Stop ：ストップ 動作を停止させます。100％以上のフェーズ値は100％として捉え
ま す。0％未満の場合は0％で止まります。
Extend ：エクステンド 設定サイクルの範囲外のキーフレーム設定を有効にします。
サイク ルが0から100で指定されているとき、110％のフェーズは、オリジナル
のサイクル範囲外になりますが、フレーム110にキーフレーム設定しま す。
Cycle Affect (サイクル アフェクト) の９つのチャンネルを使い分けるこ とで、プ
ラグインのエフェクトをOn/Off切り替えします。１つのモーシ ョンチャンネルを
他から独立させて、１つだけをオートマティックに コントロールすることによっ
て、シンプルなエフェクトを作成する場 合に便利です。
ボールを転がすシーンで、地面に沿って転がるボールの動きをキー フレーム設定
し、回転は自動的に処理する場合です。３つのPositionボ タンを解除し、自分で制
御します。但し、この方法は、サイクルの範囲を オフセットした位置で実行しな
いと、サイクルのキーフレームをたび たび変更することになります。
多くの場合で、サイクルは一時に動く多くのオブジェクトを含んで います。例え
ば、同時に作動する２つのギア等です。この場合、プラグイ ンはコントロールす
るそれぞれのオブジェクトごとに適用します。イ ンターフェイス下方のL（読み
込み）とS（保存）ボタンは、こうしたサイ クルの設定をオブジェクトからオブ
ジェクトへコピーする場合に便利 なものです。
プラグインをアクティブにしている場合に、オブジェクトのサイク ルをキーフレー
ム設定しないように注意して下さい。プラグインを無 効にしてから、オブジェ
クトのキーフレームを操作し、そしてプラグイ ンを再適用した方が安全です。
５つのプラグインのインターフェイスに下には、サイクルのフェー ズを表示する
グラフがあります。グラフは設定を決定するためには大 変便利です。表示されて
いるフレーム範囲は、グラフ更に下の両側の値 を変更することで変更可能です。
PhaseLink
サイクルのフェーズはコントロールオブジェクトの動かすことによ ってコントロー
ルします。コントロールオブジェクトは画面左手上部 に選択します。オブジェ
クトそのものをコントロールオブジェクトに することも可能です（★例えば、ナッ
トのポジションをナットそのも のの回転に合わせると、ナットを回転させると
自動的にボルトにねじ 込まれます）。
コントロールオブジェクトの属性（例えば、Xのポジションあるい はバンクの角
度など）の１つを選択し、適用するサイクルのフェーズ を設定することが出来ま
す。つまり、コントロールNullのXの位置を0.0 から1.0メートルの範囲で指定する
と、Nullを動かすと、X軸0.75メート ルのポジションはオブジェクトのサイクルの
75％に対応します。
コントロールオブジェクトは通常Nullオブジェクトです。Control Value for Cycle St
art（コントロール バリュー フォア サイクル スタート）を０、 Control Value for C
ycle End（コントロール バリュー フォア サイクル エンド） を１のデフォルト値
で使うのが便利です。
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油圧式ピストンでロボットが肘を伸ばすシーンで、肘の結合部にコ ントロールオ
ブジェクトを使い、角度の範囲を20度から70度（伸ばし たり曲げたりするローテー
ションの範囲の設定）にして、結合部分の 動きに連動してピストンをオートマ
テックに作動させる場合にこのプ ラグインは有効です。
DistLink
DinstLinkはサイクルのフェーズを設定するためにオブジェクトのフ ァイナルモー
ションを使います。乗り物やキャラクターの歩行に大変 便利なプラグインです。
オブジェクトを前進させると、車輪や足も自動 的に前へ進ませることが出来ます。
DistLinkを適用するオブジェクトは、そのオブジェクトそのものをコ ントロール
オブジェクトとして使うことが多くなります。車輪の回転 では、回転を決めるの
は車輪自体のワールド座標です。これはクルマ （あるいは虫）がカーブを曲がる
時に、スピードを落とす必要がある 場合に重要な機能となります。つまりカーブ
を曲がる場合は、それぞれ の車輪の回転数は異なるものとなり、異なる距離を走
行するからです。
４つのDistanceコントロールの１つを設定して使用します。おそらく World Distan
ce Traveled in + Direction（ワールド ディスタンス トラベルド イン プラス X ディ
レイクション）が最も使用するオプションです。車輪 （何でも可）をローカルの
＋Xの方向に動かす場合に使用するオプシ ョンです。方向はローカル座標にあり、
この方向の直交方向に発生する 動きは何の影響も受けません。例えば、＋X方
向（＋X distanceオプショ ンで）に動いている車輪は、＋Z方向に横滑りしたり、
＋Y方向に持ち 上がる状況でも車輪が回転しないように、又−X方向に動かすと、
サイ クルは反転し、車輪が自動的に逆回転するようDistLinkがオートマティ ッ
クに処理します。
Total World Distance Traveled（トータル ワールド ディスタンス トラベル ド）を選
択すると、サイクルは逆走行の場合でも逆回転しません。クル マの走行距離計の
ように、動きに応じて常に増加する場合に使います。
DistLinkは、JKPのWheelieプラグインの全機能を有し、更にパワフル なプラグイ
ンです。Wheelieは円形の車輪のように特定の事例を扱う場 合に、DistLinkより使
いやすいプラグインです。
Distance for one cycle（ディスタンス フォア ワン サイクル）で、１つのサ イクル
を完結させるために必要なコントロールアイテムの移動距離を 設定します。サイ
クルを反転させるには負の値を使って下さい。
Starting Cycle Phase（スターティング サイクル フェーズ）で、サイクルが 始まる
フェーズを変更することが可能で、車輪や足にフレーム0の正し いスタート位置
を確保するために極めて便利です。
DistLinkが他の４つのLinkプラグインと違う点は、コントロールアイ テムの全ヒ
ストリーを処理する上で余分な計算をする必要があり、プ ラグインの演算処理速
度を落とす点です。Sampling Quality（サンプリン グ クオリティ）を使い、この処
理速度を上げることが可能です。低い値 を設定すると処理は早くなりますが、精
度が落ちます。
ThrottleLink
Linkプラグイン中で最も簡単に使用することが出来ます。フェーズ はたった２つ
の設定値でコントロールします。
Page 15

Polk Manual

Chapter 2 Motion Plugins

Phase Velocity %/sec（フェーズ ベロシティ）はサイクルの進む進度です。 大きな
数字を設定すると、サイクルは早く繰り返します。0の値を入力 すると、サイク
ルを止めることが出来ます。この速度はパラメーター横 のAボタンを使いアニメー
トすることが出来ます。
ListLinkのように、Starting Cycle Phaseでサイクルの始まるフェーズ を変更するこ
とが出来ます。
SpeedLink and AccelLink
このプラグインはPhaseLinkによく似ています。コントロールオブジ ェクトのポジ
ションや回転の代わりに、速度や加速を使います。
速度や加速は常にワールド座標で測定されます。通常は、DistLink同 様にローカ
ル方向に速度のみを使います。任意で最高加速と速度を使 うことも出来ます。
Lookahead Frames（ルックアヘッド フレームズ）はコンピュータ処理さ れた速度
と加速をスムーズなものにします。LWのスプライン関数は、 加速をした場合に
大変不規則でデコボコしたものになるので、この機 能が重要な役割を担います。
より高い値を入れて、速度や加速をスムー ズにし、不自然さを無くして下さい。
FAQ
Question: サイクルを微調整したところ、全ての動きがおかしくなりました。
Answer: サイクルを変更する前に、プラグインを無効にして下さい。
Question: DistLinkのStarting Cycle Phaseはいつ使うのですか？
Answer: DistLink-Spiderのデモシーンを参考にして下さい。足は同じサイク ルを共
有し、3本の足が正しい向きでスタートするようにCycle Phase値 として50%を設定
しました。
Question: SpeedLinkを適用し、速度計付きのクルマを作ったところ、フレーム0 で
速度計はすでに速度を表示しています。
Answer: クルマがフレーム０で実際には走り出しているというのはよくある こと
です。静止した状態からスタートさせるためには、オブジェクトの 最初のキーフ
レームのテンションを１に変更して下さい。
Question: AccelLinkを使い、後輪走行するオートバイのシーンで、フレーム0で 既
にかなりの速度がついています。
Answer: 前述のとおり、バイクはフレーム0でも加速すると思われます。これ を修
正するのは少し厄介ですが、スタート近くにもう１つキーフレー ムを加え、リニ
アスプライン関数を使うことによって、速度をスムーズ にかつ一定にすることが
出来ます。
Question: ペンギンに45度の角度で＋Xと＋Zの間をペンギン歩きさせるシー ンで、
DistLinkのWorld Distance Traveledをどの方向で設定すべきです か？
Answer: 方向はワールド座標ではなく、ペンギンそのものの動きによります。 ペ
ンギンを＋Xに向けてモデリングした場合は、World Distance Traveled in X Directio
nを使います。距離は常にワールド座標軸上にあり 方向はローカル座標上です。
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PhaseLink Applications
•

母艦から離れた距離にいる宇宙戦士たちが帰還するシーン。艦内 に入るために、
ドアが開閉する場面。
•

列車の往来に応じて、踏み切りが開閉するシーン。

•

跳ね橋が船の走行に応じて開閉するシーン。

•

パンチを浴びせるシーン。

•

を開いたり結んだりするシーンおよび手話。

•

フォークリフトの高さをコントロールし、パレットを持ち上げ、違 う倉庫の棚
に載せかえる場面。
•

かにや甲虫のハサミ。

•

方向舵、補助翼、航空機の昇降機。

•

犬が尻尾を絶えず振るシーン。（JKPのBlinkでも可）

•

重量上げ選手がダンベルを持ち上げるにつれて、顔をどんどん紅 潮させる！（J
KPのAcidと併用して作成）
DistLink Applications
•

複雑なキャタピラーの歩行サイクル

•

戦車のキャタピラー

•

線路を急降下するトロッコのハンドバーを動かす場面

•

魚やカメといった速度が変わらない生き物を動かす場合

ThrottleLink
•

フロントガラスのワイパーを動かす場面

•

リル、ルーター（えぐり道具）、旋盤、手持ち削岩機といった動 きの速い道具

•

ドラムをたたくシーン

•

失速する飛行機

•

動きの速い道具や機械類の作業スピードを変える場合

SpeedLink Applications
•

速度計の指針

•

トランスミッションギアを自動的に変更する場合

AccelLink Applications
•

イクの後輪走行

•

急ブレーキをかけた時に、クルマのサスペンションが前方に傾く シーン

•

ロケットエンジンが点火する場面

•

加速時にタイヤを滑らせて、スピンさせたりするJKPのWheelieプ ラグインのコ
ントロールとして
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Demonstration Scenes
AccelLink-Wheelie.lws 急加速時に起こるクルマの前輪が空中に持ち上がるシーン
DistLink-HandCar.lws トロッコが線路を急降下する際に、ハンドバーが自動的にポ
ンピング するシーン
DistLink-Spider.lws 様々な速度で歩く蜘蛛：それぞれの足にはDistLinkを適用し、
適切な動 きを保っている
PhaseLink-Butler.lws ２組の２重ドアが自動的に開閉し、ころがってくるブロック
を通す
PhaseLink-Gears.lws 一方のギアの回転をスリップさせずに、他方のギアを自動的
に回転さ せる
SpeedLink-Metered.lws 大きなスピードメーターを乗り物の上に設置
ThrottleLink-JackHammer.lws ジャックハンマー（手持ち岩削機）の振動は、１つ
のNullでコントロ ールされる
ThrottleLink-Stall.lws 飛行機２基のプロペラが、減速したり止まったりするシーン

2.4 Parent
複数の親子関係設定と親チェンジ（ハンドオフとスワッピング双方） を簡単に行
うモーションプラグインです。子を親から分離させ、独立し た動きも可能です。
LWでは、通常Parent（親子関係）ボタンによってオブジェクトをペ アレント設定
し、そして「子」は「親」の全ての動きに従います。Parentプ ラグインは、これ
に加えて指定したフレームの範囲内において親子関 係を維持し、残りの期間では
「子」の独立した動きが可能になります。ま た、「親」の交換も可能で、指定し
たフレーム№で別の親に変えることが 出来ます。
この交換機能はオブジェクトの「親」の間でのテレポートではありま せん。又、
それぞれの親はアイテムである必要はありません。つまり、全 てのスロットに親
は必要ではありません。
ミサイルを装填することが可能です。ミサイルをParentプラグインでヘ リコプター
に装填し、指定したフレーム№においてミサイルの「親」を ヘリコプターから
前方を素早く動く「Nullオブジェクト」に切り替える ことが出来ます。
発射前のミサイルはヘリコプターの回転や動きに追従し、発射され るとヘリコプ
ターを無視して、 ミサイルNull を追いかけます。又、ミ サイルを設定したフ
レームで、ヘリコプターとのペアレント設定を解 除して、キーフレーム設定を使
うことも出来ます。
その他の用途では、キャラクターがテーブル上のオブジェクトをつ かみ取り、そ
れを他者に手渡す場面でも使えます。このとき、オブジェ クトをキャラクターの
手のひらに握らせ、適切なタイミングで他者の 手のひらに移動することが可能で
す。
Divorce Channels（ディボース チャンネル）で、一定の方向を維持する場 合に使
います。観覧車を作成する場合、座席を輪にペアレント設定し、 Divorceで定位付
けをしておけば、輪が回転する場合にも、座席は一定 の方向を保ちます。あるい
は、操縦席内の姿勢指示計や機銃の銃座を銃 身の「子」にするという使用法もあ
ります。後者の例では、銃身から銃座 のピッチとバンクを切り離し、ヘディング
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だけを残すと銃身が旋回す ると、銃座も共に旋回しますが、銃身がピッチを変え
ても、銃座が傾い てしまうことはありません。
レイアウトで「子」オブジェクトをキーフレーム設定するのは、LWの バグのた
めに難しい点があるので、モーショングラフ編集でキーフレ ーム設定したほうが
安全です。
Parentプラグインが適用されたオブジェクトは。LWの親子関係コン トロールを併
用しないで下さい。複数の親を設定した場合、親の間の受け渡しはそれぞれ親の
Duration（デュレーション）を指定することによって処理されます。「親」 はフ
レームの範囲内で「子」を保持し、リストの次の親に渡します。最後 のスロット
はアニメーションが終了するまで最後の「親」となります。
Repeat Parent Cycle（リピート ペアレント サイクル）で親子関係の連続 サイクル
を作成することが出来ます。例えば、ジャグリングを演じてい る曲芸師が、まず
一方の手にクラブを握り、そして次にもう片方の手に 渡す連続した動きなどを作
成する場合に便利です。あるいは、部品の組 み立てラインで、稼動しているベル
トコンベアからオブジェクトを取 り上げて、次に渡すという動きにも使うことが
出来ます。こうしたプロ セスは、Repeat Parent Cycleでオートマティックに繰り返
すことが可能 です。
但し、連続した親子関係のサイクルは連続したモーションを作るの ではなく、親
の一連のハンドオフ（ 手渡し ）を連続させるという 点を忘れないで下さい。
具体的に説明すると、ベルトコンベアの上を切 れ目なく流れる無数のビール缶の
シーンでは、ビール缶は１０フレー ムをベルトの「子」として進み、その後の１
０フレームは「親」から離れ て停止します。そして、これを繰り返します。
Parent Applications
•

握って離す動作をするオブジェクトを作る場合

•

ピッチャーがワインドアップして投球するシーン

•

野球選手がファールを打つ

•

ダーツを投げる

•

ジャグラー

•

クォーターバックがパスを投げる

•

フリスビーを投げる

•

競馬の騎手が馬から落馬するシーン

•

ボーリングの動作

•

泥や雪を掘るシーン

•

アーチェリーの動き

•

サメが泳いでいる人や動物をガブリと呑み込むシーン

•

武器をつかむ動き

•

鳥が水中の魚をサッと捕らえあげるシーン
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Demonstration Scenes
Parent-Launch.lws 航空機が少しだけヒラリと旋回し、３つのミサイルを発射する
シーン： ミサイルは発射されるまで航空機の動きに追従します
Parent-Exchange.lws 一台の回転する輪に密着しているボールが、隣の輪に移動す
る動き
Parent-Catch.lws ２本のしなる棒のキャッチボール
Parent-Snatch.lws １本のしなる棒がボールを次の棒に渡す

2.5 SpeedLimit
オブジェクトの動きを設定したスピード以下に制御するモーション プラグインで
す。このスピードより速い動きを含むモーションをキー フレーム設定した場合、
SpeedLimitプラグインがオブジェクトのスピ ードを緩めるようにはたらきます。
この場合、オブジェクトは厳密には 設定したキーフレームに合わなくなりますが、
限度内で最高速度を設 定しようとします。
Channel Speed Limit（チャンネル スピード リミット） 1つのチャンネルだけのス
ピードを制御します。例えば、ピッチとバ ンクを変更し、ヘディングだけをひど
く遅いスピードに抑えるときな どに便利な機能です。
Absolute Speed Limit（アブソルート スピード リミット） 移動速度を制御します。
これはオブジェクトがどの方向にあっても 設定スピード以下に制御するためのも
のです。
SpeedLimit Applications
•

戦艦の砲塔の動きをヘディングだけで制御する

•

エレベーターの急速降下を避ける

•

銀行の重たい金庫室のドアがバタンと閉まるのを防ぐ

•

牽引されるレーシングカー

•

スカイダイバーが終端速度に達する

Demonstration Scenes
SpeedLimit-DragRace.lws ３つの箱のレース：カメラがその後を追従します。全て
の箱に SpeedLimitプラグインを適用し、Channel SpeedLimitにより最高速度を 変更
し、レースをリードするは箱を数回変えることが出来ます。

2.6 Track
１つのオブジェクトを、他方のオブジェクトの方向に合わせる方向付 けを行うモー
ションプラグインです。LWのライトとカメラ用のTarget に似た機能で、Track
の場合は全てのオブジェクトに適用可能です。
全てのパラメーターは大変シンプルで、アイテムピッカーを使って、 ターゲット
になるアイテムを選択します。
Time Delay（マイナス値の入力で逆のadvanceとなります）で、オブジ ェクトが以
前にあった位置に向かせることが出来ます。例えば、対空射 撃手が頭上の戦闘機
を追いきれずに、遅れた射撃をするシーンなど、時 間差をもたせた追跡が可能で
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す。
Tracking Strength（トラッキング ストレンクス）は、ターゲットを完璧に 追いか
けずに中途半端に終わらせる場合に、トラッキングしないでク ロスフェードさせ
ることが出来ます。又、対象物が範囲外に消えると元 の位置に戻すことが出来ま
す。
オブジェクトにカメラに追従させることができるために、水平面に ２Dのマッピ
ングをする時に便利です。面は常にカメラを追いかけ向 かい合う態勢を保ちます。
トラッキングには、６つのオブジェクトの軸を使います。＋Zや−Z を使うときは、
付加的にローテーションの制限を指定出来ます。例えば １つのオブジェクトの
ピッチを制御し、ヘディング方向に回転をさえ ることが可能です。これは、銃座
だけ回転させたり、ピッチをある程度 上げたりする場合などに便利な機能です。
＋X、−X、＋Y、−Yは、ジンバルロックと呼ばれる数学的に厄介な問 題があり、
回転に制限を加えることは出来ません。
LWのインタラクティブなモーションプラグインの問題点の数々は、 実際Trackプ
ラグインの使用の弊害となり、対象アイテムを動かすとき は、追いかけているオ
ブジェクトはインタラクティブに更新しますが、 追いかけているオブジェクトを
動かそうとすると、フレームを変更し て現在のフレームに戻すまでは更新しませ
ん。
このバグはレンダリングには影響しません。又、LW2.6.256以降のバ ージョンに
おいて修正される可能性があります。
Track Applications
•

文字を書くモーションパスのNullを追いかけて、鉛筆やぺんを動か すシーン

•

ブラシでペイントする

•

金属の板に弾痕を残す

•

キャラクターの頭や目が通り過ぎる人間を追う

•

カメラがとらえる水平面の爆発シーンのシーケンス

•

着陸装置やジョイントの油圧シリンダーが常にその片割れのスリ ープに向かい
合うようにする
Track Demonstration Scenes
Track-TrackIt.lws 銃座が動く標的を追いかける大変シンプルなシーン
Track-Write.lws チューブを紙上に液粒をたたきつけて文字を書くシーン：鉛筆が
文字 を書くガイドNullオブジェクトを追いかける。

2.7 Wheelie
クルマの車輪の動きを、早く簡単にアニメートするモーションプラ グインです。
最もシンプルな用途では車輪をつけた車をモデリングし、 オブジェクトを別々に
車体か車軸にペアレント設定します。それぞれ の車輪にWheelieプラグインを適用
し、クルマを走行させます。

Page 21

Polk Manual

Chapter 2 Motion Plugins

Wheelieは自動的に車体のモーションを演算処理し、車輪を空転させ ずに地面に接
地した状態で回転させます。クルマの加速、停止、バック の動きに対しても、車
輪を空転させずにオートマティックに地表を回 転させることが出来ます。又、ク
ルマがコーナーを曲がる時は、適切に 内側の車輪より外側の車輪を速く回転させ
ます。
JKP DistLinkプラグインもこの種のエフェクトを自動的に処理す る能力がありま
すが、より一般的な用途に適しています。Wheelieの場 合は、「早く、簡単に、間
違いなく」を実行する ファイヤーアンドフォ ゲット的ツール（お手軽ツール）
としてデザインしました。
Wheelieの操作は意図的に簡単にしました。主として使用するパラメ ーターは、F
orward Rotate Bank（フォワード ローテート バンク）を始 めとするインタフェー
ス左側のグループです。車輪をどの回転軸を使 って回すのか指定して下さい。ま
た、車輪を前後どの方向に回転させる のか指定する必要があります。
車輪を間違った方向に向かい合う形でクルマに装着してしまうと、 反対の方向に
回転してしまいます。（★実際によくあることです。１つ の車輪をモデリングし、
１台のクルマに４回コピーするおｔ、右側の車 輪は時計周りに回転し、左側は
時計の反対廻りをすることになります。 これはそれぞれのホイールキャップの視
点から見た場合です。）
進行方向を指定するには、Base on X Movement（ベース オン X ムーブ メント）の
同列の３つのオプションから１つを選択します。方向が指定 されると、車輪の座
標に組み込まれます。つまり車輪を静止させた状態 で、クルマのモーションに合
わせて、車輪を回転する方向を決定します 車輪の角度を繰り返しキーフレーム設
定できます。あるいはLWの Align To Pathを使って車輪をステアリングすることも
可能です。
Wheelieプラグインは車輪のワールド座標を使い、回転を決定します また、横滑り
などの斜めの動きには反応せずに、指定方向の動きだけを カウントします。また、
前後の動きを分別するので、クルマをバックに 動かしても車輪は車道に正しく
接地しています。
Wheelieプラグインは車輪が円形であることと、その中心の廻りを回 転することを
前提とした仕様になっています。もし、ゴツゴツとした車 輪をモデリングしたり、
ボーンやディスプレイスメントでタイヤの形 状を変更すると、以上の記述通り
にはいかないことがあります。つまり Wheelieプラグインは小さな形状の変化を無
視し、基本の形状によって 処理し、車輪のサイズ変更に対応します。例外的に、
シリンダーのよう な車輪であっても問題ありません。
カーブを曲がるときなどに、内側と外側の車輪を異なった割合で回 転させるため
に、回転量は車輪の中心のベロシティ（速度）をベース にしています。異なる回
転を処理する場合に重要な点です。従って、車 輪のモデリングをする時には、必
ず車輪の中止をオブジェクトの中止 にして下さい。
Rotation Rate（ローテーション レート）で、車輪の標準回転数の割合を 書き換え
ます。100％以上の値で、加速時にタイヤをクルマの走行動作 より早く回転させ、
100％未満の値で急ブレーキ時のようにタイヤを遅 く回転させることが可能で
す。この割合をキーフレーム設定すること で、繰り返し回転に変化をつけること
が出来ます。
Wheelieプラグインは、車輪がアクティブなオブジェクトとして選択 されていると、
レイアウト上で反応が鈍くなります。車輪のヒストリー を読み込むためにフレー
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ムごとに1／1000秒の演算処理が必要となり ます。更に、LWのモーションパス表
示を起動していると、LWはキーフ レームの設定を再試行する度に、全てのシー
ンの演算処理を再度行う ことになります。500フレームといった長いシーンの場
合、Wheelieは 500回計算することになり、所要時間は0.5秒となります。これはか
なり 苛立たしい時間です。この場合、モーションパス表示を無効にして下さ い。
かなり改善されるはずです。
Wheelie Demonstration Scenes
Wheelie-Turns.lws クルマがターンするシーン：車輪を注意深く見ると、車がター
ンを切 り抜ける動きに添って、各々の車輪が異なるスピードで適切にターン を切
るのが分かります。
AccelLink-Wheelies.lws 複数の車輪のシーンです。加速に従い、車体が前輪を地面
から持ち上げ ます。WheelieのRotation Rateは、前輪が空中で回転した後、その回
転が 止まるように0％に落とすキーフレーム設定をしてあります。

2.8 Whip
Whipという名前は、ホイップアンテナ（訳注：自動車やラジオのむ ち形アンテナ）
の引用で、あの「鞭」ではありません。
このモーションプラグインは、オブジェクトを硬いスプリングに見 立て、常に同
じ方向を向かせようとする物理学的なシミュレーション のエフェクトをもたらし
ます。
名前の由来であるホイップアンテナを作る場合を考えてみます。ア ンテナをベー
スとなる方向に動かすと、アンテナの先端は指定された 新しい方向に加速します。
弾力性のあるアンテナの先端は、勢いで跳ね 回り、落ち着くまでバウンド（反
復）を繰り返します。この反復の速度 と弱まり方の度合いを設定することが可能
になります。
アンテナはオブジェクトの動きに反応します。ホイップアンテナを クルマの上に
取り付けて加速させると、最初は後ろに引っ張られてた わみ、その後落ち着くポ
イントを求めるかのように前後にバウンシン グします。また、アンテナは引力に
も反応します。強い引力を設定する と、軸の根元に落ち着くまで揺れて、下方に
向かおうとする振り子のエ フェクトをもたらします。さらに、アンテナはベロシ
ティにも反応しま す。強い向かい風をシュミレーションすると、モーションの方
向に逆ら うようにたわみます。たておば、コンバーティブルタイプのクルマに乗 っ
ている時に、向かい風で髪が後ろに流されるような感じです。
Whipプラグインは内部で多くの数学的処理を行っているために、計 算処理に時間
がかかります。動きを決定づけるために、キーフレーム設 定したホイップアンテ
ナの加速度を含めて、過去の一連の情報が必要 となるので、全てのフレームにさ
かのぼって処理することになります。 演算処理は、後のフレームになればなるほ
ど一層遅くなります。私の PPro200では、1000フレームには約1秒の処理時間が必
要です。
そこで、Simulation Quality（シミュレーション クオリティ）値を変更し、 処理ス
ピードを上げて下さい。クオリティを下げることによって、処理 を速めるわけで
すが、下げ方によってはアンテナの振動がおかしな動 きをする原因となる場合が
あります。
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Whipはモーションプラグインであり、アニメートするオブジェクト に適用します。
オブジェクトは複数の親の子になる場合が多いはずで が、Whipは問題なく処理
します。
ホイップアンテナの 回転すべき 方向は＋Yです。アンテナのス プリングが元
に戻ろうとする力は、アンテナを常に＋Y方向に向けよ うと動くはずですが、引
力や牽引といった他の圧力を受けて逆らうよ うに動きます。しかし、あくまでも
自然な方向はオブジェクトのローカ ル座標上の＋Y軸方向です。もし、アンテナ
を外して90度回転さえ壁に 取り付けると、アンテナは90度のヘディングでとどま
ろうとします。
アンテナの軸をNullオブジェクトにペアレント設定し、Whipプラグ インの軸の回
転すべき方向にローテーションさせるのが一般的な使用 方法です。Whipプラグイ
ンの軸そのものをキーフレーム設定すること も可能ですが、プラグインの動作が
キーフレームに重なると、キーフレ ームを直接目で追えなくなるので、混乱をき
たす原因になりえます。
このような時はまずパネル上でプラグインを無効にし、アンテナの 親である軸の
キーフレーム設定をし、基本的な設定が終了した後にプ ラグインを再びアクティ
ブにして下さい。
Restoration Force : レストレーション フォース スプリングの強度を設定し、アンテ
ナを＋Yの位置に戻します。値が上 がるほど、アンテナは前後に速い動きをしま
す。
Gravity ：グラビティ 引力のよって引き起こされる加速度の量を設定します。引力
は常に ワールド座標の−Y軸方向です。
Damping ：ダンピング 動きを段階的に抑える割合を設定します。つまり、アンテ
ナの動きを 遅くさせていく物理的軋轢やダンピングの設定です。低い値はアンテ
ナを激しく跳ね回るような動きにし、逆に値をかなり高くすると粘着 性のある動
きに変えます。オブジェクトのモーションを微調整するた めに最もよく使うパラ
メーターです。
Wind Friction ：ウインド フリクション 速度に反応させる風の量を設定します。
Acceleration Sensitivity ：アクセレーション センシティビティ アンテナ（アンテナ
の親の場合が多い）が加速した場合、アンテナが 受ける瞬間的な揺れの程度を設
定します。このパラメーターで、アンテ ナの反動を微調整することが可能です。
Simulation Quality ：シミュレーション クォリティ アンテナがギザギザした動きを
見せ始めたら、この値を少し上げるこ とで解決できますが、余り大きな値を入力
すると演算処理を落とすだ けです。余り変更をしない方がいいパラメーターです。
Angle Limit ：アングル リミット オブジェクトの動きを制限した角度の範囲内に
収めることが出来ま す。50％はアンテナを90度以上回転させないように、親のオ
ブジェクト を通り抜けないようにすることが出来ます。プラグインをX軸だけ、Z
軸だけ、あるいは両軸の方向にその動きを制限することが出来ます。こ れは全方
向にたわむことが出来ない蝶番オブジェクトを使う場合に便 利です。
Whipプラグインを連続して使うことは可能ですが、余りお薦めしま せん。連続し
て使うということは、プラグインを適用した軸と次にプラ グインを適用した軸と
ペアレント設定することになります。２番目の アンテナ部分は、単独にプラグイ
ンを適用したものと比べてより複雑 な反応を作ることができるので、かっこいい
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効果を楽しむことは出来 ます。例えば、地震で木を揺らすシーンを作る場合、中
心となる幹にボ ーン、主要な複数の枝に子のボーンを使い、地震をシュミレーショ
ンし 中心となる幹を揺らすと、その幹はグラグラ揺れて枝は更に激しく揺 れま
す。連続使用が余り良くない点は、処理時間が莫大なものとなるか らです。単体
のWhipプラグインを適用した1000フレームのアニメーシ ョンの場合、ワイヤーフ
レームのプレビューを構築するために30秒程 度の所要時間ですが、２つのプラグ
インを連続して使うと約30分もか かります。どうしてもという場合は、オブジェ
クトにモーションパスを キーフレーム設定するExport Motionを使い1本目からプ
ラグインを解 除して、実質的な連続使用として下さい。
Whipプラグインは、オブジェクトをしならせるFlexorプラグインと 併用すると効
果的です。
BlinkプラグインもWhipと併用すると、時間の経過に伴いランダムに 変化する
ゴール ディレクション をキーフレーム設定しないで作 ることが出来るのではと
思います。
Whip Applications
•

ヤマアラシの背中の棘や恐竜の背中を覆う大きなヒレ

•

多くのボーンで作成した洋服をアニメーションする。キャラクタ ーの動きに合
わせて、洋服がなめらかで自然な動きをしません。洋 服がキャラクターを通り
抜けないように制御することが出来ます。
•

複数のボーンをつかって、馬が走る時にたてがみを後ろにたなび かせるシーン

•

崖っぷちで車がよろめきながら進む場面

•

おもちゃ！おもちゃ！おもちゃ！

•

飛行機の両翼（翼の先端は弾んでいるんだよね˜）

•

動くモノ雑多：スーツケースの取っ手が倒れて少しバウンドし落 ち着く。子の
場合は、Restoration ForceやDampingではなくて、 Gravityで角度を制限すること
が出来ます。又は、体に埋め込まれた アクセスパネルが開いたり閉じたりする
巨大なロボットがミサイ ル攻撃を受けてバタンと倒れるシーン。
•

耳元で揺れるイヤリング

•

風でバタンと閉まる家の雨戸

•

さまざまなアンテナ

•

昆虫の触角

•

風に揺れる木の枝

•

トラックや貴社やボートから流れ出る煙

•

跳びこみ台（Flexorと併用）

•

時計などの振り子に似た動き。おじいちゃんの時計やメトロノー ムやブランコ、
尻尾、パンチバック（ボクシング用）
•

酔っ払った人間や、波間に揺れるボートのような揺れる動き

•

風にたなびく洋服や洋服のライン

•

ハンモックが揺れる場面
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Whip Demonstration Scenes
Whip-WhipIt.lws 加速するクルマに取り付けた垂直な棒：車体は安定しており、棒
が垂 直方向に向かって戻ろうとする動き
Flexor-FlexIt.lws WhipがコントロールNullを前後に揺らしているシンプルなシーン:
これはNullを動かして、棒を前後にたゆませる動きで、定規をはじく感 じの動き
をつくります
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Chapter 3 Displacement Plugins
LWのディスプレイスメントプラグインはオブジェクトパネルに適用 されます。J
KPには４つのディスプレイスメントプラグインがありま す。

3.1 Dangle
LWのディスプレイスメントプラグインはオブジェクトパネルに適用 されます。J
KPには４つのディスプレイスメントプラグインがありま す。 曲線）と呼ばれる
曲線形状のロープやチェーンが吊り下がっている形 状をオートマティックに作成
します。
使用法は、まずモデラーでロープかチェーン形状のオブジェクトを 作成します。
オブジェクトは0,0,0で始まり、＋X方向に伸ばします。−X 方向にオブジェクト
の一部分がかかっても構いませんが、その部分は アニメートされないので、出来
たら避けて下さい。
レイアウトにオブジェクトを読み込み、ロープオブジェクトの位置、 大きさを決
めて、任意に動かして下さい。ロープの一方の先端をオブジ ェクトのポジション
に係留させ、もう一方は目標とするオブジェクト に係留させます。この場合、フッ
クや錨のようなオブジェクトが想定し やすいと思いますが、Nullオブジェクト
を代用すると大変使いやすい です。Dangleプラグインをロープに適用し、唯一の
パラメーターである Anchor Object（アンカー オブジェクト）を選択して下さい。
レイアウトでロープの動きを確認し、次にロープがスムーズに弧状 （アーク）に
吊り下がるようにします。ロープは本来伸びる素材では ないので、ロープや錨を
動かしても、一定の長さを保ちます。錨オブジ ェクトが遠すぎてロープが届かな
い場合は、ロープは錨に届こうと動 き、伸びきって間があいてしまいます。
ロープあるいは錨を動かすと、インタラクティブにロープの形状を アップデート
し、適正な曲線を形成します。しかし、地面や他のオブジ ェクトの衝突判定はし
ません。
Dangle Applications
•

ロープでボートを桟橋につなぐ：ボートは前後に揺れ、ロープが その揺れに応
じて張りつめたり、たるんだりする
•

チェーン

•

ガラス玉（ストラント）がロープ上につらなったタイプのシャン デリア：シャ
ンデリアを傾かせると、ストランドが応じて動く
•

パワーコード！６インチの太さのパワーケーブルを背中につない だ戦闘ロボッ
ト
•

キャラクターがらせん状の電話コードの受話器を取り上げている シーン

•

ワイヤーでタワーにぶら下がる人間、特にタワーが前後に揺れる 場面

•

つり橋

•

手錠

•

犬などの皮ひもや鎖
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Dangle Demonstration Scenes
Dangle-DangleIt.lws 1本の太いロッドの大変シンプルなシーン：両方向の端を動く
ように 設定してあります。カテナリーの効果を参照して下さい。
Dangle-Tug.lws ２つの方形のブロックは画面上を横切って動くようにキーフレー
ム設 定してあり、Dangleを適用した太いロープで繋がっています。繰り返し ブロッ
ク間の距離を変えてキーフレームし、１つのブロックがロープ によって他方の
ブロックを引っ張るシーンです。

3.2 Diffuse
ポイントの集りである雲を作成するディスプレイスメントプラグ インです。モデ
ルは通常必要ありません。単一のポイントによって形成 された大きなまとまりに
はたらくパーティクルシステムエフェクトで す。
Diffuseプラグインはそれぞれのパーティクルを、 乱歩（random walk） として
知られる処理を使い、自然でランダムなガスの拡散を シミュレーションします。
これは、シルト（砂より細かく粘土より粗い 沈積土）が水を通して拡散する方法
によく似ています。それぞれの パーティクルがそれぞれのフレームでランダムな
方向に動きます。 中央から外に向かう動きである爆発のようなものとは違います。
これ はdiffusion（拡散）であり、ポイントは、いったん離れた元々の場所に 向
かって戻るような動きをします。
Diffusion Rate（デフュージョン レート）値を増やすと、ポイントはより早 く広が
ります。この拡散の割合をキーフレームすることができるので、 突然発生しゆっ
くりと消えるガスなどのシーンに使えます。
繰り返しポイントが拡散する雲は、より大きくなる傾向があります が、これはリ
ニアの広がりではありません。つまり拡散を開始して20 秒の時に、10秒の時点の
2倍になるということではありません。
このプラグインの用途は一つだけで、ポイントの雲をゆっくりと膨 らませるもの
です。LWのグローエフェクトと併用すると効果的です。 同じくLWの気体をシミュ
レーションするSteamerプラグインと共に 使用することができます。
また、LWのHyperVoxelsと併用して面白いものを作成することが出 来ます。
Diffuse Demonstration Scenes
Diffuse-Silt.lws 繰り返しポイントの雲が広がるシーン：オブジェクトは、始めに
上昇 し、後に降下するようにキーフレーム設定をしたポイントを含み、まる で引
力が雲をゆっくりと下に落とすかのように引っ張っています。

3.3 Flexor
Flexorプラグインは、Whipプラグインと併用するケースが多いプ ラグインです。
他のオブジェクト（通常、Null）の動きに応じて、オブ ジェクトにしなりを与え
るディスプレイスメントマップです。
LWでボーンを連鎖することなく、跳びこみ板のように弾性のある オブジェクト
を簡単にしならせることができます。
Flexorの設定はDangleとよく似ており、オブジェクトのベースを 0,0,0に確実に設
定し、＋Ｘの方向に伸ばします。オブジェクトはどの 方向にもローテーションす
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る（しならせる）ことができます。
しならせる度合いについては、オブジェクトのＸ軸と指定されたコ ントロールNu
llの間の角度で決定します。Exaggerate（イグザジュレイト を使って、しなりの分
量を誇張することができますが、大きな数字を入 力すると、しならせるオブジェ
クトはコントロールNullの位置にさら に大きく反応します。
Bending Center（ベンディング センター）によって、カーブの形状を変え ること
ができます。低い値では肘を曲げたような形状、高い値では腰を 曲げたような形
状になります。１０％や９０％といった値を入力して 極めて変わった形状を作成
することもできますが、通常では５０％が、 最も滑らかな弓なりの形状を得るこ
とが出来る値です。
前にも記したように、Whipプラグインと併用する場合が最も多く、 コントロール
NullをWhip軸の「子」として設定します。Whipが適用さ れたオブジェクトが前後
にローテションをするにつれて、Nullは弧を 描いて動きます。このNullの動きが
オブジェクトのたわみ方をコント ロールする役目を果たします。
Flexor Applications
•

跳びこみ板

•

フレキシブルなアンテナ。

•

航空機の両翼が圧力でたわむ場面。

•

釣り竿。

Flexor Demonstration Scenes
Flexor−Flexit.lws WhipプラグインがコントロールNullを前後に揺らし、Flexorは棒
を前 後にたわませ、定規をはじくような動をします。

3.4 Poke
他のオブジェクトをツールとして使用し、オブジェクトに凹み、くぼ みを作成す
ることができます。最も簡単な作例では、オブジェクトの側 面に球形の膨らみを
作成します。もっと複雑になると、生き物の歩行に よって出来る足跡をオートマ
ティックに作成あるいは銃弾による損傷、 野球のバットによる凹みなど、あらゆ
る種類の凹みを作成するツール です。
Pokeの元々のデザインは、敷物の下で動き回るネズミのような、布 の下で這いま
わるオブジェクトのシミュレーションです。
Porkは複数のエフェクターと共に機能します。エフェクターは通常 球形ですが、
楕円やパンケーキのような形状に引き伸ばすことも可能 です。また、Curvatureパ
ラメーターを変更して、球形から立方体に形状 を変更することができます。
Pokeの基本的な使用法は大変簡単です。モデラーで、少しのポリゴ ンで半径１メー
トルの球体をつくり、レイアウトに読み込み、そのポリ ゴンサイズを０％に設
定します。これはレンダリング時に、エフェクタ ーを見えないようにするためで
すが、レイアウト画面においては依然 として視覚可能です。
LWのシーン編集でエフェクターをワイヤーフレームモードにし、 編集オブジェ
クトをOpenGL ビュー表示すると便利です。
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Pokeプラグインを変形させるオブジェクトに適用し、次にどのオブ ジェクト（複
数の場合も）がエフェクターであるかを、アイテムリク エスターで選択して下さ
い。
レイアウトはインタラクティブに更新されるため、オブジェクトに 加えた効果を
すぐに確認することができます。エフェクターの位置を 決め、引き伸ばし、サイ
ズを変更することによって、凹みの形状や位置 を異なるものにします。球形とは
違うエフェクターにする場合は、 Curvature（カーヴァチュア：曲率）を変更して
ください。残念なことに、エ フェクターそのものは、元の形状のままですが、位
置と方向は変更表示 します。
PokeのSharpness（シャープネス）は、凹みの強度を設定します。低い 値で、より
ソフトなものとなり、エフェクターが部分的に点を押してい るような効果をもた
らします。
Pokeの最も便利な機能はhistory（ヒストリー）モードです。外形を poke （突
つき）ながら進んでいくエフェクターをアニメートする ことが出来ます。押され
た方のパートはエフェクターが進んだ後も変 形したままです。この機能で、キャ
ラクターを歩行させて泥の中に足型 や耕運機が通ったあとに畝（わだち）を残す
場面を作成できます。
ヒストリーエフェクトは簡単な操作です。History Frames（ヒストリー フレームズ）
で＋の数を入力し有効にすると、過去のエフェクトをたど ることが出来ます。
9999という法外な数字を使っても、フレーム№に かかわらず、０でスタートとし
ます。
historyを行う演算処理はプラグインの処理速度を大変遅らせること になります。
Curve Quality（カーブ クオリティ）を低くすることによって、演算処理速 度をス
ピードアップすることができます。あまり低く設定すると、エフ ェクターがカー
ブのパスを追っている場合にディテールが失われるこ とになります。
Restore（リストア）で、置き換えたオブジェクトに、ゴムのように時間を かけて
ゆっくりと元に戻す反応をさせることが出来ます。例えば、指で 突ついたパン生
地がゆっくりと元に戻るタイプのエフェクトで、応用 するとかなり面白く使える
オプションになります。
Strength（ストレンクス）はPokeプラグインが加えるディスプレイスメ ントの総
量を設定します。50％のStrengthとは、デフォルト100％の半 分の面を置き換える
ことになります。このオプションはHistoryと併用 すると適切な処理が実行されま
せん。
エフェクターは、押し込まれる側のオブジェクトとペアレント設定 することが多
くなるため、結果はオブジェクトの回転や動きに対応し ます。エフェクターの数
はアイテムピッカーのアイテムを複数選択す ることによって、必要に応じて幾つ
でも同時に使うことができます。
history の特性を利用して、エフェクターに一枚の紙のようなオブジ ェクトを通り
抜けさせると、紙は膨らみ、エフェクターが通過した後も エフェクターを追いか
けるという面白い結果を得ることができます。 こうした極端な場合に、オブジェ
クトに多くの変形を加えると、ポリゴ ンは簡単にディテールを失ってしまうので
注意が必要です。何故なら、 ポイントがストレッチされて、なめらかさを失って
しまうからです。過 度に引き伸ばしたい場合は、その部分にもっと多くのポリゴ
ンを使っ てください。
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Poke Applications
•

足跡を残すシーン：エフェクターを引き伸ばして、キャラクター の足と同じサ
イズ、同じ形状にして下さい。複数のエフェクターを グループにして、指を形
成し、キャラクターの足に親子関係付けま す（エフェクターはレンダリングさ
れません）。サブディビィジ ョンで平たい平面をつくり、Poke を適用します。
キャラクターがそ の平面上を歩くと、その後には足跡が残ります。Restore コン
トロー ルを使うと、ゆっくりと泥が戻って足跡を消すように作用します。
•

銃弾の跡：シングルフレーム中に、エフェクターがオブジェクト の隣に現れて
消え去るようキーフレーム設定します。瞬間的なポ ーズの後、最初の場所から
ずらしてオブジェクトの隣に再度現れ るようにします。これを数回繰り返しま
す。History を使うと、銃弾 の跡が一連の凹みとなります。この代わりに、凹み
ごとに１つのエ フェクターを使い、一度に一箇所を動かして面に対して押し付
け たままにする方法があります。後者では history を使わないため、演 算処理
が速くなります。
•

有機体の不気味な生物：エイリアンが肌の下で動くシー

•

ロボットの腕がゴム性の外皮の下で伸びる場面

Poke Demonstration Scenes
Poke-Bulge.lws ネズミがカーペットの下で動いているシーン
Poke-Furrow.lws 耕運機が通った跡に畝を残すシーン
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シェダープラグインはLWのサーフェイスパネル上に適用されます。 同時に４つ
までのシェダープラグインを使うことが出来ます。

4.1 Acid
不規則にテクスチャリングした斑点模様（パッチ、スポット）をオ ブジェクトの
サーフェイスに貼り付けるサーフェイス（テクスチャー） プラグインです。言葉
で説明するのは大変難しいプラグインなので、プ レビューを見ながら１つずつパ
ラメーターを操作して感触をつかんで 下さい。
基本的には、エフェクターを使って、オブジェクトのサーフェイスに 色付きの斑
点（スポット、パッチ）を貼りつけます。エフェクターはこ こでもNullの場合が
多くなります。色の着いたパッチは円形で、オブ ジェクトのサーフェイスとNull
の sphere of Influence（スフィア オ ブ インフルエンス） のintersection(インター
セクション:交差)を示 しています。
エフェクターの位置、回転、サイズ（ストレッチ／形状）を設定し、 異なるエリ
アで異なるパッチを作成することができます。
エフェクターを引き伸ばして楕円形にすれば、細長いパッチを作る ことになりま
す。エフェクターをオブジェクトにペアレント設定をす ると、元になるオブジェ
クトの動きにエフェクターも追従します。JKP のParentを使って、このペアレント
設定とその解除を、より簡単に行っ て下さい。
エフェクターをNullにする場合、モデラーで半径１メートルのモザ イク型球体を、
レベル２か３に設定することをお薦めします。モザイク 型球体はレイアウト画
面上で選択出来ます。
そして、ワイヤーフレームだけで表示させます。（OpenGLをＯＮに していると
見栄えがよくなりますが、これはエフェクターをワイヤー フレームとして上乗せ
して見えるからです）エフェクターだけをレン ダリングしても無意味だと、ディ
ゾルブレベルを100％に変更したく なるところですが、球体をレイアウト画面か
ら消し去り、見えなくして しまうことになるので注意して下さい。
代わりに、ディゾルブレベルを０％とし、ポリゴンのサイズを０％に すると、レ
ンダリングはされませんが、レイアウト画面に球体を表示さ せることができます。
エフェクターがスポットは、エッジ（ ragged edge）を作成するフラ クタルノイズ
で修正することができます。Ragged（画面左上コントロ ール群）はプレビューで
効果を確認しながら作業を進めることが出来 ます。
Strength（ストレンクス）を０％にすると、ノイズを演算処理する必要が ないた
め、より早いレンダリングが可能です。
Ragged Scale Size（ラッグド スケール サイズ）で、エッジのラグをシャー プなス
ティープ状か、円の一部が変形したような形状にするか決定し ます。（これは目
で見て確認して下さい）
Ragged Small Detail（ラッグド スモール ディテール）は、細かいディテール のレ
シオをもっと大きなディテールに変更することが出来ます。

Page 32

Polk Manual

Chapter 4 Shader Plugins

Ragged Fracticality（ラッグド フラクタカリティ）は、ラグのパターンを更 に複雑
にする場合に用います。（訳注：FracticalityはS Worleyの数学 用語です。あしか
らず！）
Breakup コントロール群（６つ）は、カラーのスポットを不規則に するため
に、フラクタルノイズを使う点で似たパラメーター群です。特 に名前を共有する
上４つのBreakupコントロールは、Raggedコントロ ール４つに極めて似ており、
プレビューも簡単です。
中央のプレビューは種類を問わず白色で表示することで、エフェク トの状態を見
やすくしています。特に、Radius and Reverse（後述） を 使う場合に役立ちます。
アイテムピッカーを使って、Acid画面の右側上 にエフェクターを１つ以上指定し
てください。
Effectors ：エフェクター サーフェイスに適用する１つ以上のエフェクターを選択
します。 JKPのオブジェクトピッカーを使ってください。選択するエフェクタ ー
は無制限です。
Curvature ：カーヴァチュア 球体以外を作成します。０％で、エフェクターはキュー
ビック形状に なり、100％でダイヤモンド形状、50％（デフォルト）は球体で
す。プ レビューで確認できます。
エフェクターはストレッチも回転も可能で、楕円形や方形に変える こともできま
す。但し、50％以外の指定をするとレンダリング速度を落 とすので注意して下さ
い。
Global Strength ：グローバル ストレンクス アルファチャンネルのようなものです。
エフェクターに赤色を適用 する場合、Global Strengthを50％に設定します。
サーフェイスの半分を赤色に薄く染め、オリジナルのサーフェイス のある部分を
透けて見せます。これは、各々のチャンネルのStrengthコ ントロールに作用しま
す。まるで一括設定のように、一気に全てを修正 します。
Global Radius ：グローバル ラディウス エフェクターのサイズ変更を手作業で行な
わずに、半径を変更する ことで実行します。より大きなスポットを作成する場合
や、エフェクタ ーのサイズチャンネルを再度キーフレームしたくない場合に使っ
て下 さい。
また、同じように一括設定が可能で、radiusの全てのチャンネルでサ イズを変更
します。
Undisplaced Coordinates ：アンディスプレイスト コーディネイト 便利な機能をで
すが、説明も使用法も難しいオプションです。手の甲 に傷（赤い斑点）をつけた
ままランニングをしている人のケースを想 定してください。傷は手の甲にはりつ
いたままでないといけません。
人物にボーン（あるいは、Puppet Masterか他のディスプレイスメン トツール）で
走る動作をさせます。そして、ランニングの動きに合わせ て動く手を追うエフェ
クターを手作業でキーフレーム設定することに なります。
これはJKPのParentプラグインを使っても面倒な作業です。ボーン がディスプレイ
スメントするポリゴンの正確なパスを追うのはどうし ても正確性に欠けてしまい
ます。 Undisplaced Coordinates は、ボーン やディスプレイスメントが適用され
ていない場合、エフェクターを手 が次に動く位置に移動させます。そして、サー
フェイスがボーンやディ スプレイスメントを経由して移動しようとしても、ＵＶ
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コーディネイ トが移動をさせない機能を果たします。
皆さんの中には、オブジェクトを２度読み込み、そのうち１つを、ボ ーンを動か
さずにレンダリングもしないもの（ポリゴンのサイズを０％ にする）にし、エフェ
クターの移動する位置を目に見える形でフィー ドバックするという方法をとっ
ていると聞いています。
Undisplaced Coordinatesは難しいオプションですが、非常に稀ながら こうした種類
のテクスチュアリングに重要な役割をすることがありま す。
ランニングマンの例のように、ランニングの動きに合わせて傷（赤 い斑点）が動
いてしまうのはもちろん間違った結果ですが、跡を追い かけるエフェクターがオ
ブジェクトの動きに完璧に合わないために起 こる問題なのです。
画面の下方部分はエフェクターによって適用される属性を指定する ものです。最
初の２つのチャンネルは理解しやすく、エフェクターに適 用される色に関するも
のです。残りのチャンネルはDiffuse値や Specular 値の様に、他のサーフェスのプ
ロパティを適用します。
Strength ：ストレンクス アルファチャンネルです。100％を設定すると、適用され
るペイント は完全に不透明になり光沢を失います。エアブラシのエアフローを強
めたようなものです。高い値は塗料の量適用する実際の属性のことで す。カラー
チャネルには、塗る色が指定されます。
Apply ：アプライ 適用する実際の属性です。カラーチャンネルには塗る色を指定
し ます。プレビューでは Color オプションで適用された色を表示しま すが、他の
チャンネル（Diffuse や Gloss など）では、適用された値 をプレビューしませんが、
それでもプレビューは役に立ちます。
Sharpness ：シャープネス エッジのコントラストを設定します。高い値はエッジを
シャープに し、低い値はスムーズな縁を作成します。
Radius ：ラディウス エフェクトのサイズを変更します。それぞれのチャンネルは
独自の 半径をもっています。爆発の傷跡の場合は、次第に黒ずむ円を使います が、
中心部分には、Specular 値を落して、金属が黒焦げになった状態に します。黒
色にはより大きな半径値を使い、Specular チャネルにはより 小さいな半径値を使
います。
Reverse ：リバース 他のチャンネルで適用されたエフェクトをリバース（反転）
させま す。つまり、センターをそのままにし、カレントの属性をセンター以外 の
全てに適用します。きれいに磨いたスポットを浮き上がらせるため に、テクスチャ
ーオブジェクトにこのReverseを使うことも出来ます。 しかし、オブジェクトの
残りの部分は、ぼやけた質感になります。
Bump mapping（バンプマッピング）は属性コントロール群と似た設定 方法で操作
しますが、さらに多くの設定が必要です。
Bump Height（バンプ ハイト）は対象となるバンプの高さを指定 します。Bump S
harp、Gain、Expのそれぞれはバンプの形状を変更しま す。Bump Radius（バンプ
ラディウス）ではバンプを拡大縮小すること が出来ます。バンプの高さはメート
ルで計ります（フラクタルノイズ も同様です）が、プレビューにおいても、シー
ンと同じ大きさのエフェ クトかどうか確認するためのサイズが設定できます。
Preview sizeを、シーンに合うように設定してください。シーン中の エフェクター
が１メートル幅だとすると、プレビューも１メートルに なります。
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それぞれに異なる属性とコントロールオブジェクトを設定した複数 のAcidのコピー
を追加することが可能です。
History Frames（ヒストリーフレーム）は、ヒストリー残存効果を追従す る機能で
す。historyの最大数を指定することができます。
Curve Quality（カーブ クオリティ）は、コンピュータ処理時間がかかる パラメー
ターですが、エフェクターになめらかな動きをさせます。
Time Fade（タイム フェード）によって、historyをかけたエフェクトの フェードの
終わり方（フェードインあるいはアウト）を指定します。
Acid FAQ
Question: StrengthとApplyにおける、DiffuseやSpecularの属性の違いが理解出来 ま
せん。
Answer: 属性チャンネルは完全に独立していると考えて下さい。穴を作成す るケー
スで、エフェクターの中心に 100％の Transparency を適用する ために、Transpar
ency 以下の Strength 列のボタンを全て 100％に指定し てレンダリングをするよう
ですが、これはうまくいきません。
Strength は Apply の列に並ぶ属性に何を適用するかにかかっていま す。したがっ
て、２つの値を設定するなら、Strength も Apply も 100％で す。Color を設定する
と、さらに明らかになります。何故ならエアブラシ の圧力と塗料の色の関係と同
じようなものです。他のチャンネルもカ ラーチャンネルと同じ仕組みです。
Question: プレビューで見るフラクタルのエフェクトがレンダリングをかけた 画像
と違うのは何故ですか？
Answer: フラクタルノイズのパターンは全てを変更します。プレビューのよ うに、
ゴツゴツした質感やにじみ具合を見ることはできません。一般的 な質感のみで
す。
Question: サーフェイスにTransparencyとReverseを適用しましたが、サーフェイ ス
の中には完全にトランスペアレントしないものがあります。
Answer: ２つの原因が考えられます。１つは、Specular と Reflective のエフェ クト
を見ている場合。もう１つは、Ragged Fractality と Breakup Strength を使ったため、
ノイズパターンが上乗せされて、適用されたエフェクト に 穴 があいたため、
と考えられます。
Question: Curvatureに50％以外の値を使うと、レンダリングは遅くなりますが
Answer: 円形は素早く処理しますが、全ての他の形状は更に複雑なアルゴリ ズム
を使う必要があり、レンダリング時間が遅くなるのは仕方がない と言えます。
Question: 以前に使用した設定を読み込んだところ、エフェクターが動きませ ん。
Answer: 古い設定を新しいシーンに読み込むには、新しいシーンに適用可能 なエ
フェクターを設定する必要があります。
Question: シーンに複数のエフェクターがあり、OpenGLを有効にして、それら 全
てのエフェクターを同時にビューするのはどうしたらいいですか？
Answer: シーン編集パネルでエフェクターをポイントかワイヤーフレーム表 示に
変更してください。
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Question: Historyオプションにおいて、大きさや形状をどうのように変更した らい
いのでしょうか？Global Radiusでは変更出来ないと思います。
Global Radiusは過去に適用された属性のエフェクトを大きくしま す。新しく適用
した部分のサイズ変更を繰り返し実行するには、エフェ クターそのものの形状や
大きさを変えて下さい。
Question: Color StrengthとHistoryによって多色でとがったエフェクトを作成す る場
合、１つのエフェクターで大丈夫ですか？
Answer: 複数のエフェクターを必要とします。
Acid Applications
•

皮膚の切り傷、打撲傷、洋服にしみた汗、火傷、涙、頬の紅潮

•

乗り物、人間、動物の通った跡

•

火事や爆発で破壊されたサーフェイス

•

Reverseを使って、サーフェイスの汚れをきれいに磨く

•

制御盤や飛行機の点滅するライトを作成する場合

•

ダイナマイトの導火線、燃えた灰や黒焦げの森。

•

月のような地表や爆弾の弾痕の残る地面を作成する

•

ペンキ、鉛筆、クレヨン、チョーク、木炭などで書くシーン

•

弾丸が車や航空機や壁に穴を開ける場面

•

缶からペンキがこぼれている場面、あるいは家具にブラシをか け たり、ペンキ
が壁をつたう場面
•

JKPのDiffuseと併用し、壁にスプレーペンキで落書き

•

木にハンマーで凹みを加えるシーン

•

汚れ、すす、錆を加える場面

•

鳩や牛の糞といった汚いものを作成する場合

•

酸が金属製の表面を次第に侵食する

•

Webページのボタンを作成する場合

•

徐々に透明になるサーフェイスを作成する、例えばトランジシ ョ ン・ワイプを
作る場合
•

湿原状の地面を歩く兵士のブーツに泥をつける場面

•

汚れた床や窓をきれいにする場面。Reverseをつかって、エフェク ターで汚れを
取り去る
•

コンクリートやアスファルトの汚れや、でこぼこ

Acid Demonstration Scenes
Acid-Buttonmaker.lws 簡単なスチールフレームをレンダリングします：センターに
１つの大 きなエフェクターを配置したシンプルな平たい水平面は、Acidの機能 を
説明するための都合のいい外形です。
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このシーンのAcidの設定はTransparencyをReverseして、背景の平面 をエフェクター
の範囲外にして見えなくします。こうすることにより、 中央にテクスチュアさ
れた領域を囲む黒いバックグランドを作成しま す。レンダリング画像とアルファ
チャンネルはWebページのボタンを 作成するために便利です。
Acid-Slotmaker.lws オブジェクトにスロットを刻みつけるシンプルなシーン：エフェ
クタ ーは中央の完全に透明なスポットとなり、サーフェイスを消し去りま す。
Bump mappingによる膨らみが透明な部分を囲みます。 History機能が、エフェクター
が通過した跡を大きな溝にします。フレ ーム範囲の最後に近いフレームをレン
ダリングすると、ベストなビュ ーとなります。
Acid-Stroke.lws 適用した属性をどのように変更を加えれば良いかが分かるシーン
：塗 料で描いたぼってりした光沢のあるラインを、紙上でデフューズし光 沢のな
い質感にします。幅広でふぞろいの感じは残しました。 数値入力の４つの全ての
属性チャンネルはスムーズに変化を繰り返し ます。
インターフェイス上で、Bumpの高さのビューを見ることができるので 適用され
たBumpの高さがどのように次第に消えていくかを確認して 下さい。ぼってりと
した塗料が紙に染み込み、艶のない状態になるまで を繰り返しシミュレーション
します。
Secularityによって、液体塗料は光沢のある輝きを見せ、最終的には完 全に艶の失
せたマットな質感に変化します。
全に艶の失せたマットな質感に変化します。 ２つのColorチャンネルは同じシェー
ドを適用していますが、最初の チャンネルはStrengthを100％にし、より小さいな
スポットに適用し ます。Strengthで繰り返しフェードを変更し、塗料のStrengthを
減らし て、紙への染み込み具合をシミュレートします。２番目のカラーチャン ネ
ルはより薄く幅広で細かく、フェードをしないものとします。 塗料が乗った部分
は徐々に広がり、次々に紙面上に染み込む過程をシ ミュレートしていきます。こ
れはエフェクターのGlobal Radiusを繰り 返し操作することで可能で、既に適用し
たスポットの大きさをスムー ズに大きくします。
アニメーションがデモシーンより長いと問題が起こる場合があります。 1番新し
い塗料は1番古いものと同じ広がりをみせるからです。エフ ェクターの大きさを
何度か小さくすることで解決して下さい。サンプ ルシーンのように短いアニメー
ションの場合は、こうした問題は起こ らないので、サイズの変更はしていません。
エフェクターの振りはシンプルでまっすぐなラインです。History Curve Qualityを
非常に低い値に設定すれば、素早くレンダリングされ ます。パスが曲線を描くと
ころでは、値を上げる必要がありますが、そ の場合レンダリングの速度が遅くな
ります。

4.2 HSV Boost
サーフェイスの色相や彩度や値をブースト（明るく）したり、レ デューズ（暗く
する）したり、シフト（色の変更）したりします。さら に重要な点は、カメラに
対するサーフェイスのアングルを元に、色の属 性を修正することです。
こうしたエフェクトは頻繁に使うものではありませんが、現実生活 の中にも作例
はあります。例えば、熱帯魚です。熱帯魚はカラフルな外 皮と、半透明のウロコ
に覆われています。側面から観察すると、明るい 外皮の色が外側のウロコを透過
し、カラフルに見えます。しかし、斜め にアングルを変えて観察した場合は、半
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透明なウロコは乳白色を帯び、 鮮やかな色は褪せて見えます。HSVBoostプラグイ
ンはカメラに対する サーフェイスの角度を元に、サーフェイスのsaturation（彩度）
に異な るブーストを加えることで効果を表現します。
HSVBoost のパラメーターは実に簡単です。Perpendicular Saturation（パーペンディ
キュラー サテュレーション、直行方向の彩度）と Glancing Saturation（グランシン
グ サテュレーション、閃光彩度）を指定しま す。 Flat-onフラットオン（90度）
Glancingグランシング（90度 以外） のそれぞれの角度で見た場合の、サー
フェイスの色の増減を 決定します。
熱帯魚のように鮮やかなテクスチュアの場合は、鮮やかさを逃がさ ないためにPer
pendicular Saturationを100％にし、パステル調のシェー ドにするために色を淡くす
る場合はGlancing Saturationを20％にしま す。この変化の度合はSkew（スキュー）
とSharpness（シャープネス）で設 定します。この２つは推移するゾーンの角度を
調整し、変化の度合いを 変更します。
コントロールの右手の小さいな球体は、プレビューです。この表示は 球体のそれ
ぞれの部分に適用したブーストの度合いをプレビューしま す。完全に白色のピク
セルは Perpendicular 、完全に黒色のピクセルの 場合は Glancing を意味しま
す。PerpendicularとGlancing間の移り変 わりはSkewと Sharpnessで修正することが
でき、角度で効果がどのよ うに変わるかをみることが可能です。
hue（ヒュー：色相）とbrightness（ブライトネス：明度）は saturation(彩度)と同様
の方法で修正ができます。hueの場合は、色相環 を新しいシェードに変換します。
CD-ROMの面のような視覚効果を得 るには便利で、角度を元に色を変換させま
す。
ビューの角度を元にしてサーフェイスのbrightnessに変化を加える ことがあるそう
ですが、私としては寛容なポリシーで、「お好きなよう に」と申し上げることに
していますが
テクスチュアをオブジェクトのluminosity（ルミナシティ）チャンネル に適用する
ことによって、HSVBoostはluminosityを元にして、そのス トレンクスを調整する
ことが出来ます。luminosityは0.0以降に設定し ます。つまり、LWのサーフェイス
テクスチュアリングの濫用ですが （luminosityがHSVBoostに情報を伝えるために
誘拐 されると考 えて下さい）、こうすることによりHSVエフェクトを解体し
てイメー ジマップやフラクタルノイズを使うことが可能になり、色を更にラン ダ
ムに自然にすることが出来るようになるのです。
HSV Boost Demonstration Scenes
HSVboost-Tilt.lws このシーンは正方形のチェッカー盤のボックスを５つコピーし
たもの です。ボックスのそれぞれの面は異なるビューアングルを見せるため に傾
けてあります。プラグインが適用された黄色のボックスは緑に変 化します。Glan
cing Angleで彩度をおとしました。
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ピクセルプラグインはLW 5.0から新たに導入されました。エフェク トはそれぞれ
のアンチエイリアシングが実行される間に、LWのイメ ージに加えられます。こ
の点LWがレンダリングした最終イメージに 適用されるイメージプラグインとの
違いです。ピクセルプラグインは
LWのEffectsパネルに適用されます。 JKPには、EnviroとVfogという２つのPixelプ
ラグインがあります。

5.1 Enviro
中央のビューポイントからシーン全体を見せる360度マップを作成 するためのプ
ラグインです。リフレクションマップとして後に使う「環 境マップ」を作成する
場合に便利です。また、QuicktimeVR(QTVR)やマ イクロソフトのSurround Video(
MSSV)ファイルを作成する場合にも使 用でき、Webページ上でシーンの360度全
方位ビューをインタラクテ ィブにパンすることができます。
Enviroはピクセルフィルターです。LW でレンダリングしたイメー ジを上書きし
ます。
Enviroは全方向をレイトレースしてパノラマ写真のようなイメージ を出力します。
また、カメラの位置と方向を元にする幾つかのプロジェ クション方法をサポー
トします。
SphericalとCylindricalは最も一般的なプロジェクションです。カメ ラ周囲を全てビュ
ーします。LWのリフレクションマップでは、スフェ リカルマップを使います
が、シリンダルカルマップでは数学的な強み を生かし、QTVRやMSSVでも使用
されています。
シリンダルカルプロジェクションマップは、スフェリカルマップと 同様に、全て
の環境を投影しますが、異なる水平面のアングルを投影す る点は異なります。シ
リンダリカルマップの 自然な 縦横比は２： １であり、640×320に近い解像度
でレンダリングするのが、通常は最適 です。
いくつかのレンダリングプログラムは（特にRenderMan）は共通し て、キュービッ
ク環境マップを使用しています。Cubic Map（キュービッ ク マップ）は、一度
に１面を作り、それを計６回で作成することができ ます。スクエアの解像度を51
2×512にしてレンダリングするのが最も 望ましいです。
最後のオプションはOrthographic（オーソグラフィック）ビューです。 ブループリ
ントのフロント、サイド、トップのように、遠近法によらず、 ビューをレンダリ
ングします。LWでこうしたビューをレンダリング する場合、カメラをずっと遠
く後ろに下げてから、ズームインする古典 的な方法を用いますが、このプラグイ
ンは数学的な処理を自動的に行 います。ブループリントのサイズの幅と高さを指
定する必要がありま す。プロジェクションマップはカメラが向く方向が中心にな
ります。
解像度の高いマップを生成するには、全てのピクセルをレイトレー スするため長
い処理時間を必要とします。
環境はレイトレイシングによってサンプリングすることができます が、LW のレ
ンズフレア、グロー、バックグラウンドイメージ、ピクセル プラグインやイメー
ジプラグインの効果は Enviro プラグインでは出力 されないために、見ることがで
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きません。バックグラウンドのグラディ エーションの色はワールド座標として、
Enviro のアウトプットされま す。
面白い使い方としては、自分のインタラクティブな ＶＲ を LW で作成するこ
とが出来ます。Enviro を使って、複雑なシーンのスフェリ カルマップを生成し、
LW の球体に適用します。そして、カメラを球体 の中心において、LW のテクス
チャーマップで OpenGL ビューを選択し カメラを回し、イメージを見るわけです。
Orthographic プロジェクションは、通常では問題なく機能しますが、 LW のレイ
トレイシングの精度が正確さを欠くために、いくつかのポ リゴンが消失したまま
レンダリングされてしまいます。 LW5.6.256 以 降のバージョンアップで修正され
ると思われます。
Enviro Demonstration Scenes
Enviro-Room.lws 正六面体形の部屋のそれぞれの側面にラベルが貼られている

5.2 VFog
シーン中に地面にたなびく霧を加える場合に、高速処理するプラグ インです。Ne
wtekのSteamerプラグインのように、実際に容積測定され たエフェクトではなく、
フォグ（霧）のエフェクトをレンダリングす るイメージを合成する方法で実行し
ます。
但し、このやり方には限界があり、透過オブジェクトやリフレクショ ンが背後に
ある場合は見ることができません。また、シーンの外観をサ ンプリングするため
にレイトレイシングをするEnviroのようなプラグ インが適用されていると使用で
きません。
Minimum/Maximum Amount ：最小値/最高値 フォグのオパシティ（不透明度）を
制限します。非常に遠くにあるオ ブジェクトを全く見えなくなるのを避ける場合
に便利です。
Clear Camera Distance カメラの周囲からフォグを取り除く場合に使います。前景の
オブジェ クトをクリアに表示する場合に便利です。
Fog Falloff Distance ：フォグ フォールオフ ディスタンス フォグの濃度を設定しま
す。フォグの濃さ、薄さを調整します。このコ ントロールが最も細かい調整が必
要です。
Fog Layer Altitude ：フォグ レイヤー アルティテュード ワールド座標で、フォグ
レイヤーが始まるＹ軸方向の高度を設定しま す。
Thickness 高密度の地上霧が、霧の全くない上空の領域に移り変わる高さを設定 し
ます。
Top/Bottom Sharp ：トップ/ボトム シャープ フォグが垂直方向に降下する正確な割
合を変更する繊細なコントロー ルです。
構図を合成する場合に、VFogをMultiply Alpha（マルティプライ アルファ に設定
する場合、それはフォグのエフェクトをアルファチャンネルに 加えることになり
ます。もし、フォグの濃度を見せるためだけにアルフ ァチャンネルを作成する場
合は、Replace Alpha（リプレイス アルファ）を 使用することができます。
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Vog Demonstration Scenes
VFog-Range.lws 異なる距離に立てられたプラカードによりVFogの効果が分かりま
す
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Chapter 6 Image Plugins
JKPの３つのイメージプラグイン、Confusion、DropShadow、Lens です。イメージ
プラグインはLWのEffectsパネルに適用されます。

6.1 Confusion
Depth of field（DOF：被写界深度）は、現実生活では馴染みの深い 現象です。LW
にはこのエフェクトをレンダリングに加える機能があ りますが、LWのアルゴリ
ズムは効き過ぎる場合が多く、レンダリング の速度を落します。
Confusionプラグインは２Dイメージでブラーをかける方法をもと に、簡単なアル
ゴリズムを使ってDOFエフェクトを作成します。この 方法は、LWより精度が欠
ける代わりに、処理が速くより望ましい結果 を得ることが可能です。
Confusionのようなプラグインが、完全に正確な結果をもたらすこと はありません。
なぜなら、DOFとは実際はブラーではなく、ブラーのよ うな特性を多少持って
いるに過ぎないものです。従って、写真のように リアルな効果を求めて、ブラー
をベースにしたDOFに依存しないよう にして下さい。
写真においては、 Circle of Confusion ：サークル・オブ・コンフュージ ョン：錯
乱円 はイメージの全てのポイントでのDOFの測定値です。正 確に焦点が合った
箇所は、小さいかあるいは実存しない錯乱円があり ます。DOFエフェクトによっ
て、ぼやけけたところには、ブラーのかか っている量を元にした大きさの錯乱円
があります。錯乱円は単にDOF のためににじみ（スミアー）のあるピクセル上の
円盤です。
これは合成するときに重要になります。より良いDOFエフェクトは 錯乱円マップ
をもとにした様々なブラー半径によって作成されるから です。
Confusionプラグインは２つの使用方法があります。他の合成ソフト を使う場合は、
プラグインはそれぞれのピクセルに対し錯乱円の半径 を描写するグレーレベル
のイメージマップを出力します。フォーカス 部分に黒、ぼやけた部分に白です。
そして、このマップは合成プログラ ムにブラーをかけるツールへのインプットと
して使用します。
良質の合成ツールを装備した優秀なスタジオでは、ファイナルエフ ェクトに数多
くのオプションが可能なために、この技術により望まし い結果を導くことが出来
ます。RGBカラーの代わりにConfusionマッ プ（レイアウト画面で正しく視覚化す
るために便利です）あるいは、 アルファチャンネル（RGBイメージを同時に保存
する場合に便利で す）に置き換えることができます。
外部プログラムを使わない場合には、Confusionプラグインはとても シンプルなブ
ラーをイメージに適用します。これは錯乱円をもとにし たそれぞれのピクセルの
シンプルなブラーです。
Confusionプラグインにはごくわずかなコントロールしかありませ ん。まず、Lens
F-stop（レンズ エフ ストップ）です。より大きなF-Stopは DOFエフェクトを減ら
し、全ての錯乱円はより小さくなります。
カメラのFocal Length（フォーカルレングス）はシーン中のオブジェク ト―Nullで
ある場合が多い―の位置を使って指定することができます （Set Focus with Control
Null）。カメラのフォーカスを幾度となく変更 することができます。また、ニュー
メリック値設定でFocal Lengthを設 定するオプションがあります。Set Focus Nu
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mericallyを使用する場合、 カメラを基点に測定する距離だという点を忘れないで
下さい。元の位 置から１０メートル離れた位置にあるオブジェクトは、カメラか
ら近 づいたり遠ざかったりします。
適用するエフェクトを選択して下さい。RGB、アルファチャンネルの どちらにも
Confusionマップを出力することが出来ます。あるいは、そ のマップを元にブラー
に適用することもできます。Confusionプラグイ ンによってブラーをかける場合、
Blur Background（ブラー バックグラン ド）を使って、バックグランドにもブラー
をかけるのか否かを指示が必 要です。バックグランドは、通常は無限遠なので、
フォーカスから完全 に外す場合が多いです….む、これは正しくないかもしれませ
ん。
Confusionプラグインに類似した製品が、市場あるいはフリーウエア として出回っ
ています。しかし、この類の商品には、Confusionも含めて、 避けられない欠点が
あります。それは、実際のDOFのエフェクトのた めに、２Dのブラーを擬似的な
代用品として使っているからです。
それでも本当に高品質なDOFを可能にする新しいアルゴリズムが 見つかるまでは、
多くの用途があり利便性の高い方法と言えます。
Confusion Demonstration Scenes
Confusion-Focus.lws カメラからの距離数が書かれた８つの看板：カメラのFocal Le
ngthは、 Nullオブジェクトでコントロールされています。４メートルという記 さ
れた看板がその距離に位置しています。

6.2 Drop Shadow
プログラムを合成したり、手作業で着色された一般的フェクトを再 生するプラグ
インです。ブラーを加えるマスクとして、LWのイメージ のアルファチャンネル
を使い、バックグラウンドに暗いエリアを作り ます。これは実際のドロップシャ
ドウ（落とし影）を真似る手軽で手 っ取り早い方法です。
シャドウ は、バックグラウンド上に元のオブジェクトの形状をオ フセット（
移動）するシンプルな２Ｄエフェクトです。ロゴや３Ｄテ キストを作成する場合
に最適です。グラフィックにソフトなシャドウ を簡単につけることができるため、
当社では、このプラグインをWeb ページのイメージを作成する際に利用してい
ます。
X,Y Offset ：ＸＹ オフセット 元になるオブジェクトの位置から置き換えるシャド
ウの量を指定しま す。距離はイメージサイズのパーセントで測定されるため、エ
フェクト は全ての解像度で、正しくレンダリングされます。10％以下の低い値を
入力して下さい。
Shadow Softness ：シャドウ ソフトネス シャドウに適用されるブラーの量を決定
します。高い値はレンダリン グの所要時間が増えます。
Shadow Color ：シャドウ カラー シャドウの色を適用します。
Shadow Opacity ：シャドウ オパシティ シャドウの透明度です。入力する数が小さ
いほど、シャドウはバッググ ラウンに適用された色で明るめの影を落します。10
0％を入力すると、 完全にバックグラウンドをシャドウの色に置き換えます。
Add to Alpha ：アド トゥ アルファ アルファチャンネルにシャドウを適用するため
のボタンです。後にレ ンダリングしたイメージを他のイメージに合成する際に便
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利な機能で す。
Drop Shadow Demonstration Scenes
DropShadow-Facer.lws 車輪付きのクルマをレンダリングし、プラグインを適用し
たシンプル なシーン

6.3 Lens
カメラレンズのほぼ全てのひずみ（収差）を補正する２Ｄイ メージの操作ツール
です。ピンクションニングやその他の現実のレ ンズのエフェクトは、２Ｄにおけ
るひずみを取り除くことによると いう基本概念に元、Lensプラグインは画像をス
トレッチしたり、フラ ットにします。これはより難しい合成やトラッキングを行
うスタジオ などでは欠かせない作業であり、機能ですが、楽しむためにも様々な
用 途があります。
LWのレンダリングエンジン は数学的に完成された ピンホール カメラ のイメー
ジをレンダリングするもので、決して現実のカメラ 画像の持つものではありま
せん。つまり逆にリアルではないのです。本 物のフィルムイメージにはそれ相応
のひずみがあるべきで、もっとも 一般的なひずみは、イメージの両端が上下に圧
縮される bowing（ボ ーイング） です。これは、広角レンズやアナモルフィッ
クなレンズが 使われていると避けられないひずみです。
イメージ オフセットも同様に一般的で、録画されたフィルムをデ ジタルイメージ
に変換した場合に発生することが多い現象です。PVR のようなビデオキャプチャー
のハードウェアからデジタル化すると、 少量のピクセルのシフトが起こること
が多くなり、レコーダーは50ピ クセルに及ぶイメージオフセットを発生すること
があります。つまり、 カメラの消点はスクリーンの中心ではなく、わずかに移動
したことに なるのです。
LW のオブジェクトに、このような「ひずみ」を持つイメージを合成 すると、10
ピクセルの曲がりは命とりです。LWと本物のイメージの両 方は適切に合成され
ていないことが見えてしまうからです。
多くのスタジオはコンポージティングツール（★コダック社の Cineonシステムは
特に優秀）でこの種の ひずませない 作業をしま す。しかし、LW で直接行っ
た方がずっと簡単なのです。
ゆがんだバックグラウンドのイメージを読み込み、Lensプラグイン のインタラク
ティブディスプレイで画像をストレッチしフラットにし ます。そして、LW上で
は魚眼や他のレンズのゆがみなどを気にしない で、合成作業も出来るます。
Lensプラグインはpincushioning（ピンクションニング）、shears （シェアーズ）、
scaling（スケーリング）、rolling（ローリング）と offset（オフセット）の補正を
行うことが出来ます。
Lensプラグインは、歪みを修正し、更に再度歪ませることが出来ま す。歪んだイ
メージに 合わせる ファイナルアウトプットが必要な 場合もあります。魚眼レ
ンズの映像でポップインアウト（交互に切り 替える）をすると、２枚の画像の歪
みに差があるとおかしいです。
LensプラグインにはInverse Effect（インバース エフェクト）オ プションと呼ばれ
るバックグラウンドのイメージをフラットにする処 理をした後、Inverse Effectボ
タンで、フラットにレンダリングした画像 にLensプラグインを適用し、元の歪み
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にマッチさせることが出来るの です。
このように、LWで合成をするために一時的にバックグラウンドを フラットにす
る目的でLensプラグインを使ったり、バックグラウンド にマッチするようにLW
のイメージを歪めるために使うことも出来ま す。
特に画像の一部がスクリーンの外に押しやられていると、光学的な 歪みで情報の
消失が起こることがあります。例えば、bowingによるピ ンクションを補正すると
スクリーンの左右には余白が生じますが、こ の部分は、指定したソリッドカラー
を充当することが可能です。
Lensプラグインの Invertibility（可逆性） をテストする目的で、 プラグインを
コピーして２つ用意し、同じ設定をし、２度適用しま す。 Apply Inverse Effect
をクリックすると、２度目に適用したプ ラグインが１度目をキャンセルします。
大きなひずみがあると、この キャンセルは完全には実行されずに、実際にピク
セルを動かすとイメ ージのディテールが失うことになります。
Filter オプションを使って、ピクセルサイズのギザギザなゴミを取り 除くことが
出来ます。この程度のゴミは本物のレンズのゆがみからす るとたいしたものでは
ありませんが、巨大なひずみを扱うのは大変面 白いものです。
Lens プラグインは合成作業のために設計しましたが、楽しむツール としても悪く
ありません。わざと大きくひずませて、不思議で変なエフ ェクトにしたり、ＬＷ
のアウトプットサイズを 1/3 に縮小し、テレビの ニュースショーに見られる肩越
しの嵌め込み映像のように、画面のコ ーナーに押しこむのに使うことも出来ます。
Lens Demonstration Scenes
Lens-FishFrame.lws このシーンは正方形フレームをレンダリングし、プラグインを
適用し、 レンダリングイメージに後処理をしました。ピンクションと他のエフ ェ
クトの場合は、長くまっすぐなフレームのエッジはプラグインのエ フェクトをみ
るには都合がよいです。
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事態は悪くなりえる。いや、悪くなるだろう。
３Ｄレンダリングは複雑なプロセスで、トラブルを起きる多くの危 険と隣り合わ
せだ。オブジェクトが正しくレンダリングしないとか、シ ーンのレンダリングが
異様に遅いとか、何らかのトラブルが起きたら、 まず原因解明を試みてほしい。
まず、僕達のWebサイト上（http://www.worley.com/support.html） のリストによっ
てそれがバグであるかチェックをしてほしい。このリ ストは出来るだけささやか
なもので終わらせたいと思っている。また パッチもダウンロードが可能だ。LW
のバグについては、ニューテック あるいはディーストームが自社のLW上でパッ
チを行っている。
トラブルが何であれ、最良の解決法は正しく問題を解析することで ある。つまり、
使っているソフトウエアを正しく理解することである。 そう、この章の僕の意
図はそこにある！正しくツールを理解してこそ、 ツールが妙な動きを見せたとき
に、その原因の予測を正しくつけられ るものだ。
トラブルの原因を突き止めるには、プラグインだけでなくLWも正 しく理解する
必要がある。そのためにも製品だけでなくより良いマニ ュアルを作成するのは僕
達の義務でもある。そして、僕はせめて使用す るプラグインの項目はバッチリ読
んでいただきたいとお願いする。プ ラグインの機能と用途を理解しないで使用す
ると、正しい動きをエラ ーと誤解することがあるのだ。
ソフトウエアをきちんと理解することが、そのツールの可能性を10 0%引き出し、
自由自在に使いこなすことが可能になる唯一の道である と思う。

7.1 Common Problems
似たようなトラブルが起こるものです。まず下記Qを参照して 対処して下さい。
同時のそのプラグインのマニュアル記載事項を再確 認して下さい。中には独自の
FAQ項目があるプラグインがあります。
Question: LWのFull Scene Parameter Evaluation(FSPE)がオンになっていると、 LWが
ハングアップしてしまいます。
Answer: LWのFSPEはプラグインの効率を極端に悪化させることがあります。 多
くのコマンドによって処理時間がけた違いに増えるためだと考えら れます。FSPE
とは何か、関連する問題にどう対処したらよいか、1.7の記 載事項をよく読んで下
さい。
Question: LWのFull Scene Parameter Evaluation(FSPE)がオンになっていると、オ ブ
ジェクトのモーションが正しく動きません。
Answer: LWのバージョン5.6.256については、FSPEには機能的でない部分 があり
ます。ニューテック社がこうした問題を調整してパッチをリリ ースしてくれるこ
とを望むばかりです。上記同様、1.7の項目を参照し て下さい。
Answer: LWのバージョン5.6.256については、FSPEには機能的でない部分 があり
ます。ニューテック社がこうした問題を調整してパッチをリリ ースしてくれるこ
とを望むばかりです。上記同様、1.7の項目を参照し て下さい。
Question: プラグインにアクセスしようとすると、
セージが表示されます。
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Answer: LWの表示は、「悪いね、プラグインのファイルを見つけることが 出来な
い！」を意味し、単に皆さんを困らせようとして、不明瞭なコ ードを投げかけて
いるに過ぎません。おそらくLWかpolk.pファ イルのどちらかを移動したと考えら
れます。そして、LWの方でも 「あれ？プラグインはどこだ？」となっているわ
けです。特にネット ワーク上でファイルをシェアしている時に、ネットワークド
ライブ の名前を変更したり、マウントされていない場合に起こります。
通常は、オプションパネルの
きます。

Add Plug-in

ボタンで、再指定するこ とで解決で

この機能がないLWのバージョンを使っている場合は、一旦LWを 終了し、テキス
トエディターでLW.cfg ファイルを編集し、polk.pファ イルの行を外すのが賢明で
す。この方法で Add Plug-in を使えるよ うになるはずです。もう１つの選択肢
として、LW.cfgファイルを削除 することができます。これは選択したものを消去
することになり、全て のプラグインを再インストールすることになります。 エラー
メッセージナンバーが―２以外の場合は、内部で発生したエラ ーの可能性が高
いです。LWを再スタートし、プラグインを再インスト ールしてください。それ
でも、エラーメッセージが表示されるようなら 弊社にご連絡下さい。
Answer: JKPプラグインはScreamerNetとの作業が可能であるように設計 しました
が、LWはプラグインが使用されていると、ScremerNetのイ ンストールに関して扱
いにくくなります。LW.cfgファイルがプラグイ ンファイルの場所をきちんと指定
されているか再確認して下さい。ネ ットワーク上で作業では、自動的に実行され
ない場合が多いからです。 何故なら、ネットワークパスを使うべきところをロー
カルマシンの特 定のドライブ上に絶対パス（ローカルパス）を使ってプラグイン
をイ ンストールした可能性がるからです。ScremerNet 経由でリモートマ シンを使っ
てプラグインを使用していている場合に問題が起こった時 は、LW のマニュア
ル（とディーストーム社のカスタマーサポート） にアドバイスを得て下さい。
ScreamerNet がプラグインのエラーの原因となる場合、レンダリン グ時にも引き
続き問題となります 。 つまり 、 プラグインが ScremaerNet ノードでレンダリン
グされたフレームから消えてしま ったかのように見える状況になります。S c r e
m e r N e t はプラグイン を見つけられない場合でも、警告メッセージを表示しな
いのです。 1.1 の Installation をもう一度読んでみて下さい。
Question: シーンや全てのオブジェクトのサーフェイス全てにプラグインを自 動的
に適用するにはどうしたらいいでですか。
Answer: LW はサーフェイスにプラグインを自動的に適用しません。つまり それ
ぞれのサーフェイスにマニュアル通りにプラグインを適用しなけ ればならないと
いうことです。プラグインの操作画面の下方にある L（読み込み）
S（保存）
のボタンを使って、サーフェイスの スタートのテンプレート値を適用してく
ださい。シフトキーを押しな がら L か S をクリックすることで、ディスクファイ
ルを使わずに設定 をメモリーからカット＆ペーストすることが出来ます。モーショ
ンプ ラグインもディスプレイスメントプラグインも同様です。
Question: プラグインにインターフェイスが８ビットのディスプレイ上で正常 に表
示されません。
Answer: 操作画面は 8 ビット以上のカラーに作動するようにデザインしまし た。
８ビットでもかろうじて動きますが、カラーのプレビューはさらに 質を落すはず
です。
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7.2 Resources
私達は、皆様の生の声を聞かせていただくのを楽しみにしています。 JKPプラグ
インで制作された楽しい作品や、愉快なアイデアやご提案 は、是非お聞かせ下さ
い。下記の様々な方法でコンタクトをとって頂く ことができます。
Worley Laboratories 405 El Camino Real Suite 121 Menlo Park CA 94025 TEL 650-322-7
532 FAX 650-322-8349 http://www.worley.com support@worley.com
なお、ディストームのWebサイトは http://www.dstorm.co.jpで、テク ニカルサポー
トのメールあて先は support@dstorm.co.jp 。℡№は03-5 570-8727で、ファックス№
は03-5570-8723です。

7.3 Henry Clay Collection
弊社は、米国連邦公正選挙法に、『いかなる討論会においても、対立候 補に同様
の機会を与えることなしに、たった一人の候補者の見解だけ を紹介するのは危険
である』という一文を発見しました。 従って、23種のJames K. Polkプラグインに
対して、ウイッグ党の 有名な対立候補Henry Clayの名前を冠した10種の、おまけ
＆ボーナ ス＆無料という特典プラグインを追加しました。
1844年の大統領選の敗者であるHenry Clayは、ソンケイすべき Polk大統領が博し
たような名誉を要求しているわけではありません。 同様に、Henry Clayプラグイ
ンはシンプルなもので、正真正銘のプラ グインの集大成であるPolk集と違って、
ぎゅうぎゅうにエッセンスが つまったものではありませんが、その多くはとても
便利なものです。
こうしたおまけをプレゼントすることで、弊社が1844年の大統領 選の両候補者に
フェアな待遇をささげることができたのではないかと 自負しております。どうぞ、
お楽しみください！
1. ObjBlur オブジェクトブラー モーションプラグインであり、LWで設定したノー
マルなモーショ ンブラー効果をオブジェクトごとに与えることが出来ます。 引
き伸 ばしたようなブラー を任意のフレーム数で任意のタイミングで、前 方およ
び後方または双方に可能です。
スペシャルエフェクト、 Frozen in Time凍結した時間 を制作し ます。オブジェ
クトは同じモーションブラーでレンダリングしますが、 アニメーションをしても
オブジェクトは動きません。ブラーをかけた オブジェクトは、その周囲にカメラ
を回しても、空中に吊り下がったま まの状態にしておくことができます。
また、ノーマルなブラーを選び、ブラーの長さを調整することができ ます。この
モードはオブジェクトごとにモーションブラーを設定する ことができ便利です。
プラグインを無効にしている場合は、LWのノーマルなブラーが使 われます。ske
w（スキュー）は、おそらく最も便利な機能で、モーショ ンブラーを縞状のブラー
を収束させることができます。つまり、ブラー の先頭をソリッドにし、次第に
ソフトな流れすれば、漫画に描かれるス ピードラインのようなスペシャルエフェ
クトを作成します。
LWの5.6.256とそれ以前のバージョンにはバクがあるため、カメラ パネルでブラー
レングスを50％に設定して下さい。プラグインはLW のバグを修正し、その後
は適正に動くようになります。
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２．EdgeRGB エッジRGB オブジェクトの外側のエッジ周囲に色着きのエッジを
追加します。 無着色と着色のトランジッション（移動）によりシャープネスを調
整 し、色の指定とエリアの指定が出来ます。３つのパラメーターからなる 大変シ
ンプルなプラグインです。
３．Polypop ポリーポップ まるでコンピュータ処理をしたかのように、オブジェ
クトをディゾ ブするための極めて特殊なニーズに合わせてデザインしたプラグイ
ンです。（コンピュータのホログラムから派生したものです）ディゾ ルブエンベ
ロープはゴーストのようなフェードインを作成しますが、 コマーシャル業界では、
computer-looking 効果と呼ばれています。
Polypop は、ばらばらにポリゴンを見せたり見えなくしたりするこ とで作成しま
す。つまり、オブジェクトをポリゴン単位でシーンの中に フェードすることがで
きます。
Polypop が実行する処理は、ランダムにポリゴンをトランスペアレ ントさせてレ
ンダリングをします。この割合をコントロール（そして キーフレーム）すること
が可能です。ポリゴンの可視度を 0 から 100％でキーフレームすると、オブジェ
クトは完全に見えない状態で スタートし、完全に見えるまでポリゴンが繰り返し
現れます。100 から 0 の逆のキーフレームをすることでフェードアウトをするこ
とができ ます。
Polypop のもう 1 つの機能はポリゴンの順序をコントロールするこ とです。通常
の用途では、ポリゴンをランダムに発生させることを考え るわけですが、かえっ
てきちんと整頓した発生も逆の発想として面白 いものです。 Random Order
Polygon Order で設定変更を行いま す。ポリゴンの順序はモデラーで保存された
ポリーの順序です。
もう一度書くと、Polypop がポリゴンを見えなくするために実行す る手順は、ト
ランスペアレント設定し（つまり見透かすことができる ようになります）、リフ
レクティビティーをなくし、リフラクティブイ ンデックスを 1.0 に設定し、スペ
キュラーレベルをオフにすることで す。
シェーダプラグインとして、Polypop はフェードイン･アウトを行う オブジェクト
のそれぞれのサーフェイスに適用する必要があります。
Polypop はオブジェクトをトランスペアレントさせることによって 動作しますか
ら、全オブジェクトが見えていてもレンダリングの速度 は落ちてしまいます。
４．D i f f u s e r デフューザー Polk コレクションのディスプレイスメントプラグ
イン Diffuse に大 変似ていますが、Diffuser はオブジェクトのモーションに働きか
ける プラグインです。オブジェクトの位置あるいは、ローテーションチャン ネル
または、双方にランダムなオフセット（移動）をしてきます。
元に戻る Jitter とは違い、オブジェクトの元のキーフレームにモ ーション情報の
変動を蓄積するため、オブジェクトはキーフレーム から外れて、どんどん元のポ
ジションからずれてきます。 見てもらうと分かりやすい単機能プラグイン。
5 . U n v e i l アンヴェール 玉でカメラを包むように玉をカメラにペアレントする。
次に玉のサ ーフェイスを斑点（もしくはダブルサイドでカメラから見えるよう
に する）。サーフェイスにフラクタルノイズでトランスペアレントさせ ます。
サーフェイスをはじかずにオブジェクトをトランスペアレントして 動かすことが
でき、特に偽フォッグを作る際、透過性のフラクタルノイ ズ面を使う場合に便利
です。
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６．S u p e r Q スーパー Q 球体を、エッジに丸みをもたせた立方体、丸い柱体、
ダイヤモンド形 状に変形させるディスプレイスメントプラグインです。Acid や P
oke の curvature と、SuperQ の curvature がマッチするために併用しても 相性がい
いプラグインです。（エフェクターに SuperQ を適用します。 Acid や Poke に設定
した curvature と合っているかを確認してくださ い)
このプラグインは、球体に効果を与えるものですが、他の形状にも挑 戦してくだ
さい。
７．R a y l e i g h レレイ またもやフォッグのためのシンプルなプラグイン！RGB
チャンネ ルのそれぞれを距離を変えてフォッグに置き変えることが出来ます
遠くのオブジェクトにブラーをかけることが出来ます（山にグレー ではなくパー
プルのブラーをかける）。大気や水面下の水を表現する シーンに便利です。光の
粒子が拡散するタイプのウォーターフォグ （水中のフォグ）には最適のプラグイ
ンです。
８．P a t h a l i g n パスリー LW のアライントゥパスのように+Ｚだけではなく、
どの軸でもアラ インさせることが可能です。また、加速やベロシティ、またはそ
の組み 合わせをアラインすることも出来ます。ストレンクスコントロールに よっ
て、元のキーフレームしたアライメントと、パスのアライメントを クロスフェー
ドさせることができます。
９．B l a d e B l u r ブレイドブラー プロペラのブレードにブラーをかける、シン
プルな Shader プラグ インです。回転させない板ポリゴンに適用してください。テ
クスチャー は平面にトランスペアレンシーを適用し、軸の周囲に間隙を作成し、
プ ロペラのブレードを不透明にします。ブレードを次第に早くなるよう ベロシティ
をキーフレーム設定します。このテクスチャーは高速でブ レードを半透明の円
盤になるように自動的にモーションブラーします。
1 0 ．Ve l A c c e l ベルアクセル オブジェクトの速度と加速度をポジションのかわ
りにキーフレーム することができます。つまりスムーズな放物線状の軸を簡単に
作成す ることができます（−Ｙアクセル、ＸとＺのベロシティを一定にす る）。
スムーズな加速をキーフレームすることは簡単ではありまえん が、この機能はク
ルマの加速度をスムーズに実行します。
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