Taft Manual

Worley Laboratories
405 El Camino Real #121
Menlo Park, CA 94025
USA
http://www.worley.com

Taft Manual

Chapter 1 Introduction

Chapter 1 Introduction
The William Howard Taft Plugin Collection(以下、略してタフト)は、ニューテ ック
社製LightWave3D（以下、LW）の機能拡張を目的とし、主要なLW関連 の制作ス
タジオとの緊密な協力関係のもと２年を要し開発しました。こうし た協力関係は
LW レイアウトが必要とする機能拡張が何であるかを明らかに する上で大変有益
で、タフト開発の推進力となりました。

1.1 Installation
タフト使用に際して、LW5.0以上のバージョンが必要です。LW5.5以上で は、プ
ラグインの機能をエンハンスする新しいオプションをサポートしてい ますが、こ
れについては後に詳しく記述します。また、このソフトウェアはハ ードディスク
上、約１MBの容量を必要とします。
タフトはLWのレイアウトプラグインです。2つのディスクのうち、taft.p. に７つ
のプラグインプログラムの全てを収めました。
プラグインをインストールするには、レイアウトプラグインのディレク トリにtaft.
pファイルをコピーして下さい。大抵の場合、LWのインストール 時に生成された
サブディレクトリである、Plugins\Layoutにコピーされま す。
ディレクトリにコピーを終了したら、LWにタフトのインストールを認識 させる
必要があります。LWを起動し、5.6迄のバージョンの場合はオブショ ンパネル、6
以降ではExtraタブの Add Plug-ins を選択し、ファイルリク エスターで、taft.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 （英語版は、 (14) plugins found ）と画 面上に表示されます。稀
に、ファイル中にプラグインが見つからないことが ありますが、その場合は、L
Wを一旦終了させて、やり直して下さい。 -1ネットワーク環境での注意
ネットワーク上で、複数のマシンが同じLWのディレクトリを共有する 場合は、
プラグインのインストールを行う前に、全マシンがLWを終了して いるか必ず確
認して下さい。終了していない場合は、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、再度プラグインのインストール を行うことになります。
複数のマシンを使用している場合は、同じプラグインファイルを共有す るため（
複数のライセンスを購入したか、ScreamerNetレンダリングを実 行することになり
ますから）、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、そし
てプラグインのファイルを併せ持つことに なります。
あるいは、この代わりとして、１台のマスターサーバがこれら全てのファ 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
いう形をとることもできます。後者の場合、インストール時に、そ れぞれのプラ
グインのパスネームであるか再確認して下さい。プラグインは マシンに特定され
ているわけではありません。ネットワークドライブの文字 （例えば、Z:) を指定
することによって、LWとプラグインファイルを共有し ます。ホストマシンを含
めて、いずれのマシンもZ:としてネットワークドラ イブを指定し、常にドライブ
の先頭にくる文字により、参照されることにな ります。
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トラブルを回避するために、C:\newtek\plugins\taft.pのように混乱を 招かないよう
なパス名を使用し、しかもパス名はサーバのみに有効なものと してください。つ
まり、他のマシンは、それぞれのCドライブに必ずしもそ のファイルをコピーす
る必要がなくなります。
ネットワーク上のセットアップの問題点は、ScreamerNetがエラー発生 時にその原
因分析を難しくする点にあります。ScreamerNetはプラグイン のエラーを見て見ぬ
フリをするからです。こうしたLW自体をネットワーク にインストールする際に
生じる問題はニューテックの課題ですから、システ ム構築に問題が起きた場合は
ニューテックのテクニカルサポートチーム （日本においてはディ・ストーム）に
連絡することをお薦めします。
デモンストレーションファイル
２枚目の Taft Extras ディスクは、多数のサンプルシーンとサンプルオ ブジェ
クトを含み、マニュアルに記した多様なシーンを実際に見ることが出 来ます。各
プラグインの特徴と機能を正確に理解し、その用途とアイデアを 広げて下さい。
このディスクは、サンプルシー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。このディスクは約２メガバイトのディスク容 量を要します。zip ファ
イルに圧縮してあるので、サンプルシーンをインス トールする場合は、Pkzip や
WinZIP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。ファイルを抽出
すると、WorleyDemosという名前のデ ィレクトリが形成され、Taftという名前の
サブディレクトリを含みます。こ のサブディレクトリがプラグインのサンプルシー
ンとサンプルオブジェク トファイルを収容しています。
2.5( Demonstration Scenes)で、最も簡単にサンプルを参照するために、LW のコン
テンツディレクトリを設定する方法をお話します。
Licensing
残念なことですが、著作権侵害はプラグインツールにとって、１つの深刻 な問題
です。ボリュームも小さく、複製するには手ごろで、チャレンジするに は悪くな
いと言ったところでしょうか。また、アプリケーションソフトウェ アと比較する
と、どうやら 敬意 が払われていないせいで、不法に入手す る誘惑にかられる
ようです。
著作権侵害の悪影響は販売のみならず、侵害を避けるために払う代償が 高くつく
ことにあります。私達は高額なソフトウェアを良しとしていません。 皆さんに標
準以下の価格で、よりパワフルなツールを提供したいと考えてい ます。そのため
に最も実用的な方法は、著作権侵害からプラグインを守るこ とです。タフトはＬ
Ｗのプロテクションの手段であるドングルを利用してい ます。タフトはマシンに
限定するのではなく、ご指定のドングルに限定して 使用していただくことになり
ます。職場と自宅の両方のマシンにLWをイン ストールし、ドングルを付替える
場合は 問題ありません。
ライセンスコードの取得に関わる作業（以下、ライセンシング）は、一旦済 ませ
てしまうと、その後同様の作業を行う必要は生じません。また、製作スタ ジオな
どで複数のダングルを使用する場合、それがネットワーク上でプラグ インのファ
イルを共有するような設定であっても、その手順は至って簡単で す。
タフトは、ライセンシングを行わなくても、レンダリング、読み込み、保存 等を
出来ますが、タフトコレクションそれぞれのプラグインの操作画面は表 示されま
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せん。
次の順序でライセンシングを行って下さい。
1 ＬＷ5.xのオプションボタンかＬＷ6.x中のプラグインの名前のボ タンをダブルク
イックすると、ライセンシング画面（License for the Taft Collection）が表示され、
プラグインの名前、バージョン、製 作月日そしてあなたの machineID が表示
されます。この machine IDがあなたのドングルの内部に記憶されているIDです。
（ドングルの周囲に印刷されているナンバーではありません）
2 画面下部に入力するライセンスコードを取得するために、email・電 話・ファッ
クスで、あなたのmachine IDとプラグインの serial number（シリアルナンバー）を
当社に連絡して下さ い。シリアルナンバーはマニュアルの裏表紙に表示してあり
ます ＊ ライセンス画面上の Click here to request the code by email to license@worle
y.com. により自動的にメールプログラ ムが起動し、当社にemailを送れるシステ
ムになっていますので 利用して下さい。但し、デフォルトのメールシステムがな
い場合等 は無効です。他の方法（ファックス、電話等）でmachine IDとプ ラグイ
ンのシリアルナンバーを連絡して下さい。
3 ライセンスコードを早急にお送りします。２４時間以上はお待たせ しないつも
りです。営業時間中は1時間とかからずお送りします。
14 ライセンスコードを
す。

Enter License Code

に入力してライセ ンシングの終了で

複数のプラグインのライセンシングを行う場合は、それぞれのダング ルのマシン
毎に上記の手順を繰り返して下さい。ネットワーク上で使用する 場合も、複数の
ライセンシングをどう処理するかはプラグインが判断します。 ４つ以上のライセ
ンシングの場合は、taft.lic ライセンスファイルにライセン スコードを入力するこ
とで、一括処理しますので、当社にご連絡を下さるよ うお願いします。全てのラ
イセンシングをしていただく必要はありません。
ライセンシング終了後は、ライセンスのプロテクションが作動しますか ら、新し
いマシンにインストールしない限り、ライセンシングのリクエスト 画面が再び現
れることはありません。
こうしたプロテクションは少々面倒ですが、適切なセキュリティを維持 しつつ、
出来る限り単純にしました。当社が製品価格を少しでも低く抑え、か つ品質を保
つために必要な手段でもあります。ご了承下さい。この様なプロ テクションを必
要としない理想的な世界ならば良いのですが、残念なことに、 私達の世界はなか
なかそうしたユートピアの域には達していません。少なく とも私の周囲は…。（
＊もし、我こそはユートピアに住んでいると疑わない 方は、住所と記して絵葉書
の一枚でも送って下さい。いつかお訪ねしたいと 思います。）
ScreamerNet 経由のマシンはライセンシングを必要としません。マシン 数の限定
無くレンダリングが可能です。

1.2 Legalities
１つのタフトのご購入は、お一人による一台のマシン上でご使用いただ くという
ことです。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、タフトを１つご購入いただくというこ とは、お一人の Sc
reamerNet のクライアントとしては際限なくご利用いた だけます。
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Worley Laboratories 社は、ご購入いただいた製品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、間接的ないかなる損害に も責任を負
いかねることとなります。また常識的なことですが、このプラグ インの貸与、借
用、及びリース等、あるいはプラグイン、マニュアルのいかな る部分をも、第三
者に渡すことは許可されないこと を併せてご了承下さい。
もう一度申し上げると、プラグインのライセンスは、当社がお知らせした 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、ライセンスはドングルが取 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ま すのでご注意下さ
い。（＊こうした法律関係は面倒ですが、記載の必要があ りました・・・・）

1.3 The William Taft Collection
タフトコレクションは1998年１月より開発を進め、ハリウッドの製作現 場の必要
性に応えていく中で2年が経過しました。この長いテスト期間がそ れぞれのプラ
グインに一層の磨きをかけることとなり、結果として、それぞ れが高品質の製品
となりました。
今回もメガプラグイン スーパーツール パック２という立派な名称を つけるのを
少しはばかり、The William Taft Collectionという名前にしまし た。当社のコレク
ションの作品名は、目立たないアメリカ大統領の名前を拝 借するというポリシー
があり、前作James K. Polkの成功に気をよくし、今回 はウィリアム・タフト大統
領からその名をいただき、タフトコレクションと しました。
日本の皆様の中には、これをアメリカ中心主義的な名前の付け方だと思わ れる方
もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんどのアメリカ人もタフト大 統領を知り
ません。

1.4 William H. Taft
ウィリアム・ハワード・タフトはアメリカ合衆国第27代大統領として 1909年より
1913年にかけて任期を務めました。その任期中、ホワイトハウ スで居心地の悪い
思いをした大統領です。
ウィリアム・ハワード・タフトはアメリカ合衆国第27代大統領として 1909年より
1913年にかけて任期を務めました。その任期中、ホワイトハウ スで居心地の悪い
思いをした大統領です。
体が大変大きく、陽気で、良心的な人柄のタフトは、進歩党とその反対派 の熾烈
な争いの渦中の人となり、タフトやその内閣の業績を正しく認識され ることはあ
りませんでした。
＊ ちなみにこの章はホワイトハウスの公式伝記の記述を拝借している。 どうも、
ホワイトハウスの書き手は大統領を語る際に形容詞の多用を 楽しむ癖があるよう
だ。
１８５７年、著名な判事の息子として生まれ、イエール大学を卒業した後、 法律
の勉強と開業のために故郷のシンシナティに戻ります。
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タフトが政治面で着目されたのは、その能力と可用性により、共和党によ り判事
任命を受けたことによります。可用性というのも、タフト自身が冗談 のように記
していますが、いつでも降ってくるチャンスに飛び込めるように 態勢を整えてい
たのです。
＊ タフト自身が「能力と運」で大統領になったと言っているが、これは昨 今の「
資金とマーケティング」による大統領選挙との様変わりを語っ ておもしろい。
しかし、タフトが本当に望んだ道は政治ではなく、あくまでも司法の世界 であり、
３４歳で連邦の巡回裁判官に任命され、将来は最高裁判所の一員に なる野心を
抱きます。しかし、妻であるヘレン・タフトは夫に違う将来を描 いていました。
ルーズベルト大統領は、タフトを軍事長官（現：国防長官）に任命し、 1907 年ま
でには次期大統領として自分の後釜に据える決意を固めており、 翌年共和党大会
でタフトの次期大統領選の出馬を決定しました。 ＊ ルーズベルト大統領じゃなく
て、アメリカ国民のはずだけど？？
タフトは選挙戦を嫌って、「私の人生の中で、最も不愉快な 4 ヶ月だった」 と語っ
ている。
＊ 2000 年の選挙戦じゃなくて良かったよ！4 ヶ月どころか 14 ヶ月も続 くんだか
ら。
タフトはルーズベルト大統領の政綱に誓約を立て西部で人気を博し、一 方タフト
の兄弟であるチャールズにより東部共和党員の支持を集めること に成功した。3
度目の大統領選に挑んだ対抗馬である民主党のウィリアム・ ジェニングス・ブラ
イアンは、この状況をあたかも二人の共和党候補者―西 の進歩的なタフトと東の
保守的なタフト―と選挙戦を戦っているようなも のだと不平をもらした。（訳者
注：テレビのない当時は、こうした人的リソ ースは大変貴重だったのです。）
＊可哀想に、ブライアンは兄弟が一人もいなかった。
タフトの当選は、進歩的な考えをもつ人たちに歓迎された。曰く、「ルーズ ベル
トの時代は終わった。」「タフトはルーズベルトが出来なかったことをや る男だ。
」
タフトは前任者とは政治手法が異なるであろうことを認識していました。 また、
ルーズベルトとは違い、大統領権限の拡大を試みることはありません でした。タ
フトが一度だけルーズベルトを「同様の結果をもたらすにしても、 合法的な手段
をもっととるべきだった」と語ったことがあります。
＊これは、タフトがルーズベルトは国政にあたって法律にかなったもの であるか
余り気にかけなかったことを示唆していると僕は思う。
タフトは、計画外に高い関税率を引きずることになるペイン‐オールド リッチ関
税法を保護し、後に急進党を結成することになる多くのリベラルな 共和党員達と
対立する。タフトが議会を強行通過させたカナダとの貿易協定 案は、低い関税を
支持していた東部の人たちを喜ばせたが、カナダ側によっ て拒否される。更に、
タフトはルーズベルトの保護主義的政策の遂行を失敗 したとして非難されていた
内務長官を擁護することで急進党を一層敵に廻 すことになった。
急進党が怒りの矛先をタフトに向け熾烈な闘争が展開されたために、80 に及ぶ反
トラスト訴訟を主導した点や、議会が各州に提出した連邦所得税と 上院議員の直
接選挙に関する修正案等のタフト内閣の実績はすっかりかす んでしまった。
＊そう、つまり所得税に関しては、僕達はタフトを責めるべきだってこ とだ。
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タフトは任期終了後、母校イエール大学で法律学の教授として教鞭を執 った後、
ハーディング大統領にアメリカ合衆国司法長官を任じられ、１9３ ０年の逝去直
前までその任務を遂行する。タフトにとって、司法長官の任命 を受けたことは最
も誇らしい業績であり、「かつて大統領であったことを覚 えていない。」と書い
ている。
＊う〜ん、もし僕が大統領になったとしたら、そんなに簡単に忘れ去る とは思え
ないな。
This Manual
このマニュアルはタフトコレクションのリフェレンスガイドの日本語訳 です。＊
は補注で、下記の様に著者Steve Worleyの単なるジョークの場合も あります。筆
者より訳者の方が時間をかけている分、英語マニュアルより若 干読みやすくする
目標を掲げて頑張っています。英文の取るに足らないミス や提案を著者に訴えて
は、１箇所につき２５セント〜１ドルという小銭を稼 いでいますが、まだ１章で
すから、Steve Worleyが疲労困憊してミスが増え るのを期待しながらあら探しを
しています。今回はＬＷ特有の表現やテクニ カルチェックをあの！「うもとゆう
じ」さんに快くお引き受けいただき大変 心強く感謝申し上げます。でも、読みに
くい日本語やミスは訳者野上の責任 です。
当マニュアルの記述について、ご意見ご教示（あるいはミスのご指摘） を下さる
方は、sakura@worley.com 宛てにお知らせ下さい。次作のサスクワ ッチが控えて
いるので、とても助かります。
各プラグインにおける各機能の最初の記載は、太字で示します。また、フ ァイル
名はTempus Sans ITCという余り使われていないフォントを使用して います。イン
ターフェイスが英語のため、各機能名は英語のまま表示し、読み 方を片仮名でカッ
コ内に入れました。
＊雪のように真っ白なガチョウの羽ペンを漆黒のラマオイルをベース にしたイン
クに浸し、世俗との関わりを断ったチベット僧達の手によ って一字一字丁寧に手
書きで印字しました。エラーには頭を剃るとい う厳罰をもって臨んでいるため、
比類なき完璧な仕上がりになったと 思います。マニュアルに使用した紙は、ベル
モン ト州原産の1,107日ちょうどの木材パルプにこだわり、一枚一枚手 作業で注
意深く選別されたものだけを使用しています。それぞれの 紙は製本に際し、X線
と顕微鏡検査をクリアしています。
さて、タフトの発売にあたって、タフトを使用した作品を送っていただい た方の
中から、面白・感動作品に対して当社のオリジナルTシャツをお送 りしたいと思
います。当選作品については、差し支えなければ当社のWeb上 で発表させていた
だきます。また、ソフトのバクを最初にみつけていただい た方にも文句なくTシャ
ツを送らせていただきます。
応募先は、anime@worley.com です。
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Chapter 2 LightWave and Plugins
タフトの操作画面は、ユーザーの皆様の立場にたって使いやすくデザイ ンしまし
た。タフトの各プラグインは、オブジェクトピッカー、アニメイテッ ドニューメ
リックパラメーター（以下、数値入力パラメーター）等、共通の 仕組みをもつコ
ントロールを複数使用しますので、この章では、各プラグイ ンに共通する項目を
理解して下さい。
それぞれのプラグインは、タイトルバーをクリックし、バージョン情報に アクセ
スし、プラグインの正確なバージョン、開発完了日そしてドングルに 内蔵されて
いるマシンID№を知ることが出来ます。また、バージョン情報の クイックボタン
により、私たちのWebページにアクセスしたり、e-mailをお 送りいただくことも
できますので活用して下さい。

2.1 LightWave Plugins
LW はバージョン4.0以来、サードパーティのプラグインをサポートして います。
LWはバージョンアップのたびに、プラグインが活用できるパワフ ルなサポート
へと進歩をしてきました。タフトコレクションはＬＷの5.xと 6.xバージョン双方
に互換性をもたせました。
Taft.pの様な１つのファイルは、１枚の プラグインファイル として扱 われる
ことがありますが、実際は7種のプラグインで構成されています。マ ニュアルで
は、便宜上プラグインと総称しますが、タフトはあくまでも複数 のプラグインに
よるコレクションとして認識していただきたいとお願いし ます。
＊この項目はここに書くようなことじゃないけど、全ページに関連する ことでも
あるから、敢えてここに書いて、時々自分でも表現しきらな い自分の作品のカテ
ゴリーをきちんとしておこうと思う。
プラグインはＬＷそのもののバグやトラブルに影響を受けることが多く あります。
特にＬＷ6.0は、大幅に書き換えられたものなので、その初リリー ス版にはニュー
テックが時間をかけて解決することになるプラグインの問 題が含まれている可
能性があります。ニューテック（ディ・ストーム）は定 期的に自社のWebサイト
でバグの修正をするＬＷのアップデイトを行って いるので、http://www.newtek.co
m.あるいは http://www.dstorm.co.jp.を参 照して下さい。このマニュアルは2000年2
月に書かれたもので、お読みに なる時点で、現在私たちが問題としているプラグ
イン使用における問題点は 既に修正されている可能性があります。ご使用のＬＷ
が最新のバージョンで あるかWeb上で確認されることをお薦めします。
また、当社のプラグインのバグや問題点に関しても、同様に当社のWebサ イトで
パッチを行います。定期的に当社のサイトを訪れて、お使いのプラグ インが最新
のベストバージョンであるか確認して下さるようお願いします。

2.2 Item Picker
多くのプラグインは、シーンの中でアイテムを１つ以上選択するコント ロールが
幾つかあります。例えば、ホーザープラグインはロープやホースに 取り付けるオ
ブジェクトを選択することが出来ます。タフトは、LWより優 秀なアイテムピッ
カーを使います。ピッカーは、独自のポップアップパネル により、オブジェクト、
ボーン、カメラを自由に選ぶことが可能です。
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ボーンを選択すると、二つのリストが表示されます。左側のリストで、ど のオブ
ジェクトのボーンを表示するか選択し、右側のリストでボーンそのも のを表示し
ます。リストはアルファベット順に並び替えることが出来ます。

2.3 Saving Settings
全てのプラグインの操作画面下部には４つのボタン（OK, L,S, Cancel） がありま
す。設定変更が終了したら、 OK ボタンを選択すると、１つ前の画 面かLWの
画面に戻ることが出来ます。ここで、 Cancel ボタンを選択すると、設定され
た変更は全て無効になり、LWの画面に戻り ます。
各プラグインは、それぞれの設定を後に読み込むためにファイルを保存 すること
が出来ます。 L（load：読み込み） と S（save：保存） の ボタンをクリッ
クすることにより、設定ファイルの読み込みや、保存が可能 です。

2.4 Animated Numberic Parameters
操作画面の殆どのコントロールは数値化されていて、LWの標準的数値入 力の仕
組みと大変よく似ています。最大の違いは、どのように数値が応用さ れるかとい
う点です。
A ボタンを押すことにより、操作画面に変わり、数値入力された値を様 な方
法で操作します。
最も一般的なアニメーションのメソッドは、コントロール値としてNull オブジェ
クトのキーフレームを使って、パラメーターを割り当てることです。 これにより、
どのような値であっても、ユーザー設定通りにデザインする LWのエンベロー
プエディターを使うことが可能になります。
パーセントコントロールは０−１の範囲（０−100ではない）で指定し ます。
同一のNullオブジェクトによって複数のコントロールを設定できるの で、多くの
プラグインに一度に同じ操作を指示する場合に便利です。また、各 プラグイン中
で、同じNullオブジェクトを選択することが出来、そのたった １つのNullにより
各プラグインの値を一斉に変更するが可能となります。
画面下のグラフは、数値入力により処理される変化を連続表示すること が出来ま
す。グラフ下の２つのニューメリックコントロールでグラフ表示の 範囲を変更す
ることが出来ます。
このアニメーションコントロールを操作画面から解除することが可能で す。ハイ
ライトに点灯しているAボタンをシフトキーを押しながらクリッ クして下さい。
アニメーション設定を行う前の状態に戻すことが出来ます。

2.5 Demonstration Scenes
タフトは50以上のデモンストレーションシーンを用意しました。シーン の多くは、
プラグインの用途をわかりやすく理解していただくために、故意 にシンプルな
ものにしました。Chapter1.1をご参照の上、ファイルをインス トールし、LWのディ
レクトリと併せて任意の場所に（一時的）に保存して 下さい。
デモを表示するためには、まずデモファイルを読み込む際に作成された WorleyDe
mos サブディレクトリにLWコンテント ディレクトリがセット されているか確認
してください。例を挙げると、デモンストレーションファ イルをディレクトリC:\
LWに読み込む場合、コンテントディレクトリを C:\LW\WorleyDemos にセットす
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れば 、 C:\LW\WorleyDemos\Taft\Scenesにシーンファイルが保存されること にな
ります。適正に実行すれば、エラーを起こさずに全てのシーンファイル を読み込
むことが出来ます。LW上に、オブジェクトファイルを見つけるこ とができない
というエラーメッセージが表示された場合は、適切なコンテン トディレクトリが
選択されていないということです。
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ＬＷのレンダリングと写真の合成は、極めてリアリステックなエフェク トを生み
ます。写真の自分の車に、LWで巨大なロケットエンジンを搭載さ せるのはワク
ワクする作業です。この手のフォトリアルな３Ｄ合成は、おそ らくＬＷでは最も
難しい作業に属するはずですが、同時にＴＶや特に映画で 使われる最も一般的な
ＬＷの利用法です。
本物の写真にシームレス（つなぎ目がわからないよう）にレンダリング を合体さ
せるのは大変難しく、ライティング、シャドイング、そしてポジショ ニングに注
意を払う作業が要求されます。
＊ライティングとシャドイングのマッチングは当社のプラグイン Gaffer（ガファー
）が得意としています。
曇の浮いた空の写真にＬＷの飛行機を配置するのは、飛行機のポジショ ンもアン
グルも問題ではないので、位置合わせは簡単です。ところが、平屋の 家の写真に、
ＬＷで巨大なタレット（旋回砲塔）を構えたニセの２階部分を 取り付けるとす
ると、作業はだんだん難しくなってきます。
＊おそらくＬＷ上の作業は一切無視して、本物のタレットの写真を撮っ て、家に
取り付けた方ずっと簡単に出来る。
こうしたマッチングは状況設定によっては実に困難な作業で、ポジション やアン
グルの小さなミスも目立つことになります。飛行機を５つピクセル分 移動させて
も、飛行機は空中に浮かんだままですが、新しく取り付けた２階 部分を５つピク
セル分動かすとしたら、写真とマッチしない明らかなトラブ ルが生じます。たっ
た１つのピクセル分であっても、ポジションニングの失 敗はエフェクト全体を台
無しにすることが多いものです。
手作業でＬＷのオブジェクトの位置をマッチさせようとすると、指定した 位置の
正確性を確認するために、正しい判断をし、さらにテストレンダリン グを何度も
繰り返すことになります。オブジェクトの一部を背景画像とマッ チさせるのは簡
単ですが、２つのポイントを同時に合わせるのはとても難し い作業です。家の例
では、建物全体を一度にマッチさせる必要があります。
Matching Feature Points
２Dと３Dのイメージ双方の同じポイントをマッチさせる重要なキー
は、合成時におけるオブジェクトとカメラの正しいポジションニング方法 を理解
することです。雲のかかった空に飛行機を合成するのが簡単なのは、 飛行機を別
の何かと合わせる必要がないからです。停止している飛行機と他 に何もない滑走
路に合成する場合は少し難しい作業になります。飛行機が滑 走路から浮かないよ
うに、また地表下にすり抜けないようにしなければなり ません。
同時に１つ以上をマッチさせるのは際立って難しい作業になります。飛 行機の例
を再度取り上げると、地上に停止している飛行機を写真に撮って、 その飛行機を
ＬＷの飛行機と置き換えるとします。この作業自体は、飛行機 の色を塗り替えた
り、風変わりな武器を搭載したり、ワイヤーフレームのブ ループリントにイメー
ジをクロスフェードさせたりと愉快なものです。
ところが、本物の飛行機にＬＷの飛行機をマッチさせるのは大変難しいで す。例
え、作成したモデルが完璧でも、正確なポイント、サイズ、オブジェクト のスケー
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ルを見つけ出すために実に苛立たしい作業をすることになります。 ランディング
ギアを正しい位置に合わせようとして少し動かすと、主翼を動 かしかねません。
また、主翼を再調整しようとモデルを若干ローテーション させると、今度は尾翼
が中心からずれてしまいます。この尾翼を修正しよう とすると、ランディングギ
アが再度合わなくなってしまいます。
Matching Strategies and Limitations
最良のマッチング行うには、２つの手段があります。まず、単純にイメージ にオ
ブジェクトが合うまで注意深く手作業で調整を試みる、 技術 と 運 と 忍
耐力 の総合力に頼る手段があります。１枚のシンプルなイメージに マッチさせ
るだけで、アニメーション抜きでも１日掛りの作業になり兼ねな いです。大げさ
に言っているのではありません。大雑把にマッチさせるのな ら５分程度で済む作
業が、多くの場合は完璧が求められるわけですから、５ 時間はかかるものなので
す。
完璧なマッチングを行うためのもう１つの手段は、その戦略を変えるこ とです。
自分の目と技術に頼るのではなく、測定とツールに頼ることです。そ れがここで
ご紹介するタフトのCamera Match(以下、カメラ マッチ)プラグインです。
カメラマッチは、イメージと最もマッチするポジションを自動的に設定 する数学
的処理を行います。この手法は、何をマッチさせたいか（オブジェ クト上のポイ
ント指定）、どこにマッチさせるか（イメージ上のピクセル指 定）という情報を
プラグインに入力する多少の面倒はあります。
カメラマッチは入力された情報に従い、最高のカメラ位置を設定します。 マッチ
ングの精巧さは、指定する情報の正確性次第です。不正確で不十分な 情報はマッ
チングの質を損ないます。
タフトのカメラマッチはカメラのトラッキング機能をフォローしていま せん。ト
ラッキングは２Ｄイメージのシーケンスを解析し、自動的に動いた フィーチャー
ポイントを追いかけ、動いたカメラのパスを作成します。この 種のカメラトラッ
キングは、確かにシンプルなカメラマッチングより便利な ものですが、ツールを
作るには多大な努力が強いられ、使用にあたって細心 の注意が必要とされます。
市販のパッケージの中には、数千ドルするツール も売られています。
＊参考までに、http:/www.realviz.com上で販売されているカメラマッ チングプログ
ラムは製品価格1000ドル（約11万円）で、更に使用 毎に200ドル（約2万2千円）
かかります。
指定した情報が正確であっても、マッチングが不可能な種類の写真もあり ます。
特に、ＬＷはシンプルなカメラレンズデザインを使っているため、どの ように設
定しようとも、現実の全てのカメラレンズにはマッチしません。
＊当社のJames K. Polkプラグンコレクションのレンズプラグンはこ の問題を解決
したプラグインです。 幸いなことに、殆どのカメラはＬＷが簡単に扱えるレンズ
を使っています。
Using Camera Match
＊当社のJames K. Polkプラグンコレクションのレンズプラグンはこ の問題を解決
したプラグインです。 幸いなことに、殆どのカメラはＬＷが簡単に扱えるレンズ
を使っています。 上において、目立つものにして下さい。カメラマッチは、ポイ
ントを適切な場 所にポジショニングし、それを元にその他のパートのポジショニ
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ングを設定 します。
例えば、車の写真とＬＷモデルのクルマの場合では、フィーチャーポイン トを両
方のヘッドライトの中心、サイドミラーの外側、ボンネットの前方の 隅とドアの
取っ手の中心に計10箇所程度設定します。ポイントは20個ま で設定することが出
来ます。カメラマッチはこのポイントが多ければ多いほ どより正確に機能します。
少なくとも4つは設定して下さい。
ポイントは その場所 が正確に把握出来るように、画像の中で見分けが つくよ
うな場所を選んで下さい。のっぺりした平凡なドアの真中は良い設定 場所にはな
りません。ポイントを置く場所が正確にわかるようにディテール のあるものを選
んで下さい。画像の中で正確に場所を特定出来るように、隅 や端そして継ぎ目部
分などが望ましいポイント地点となります。
また、３Ｄシーンの中で同じ場所を設定する必要があります。３Ｄ上のポ イント
を正確に把握するために、オブジェクトを詳細に測定する必要が多々 生じます。
この測定は、オブジェクトのブループリントを持っている場合や、 オブジェクト
がレンガ敷きの歩道を歩いている場合などは特に簡単に行う ことが出来ます。
しかし、生き物や植物などは測定が難しくなりますから、更に注意を払っ て、調
整がし易いようにポイントを多く置いて下さい。巻尺やはがせるタイ プのノート
は測定には欠かせないツールです。尚、すでに写真のオブジェク トと同じＬＷモ
デルがある場合は、測定は余り重要ではありません。
次のステップは、２Ｄ画像にフィーチャーポイントの場所を指定するこ とです。
イメージ中のポイントとなる正確なピクセル位置を決定します。こ の作業はフォ
トショップの様なツールを使って、イメージをズームしてカー ソルの位置を読み
出す方法でも行うことが出来ます。また、ＬＷにもイメー ジをバックグランドイ
メージとしてレンダリングすることによって、ＱＶの ズームを使い、カーソルの
場所を表示する方法があります。こうして、フィー チャーポイントの全てのＸと
Ｙのピクセル値をリストアップします。 -28＊ＬＷのイメージをディスプレイさせるQVを使ったことがない場合 には是非使っ
てみて下さい 。 http://members.home.net/erniew/qvhome.html でこのプラグイン を
入手することが出来ます。LWのディスプレイより遥かに優秀です。
次に、ＬＷのシーンを用意して下さい。プラグインが全ての位置を捜し出 せるよ
うに、それぞれのフィーチャー・ポイントに印をつけます。Nullオブ ジェクトを
利用するのが最も簡単な方法です。全ポイントにNulllを１つず つ割り当てて下さ
い。それぞれに、 ドアノブ とか 最上階の窓の隅 と か、その場所を語るよ
うな描写的な名前を付けるのことをお薦めします。ど れもNullで、Null４とかNull
１５では混乱を招く恐れがあるからです。
オブジェクトがクルマのように動くものである場合、Nullをオブジェク トに親子
関係付けて、適切な３D上の位置に移動して下さい。オブジェクト が地面や建物
のように動かないものの場合は、まとめて動かすことはないは ずですから、Null
を親子関係付ける必要はありません。
オブジェクトの測定には、LWのヌーメリックポジションコントロール （ヌーメ
リック リクエスター）が便利で、それぞれのNullの正確な位置を 指定することが
出来ます。測定値のない場合は、勘を最大限に働かせて位置 を設定し、それぞれ
のヌールをモデル上の適切な位置に配置して下さい。測 定しない場合は、フィー
チャーポイントの数を増やし、より多くの場所をマ ッチさせるようにして下さい。
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＊モデルの出来が良いと、より簡単に正確に出来ます。 実際にはオブジェクトの
モデルを作る必要はありません。Nullオブジェ クトをレイアウト上で正しい位置
に配置することが出来れば良いのです。
Entering Your Data
カメラマッチはカメラのグラフ編集画面（LW5.x）あるいはカメラのモ ーション
オプション(LW6.x)上のカメラに適用するモーションプラグイン です。
カメラマッチの操作画面の大半は、Feature Points（フィーチャーポ イント、特徴
表示ポイント）の長いリストで占められています。測定したデ ータを入力する欄
で、それぞれのフィーチャーポイントは左手のアイテムピ ッカーを使い、そのポ
イントを指定しているNullオブジェクトを選択しま す。
次に右手のAt X Pixel とAt Y Pixel の縦列にフィーチャー・ポイン トのピクセル位
置を入力します。厳密な正確性を求めて135.4といった端数 のピクセル値を使って
も構いません。
最後に、Original Reference Image Size（オリジナル リフェレン スイメージ サイズ）
の欄にイメージのサイズを入力して下さい。デフォル ト値はあなたの最新のL
Wイメージサイズとマッチしますから、サイズは 大抵正しい値が表示されます。
フィーチャーポイントとピクセル位置を入力すると、カメラマッチはパネ ル左下
のCompute Best Values For（コンピュート ベスト バリュー ズ フォア）ボックス中
に、楽しい情報をたくさん表示します。最良のマッチ ングを作り出すカメラのデー
タがリストアップされます。データにはカメラ ポジション、ローテーション、
ズームそして、イメージピクセルのアスペクト レシオも含まれます。
また、カメラマッチはOriginal Error(オリジナルエラー)とFinal Er ror（ファイナル
エラー）の２つのエラー数字を下部に表示します。この数 字はマッチングのクォ
リティを表すものです。完璧に合うということは（0. 0ピクセルエラー）、全ての
フィーチャーポイントがレンダリングされた時 に、イメージ上の適切なポイント
に正しく配置されているということです。 マッチングがうまくいかないと数字は
大きくなります。 実際には、マッチングは完璧にはいかないものです。
Original Errorは、プラグイン適用前のカメラ設定のエラーを表示します。 ＊オブ
ジェクトを手作業でマッチさせるスキルがどの程度のものか比 較できる。僕もやっ
てみた！
Final Errorは、カメラマッチの演算処理クォリティを表示します。エラー値 が高
いようなら（ピクセル4以上）、あなたの入力データにエラーがあるこ とが考え
られます。フィーチャーポイントの測定ミスかヌー ルオブジェクトの誤った配置、
あるいは２D画像が貧弱なために起こるピ クセルの配置ミスなどがその原因と
して考えられます。
最右手のXY Match Error（XYマッチエラー）はそれぞれのフィーチャ ーポイント
のX・Yピクセル位置のエラーを個々に表示するものです。ここ に表示された数
字は、照合させるイメージの本来配置されるべき位置からど の程度 ずれ が生
じたかを表すので、ポイントがうまくマッチしない原因 解明のヒントになること
があります。また、最も大きく ずれ たポイント は、赤字で表示されます。
カメラの設定は制御することが出来ます。例えば、カメラマッチにキーフレ ーム
したカメラズームを適用させたい場合は、この間Zoom（ズーム）を オフにする
と、カメラマッチはその値を使いません。こうした制御が可能で あること自体は
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有用ですが、決してクォリティを高めるものではありません。 どのような制御を
加えても、カメラマッチは機能を落とし、入力したデータ とのマッチングは難し
くなります。
LWのピクセルアスペクトレシオである、Aspect（アスペクト）を制御 するのが最
も一般的です。カメラマッチは最良のアスペクトを表示しますが、 ピクセルアス
ペクトはLW上で変更を度々行うものではないし、アニメート するものではない
ので、設定をオーバーライドする必要がない場合に使うこ とがあるかもしれませ
ん。
XYZのポジションとHPBのローテーションを制限することは可能です が、決して
お薦め出来ません。
制御を加えたパラメータは灰色に変わり、キーフレーム値で表示されま す。カメ
ラマッチが適用する値は明るい黄色でディスプレイされます。
View Frame（ビューフレイム）を任意に変更することにより、アニメ ーションの
そのフレームにマッチングする値をCompute Best Values For に表示することが出
来ます。こうして得た値は、入力した そのフレーム のフィーチャーポイント
の位置に最もマッチングする値を表示しています。 この値は、デフォルトである
１から変更をすることは余りありません。
Using the Matched Camera Parameters
カメラマッチがマッチングを終えると、おそらくその結果を早く見たい 思うこと
でしょう。画面右下のMove Camera（ムーブ カメラ）をオン にして、カメラを動
かしたりローテーションさせることが出来ます。残念な ことにLWはプラグイン
に自動的にカメラの全ての設定をさせてくれない ので、ズームとピクセル アスペ
クト レシオを設定するために、紙とペンを 用意し、画面左下の箱の中にディスプ
レイされているZoom値とAspect値 を書き留めて下さい。
そしてカメラパネル（LW5.x）あるいはカメラ プロパティ パネル（L W6.x）を開
いて、書き取った数値をそれぞれ入力して下さい。
次に、マッチングの値に満足出来るかどうかテストレンダリングをして、 満足な
出来だったら最終レンダリングを行って下さい。カメラマッチプラグ インはカメ
ラポジションをセットアップするために、一時的に使うだけです から、その後は
解除します。必要なカメラパラメーターを演算処理した後は、 カメラマッチをシー
ンの中にキープする必要はなくなります。
カメラマッチがマッチングの値を割り出す演算処理速度は、１秒ほどで す。
＊僕がこれを書いているのは2000年１月で、僕のチープなマシンは45 0 MHz x86
だ。だから、もし2004年にこのマニュアルを読むとした ら、処理速度に１秒もか
かったのか！と大笑いすることだろう。きっ と、4CPU Athlonか何かのマシンを
使っているのだろう！嫌いだ！
作業終了後もプラグインを有効にしたまま使い続けると、LWが画面を再 読み込
みする度にスピードを落とす原因になります。
このスピードダウンを避けるために、カメラのポジション、ローテーショ ンの値
を書き取って、手作業でキーフレームしてしまうことが出来ます。ま た、もっと
簡単な方法は、その値をLWのモーション エンベロープにエクス ポートすれば、
カメラ モーションに簡単にロードすることが出来ます。カメ ラマッチの操作画面
上でMove Cameraが選択されているのを確認した上 で、Export Motion（エクスポー
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ト モーション）ボタンをクイックして 下さい。この方法で、カメラのポジション
を含むモーション エンベロープを 保存することが出来ます。そして、カメラマッ
チを完全に解除し、LWのLoa d Motionボタンを使いカメラに設定を適用して下さ
い。
カメラマッチをオンにしたまま、解除状態にしておきたい場合は、 Move Camera
ボタンがオフになっているか確認して下さい。
Camera Match FAQ
Question: 大きなエラーとして赤ペイント表示されたポイントを何度もチェッ クを
したのですが、そのポイントは正しいと思う。カメラマッチが何 故そう判断した
のか理由が知りたい。
Answer: 赤表示で表示した最高エラーポイントは、そのポイントが残り全てのポ
イン トのデータと一致しないことを意味します。そのポイントの位置が正しいと
思うのなら、残り全てのポイントが逆に間違っているということになり兼ね ませ
ん。測定が精密性に欠ける場合、間違ってポイントのまとまりをオフセ ットした
可能性があります。１つのフィーチャーポイントの位置を他のポイ ントとの関係
で測定するのはよくあることです。つまり、１箇所のポイント のエラーは、それ
と関連付けて測定した全てのエラーになります。
例えば、Aポイントを０と測定します。ＢをＡの10ｃｍ右隣、ＣをＢの10ｃ ｍ右
隣として測定すると、当然のことながら、Ｃは20cmAから離れている ことになり
ます。つまり、Dはそれ以前に行われた２つの測定値に基づいて いるため、測定
値を間違える可能性は2倍になります。Bの測定値が10cm でなく、9cmと誤って測
定した場合は、Cの値も引きずられてエラーとなり ます。例え、Cを正確に10cm
と測定しても、Aから10＋9=19cm離れている という結果になってしまいます。つ
まり、BとＣは相互に関連した測定値が 出るため、ＢともＣともマッチしないＡ
が間違っているかのように見えてし まうのです。
モラル：マッチング結果が好ましくない時は、全ての測定をダブルチェック して
下さい！
Question: Move Cameraを使うとＬＷの動きが鈍くなります。
Answer: Move Cameraを作動させたままにしないで下さい。Export Motionボ タンに
よってエクスポートする前にそのエフェクトを確認するために、カ メラポジショ
ンを素早くチェックするだけのオプションです。
Question: 測定を全くしないとしたら、どのようにシーンにマッチさせるのか？ あ
るいはポイントが目立たないため、視覚で設定出来ない場合はどう したらいいの
か？
Answer: マッチングは不可能かもしれません。照合させるポイント（フィーチャー
ポイント）無しでは、プラグインは期待に添う働きは出来ません。データの 代
わりになるものは究極の勘ですが、結果は残念なものに終わる可能性が 高いです。
この場合、プラグインの出す結果を手動で合わせるための、スタ ートラインに
しようとしても、測定値無しでは、プラグインはその機能を充 分に発揮すること
は出来ません。
Question: マッチングのエラーは低かったのですが、Zoom=100という無茶苦茶 な
数字を表示しています。何故ですか？
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Answer: S非常に平面なオブジェクトを扱う場合、カメラを後ろへ動かしてズーム
イ ンさせると、ほとんど同一のイメージになります。奥行きが無い平面なオブ ジェ
クトは、あなたが撮影に使ったカメラのズームの種類を分か らなくしてしまい
ます。Computer Best Values Forのボタンを使って、ズー ムを適切な値にコントロー
ルして下さい。平面オブジェクトの場合は、上記 の仕業がマッチングのクォリ
ティを損なうことは余りありません。
Question: マッチングがどう見ても間違っています。どうしてでしょうか？
Answer: 理由は色々考えられます。データが足りない場合は、フィーチャーポイ
ント をもっと使って下さい。データが正確性に欠ける場合は、測定を再チェック
して下さい。測定の仕方が好ましくない場合もあります。出来るだけイメー ジ全
体をカバーするようにフィーチャーポイントの配分を配慮して下さい。
カメラマッチは最良のマッチチング結果を出すツールです。他のカメラ設 定では
これより望ましい低いエラー値にはなりません。問題が発生したら、 入力データ
の量と質に何か問題あり！とまず考えて下さい。
Question: オブジェクトがフレームごとに動いている場合は、どのようにアニメ ー
ション中のカメラ位置をトラックすることが出来ますか？
Answer: １つのフレームをマッチさせるよりずっと難しい問題です。カメラマッ
チ はその用途のためにデザインしたものではありませんが、サポートするこ とは
出来ます。もし、どうしてもトラックしなければならない場合は、カメ ラマッチ
を使って、下記の手順で試してみて下さい。
アニメーションをトラックするには、まず、最初のフレームにカメラマッチ を通
常通り使い、最初の良い位置を確保して下さい。そして、後ろのフレー ム（おそ
らく30フレーム後）に移行し、そのフレームに合わ せて下さい。3ＤのNullオブジェ
クトの位置ではなく、2Ｄのイメージピク セルの位置をアップデートすればい
いため、この設定は難しくありません。 この作業をアニメーションの長さ分繰り
返し、およそ３０フレームごとマ ッチさせて下さい。
さて、次にＬＷ上でアニメーションを見てみます。全フレームごとマッチさ せた
わけではないので、補間のフレームにおけるマッチングの結果は粗末 なものにな
りがちです。特に、オブジェクトの動きが早かったり荒々しい動 作の場合に、嬉
しくない結果も覚悟して下さい。最も大きなエラーのあるフ レームを見つけて、
カメラマッチを使い、そのフレームをきちんとマッチさ せてキーフレイムして下
さい。そして、次々に同様のプロセスで修正を加え 最終的に全てのアニメーショ
ンは低いエラー表示に修正されます。 このプロセスは面倒なものです。カメラ位
置のカット＆ペイストを何度も 繰り返すことになりますが、それでも充分使える
上、しかも手作業のマッチ ングよりマシです。もし、この手の作業をたくさんす
る必要があるなら、カ メラトラッキングのプログラムにお金を投資する価値があ
るかもしれない です。
＊Digital Domainは自社用にトラッキングプログラムを開発し、その 他スタジオ数
社でも自社用のツールを確保している。しかし、ＬＷ用 トラッキングプログラム
が市販されたという話は実は今だ聞いたこ とがない。
Camera Match History
1994年に、現在は自主廃業したAmblin Imaging（アンブリン イメージ ング：ステー
ブン・スピルバーグ所有、DreamWorks創設を機にAmblin Imagingは自主廃業し
た）を訪問した。当時はここがＬＷ最大スタジオで、 SeaQuest（シークエスト）
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というＴＶシリーズのショーにＬＷを使った草 分け的存在だった。ビジネスは順
調で、映画のような大型プロジェクトの入 札を次々に決めていた。
アンブリン イメージは、ＬＷのキャラクターを本物の映画用シーケン スにシーム
レスに合成するというアイデアの実現に奔走していた。25MHz Amigas当時にあっ
ては、これは充分にチャレンジングな目標 だった！合成の最も難しい部分は、フォ
トリアルなキャラクターを作るこ とではなく、その動きを撮影された背景に合
わせることだった。
当時、アンブリンは Small Soldiers（スモール ソルジャーズ） とい う映画の入
札結果待ちだった。この映画は、人形が床の上を跳ね回ったり、 家具によじ登っ
たり、つまり現実世界に入り込むわけだが、こうしたキャラ クターを実写のシー
ケンスに合成する作業をＬＷで行うのはまだとても難 しい時代だった。特に、床
の上を滑るキャラクターの動きをＬＷのカメラポ ジションが捉え続けるのは至難
の技で、手作業で動きと合わせるために相 当な努力と時間が割かれていた。
僕がスタジオを訪問したのはまさにこの時で、手作業のトラッキングに 代わる手
段を捜すのに関係者一同は血眼になっていた。僕が作製したツー ルはインターフェ
イス無しで、現カメラマッチプラグインの機能に近いも のだった。扱いにくい
ツールだったが、これで適切なカメラ位置を正確に探 し出すことが出来るように
なった。
アンブリン イメージングは、僕のツールの使い勝手を良くするために、 僕の記憶
が正しければ確かビジアル ベーシックで、自社用の幾つかのツー ルに書き換えた
と思う。僕の書いたプログラムは、未処理のテキストファイ ルを読み書きするも
のであるから、手作業でＬＷへの移動をしないといけ なかったのだ。
アンブリンは結局、Small Soldiersを入札出来なかったのだが、僕の原始 的なプロ
グラムをSeaQuestに使用していた。
この実験的カメラマッチプログラムは、数年後小さなスタジオから依頼 されてコー
ピーを譲るまで、長いこと放って置いた。このスタジオはうまく 使ってくれて
いたが、相変わらず扱いづらいツールのままだった。
1999年、あるスタジオ内でタフトコレクションのステッキーFPプラグ インのテス
トを行ったところ、居合わせたほとんどのアーティスト達から、 ＬＷのシーンが
ステッキー イメージ マップを撮るカメラに正確に合わせ ることが出来たらステッ
キーFPはもっと使い道が増えるだろうに、と口々 に言われた。
そういう訳で、僕は僕の古い厄介なカメラマッチングソフトウエアを引 っ張り出
してきて、ＬＷのインターフェイスを作った。マッチングのクォリ ティは満足出
来るものじゃなかったから、インターフェイスをそのままに して、マッチングに
関するアルゴリズムを全く書き換えた。カメラマッチの タフトバージョンは、僕
の5年前のテストツールより遥かに早くて、しっか りモノで、正確だ。
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この世界は、チューブ、ロープ、尻尾、コード、タコの足、触角、糸、ダクト、
パ イプ、植物のつる、そしてホースのような形状のモノが溢れています。こうし
た長くて、しなやかで、曲がりやすい筒状のモノは数え切れないほど存在し てい
ます。
ＬＷ上で、スムーズにディフォームさせたり、たわませる作業はなかなか 面倒な
ものです。最も一般的な手法では、ＬＷのボーンを使います。チューブ をたわま
せるために、ボーンを長いチェーン状にし、チェーンの真中をボー ンにします。
ＬＷのインバース キネマテックス(IK)により、チェーン状のボ ーンをコントロー
ルし、充分なボーンを使用していれば、チューブを適度に スムーズにたわませる
ことが出来ます。この技法ならプラグインに頼らずＬ Ｗ単独で行うことが出来ま
すが、セッティングそのものが苦痛な作業である 上、ＬＷのボーンとＩＫはスピー
ドに欠けるためレイアウトを鈍くします。
Hoser プラグイン（以下、ホーザー）はこの面倒なボーン−ＩＫ手法に 代わり、
正しく簡単 に行うプラグインです。
＊僕は、プラグインとは 正しいことを行うdo the right thing ものが ベストツー
ルに値すると思うことがある。当然のことながら、 do the right thing は 何が
なんでもクライアントをハッピーにする とか このショットを早く仕上げて一
刻も早く寝させて ってこと になるのが常だけど。
ホーザーは設定にほんの数秒を要するだけで、ボーンにくらべてずっと早 くずっ
とスムーズな結果を提供するツールです。
Setup
ホーザーはディスプレイスメントプラグインで、レイアウト中のオブジ ェクト（
通常、チューブ形状のもの）に適用します。シンプルな操作画面な ので、セット
アップは極めて簡単です。ホーザーの主要な機能はチューブの 端や全体を動かし
ローテーションさせることにより、リアルにチューブをし ならせたり、ストレッ
チすることです。
まず、LWでX軸が最も長くなるオブジェクトをモデリングして下さい。 ホーザー
はオブジェクトをX軸＝０のセンターラインの右方向に動いたり、 しなったりし
ます。多くのオブジェクトはチューブ形状のもの になりますから、右方向に横た
わるチューブオブジェクトの左端が X 軸＝ ０になります。そして、チューブをまっ
すぐな形状にモデリングし、
軸上のラインに横たえるようにして下さい。チューブは他のオブジェクトに 連結
しています。つまり猫を例にすると、猫の体は X 軸＝０の左方向にあり 尻尾は右
方向に向いて伸びるようにします。
チューブは四角形ではなく、三角形の形状にして下さい。レイアウトのオ ブジェ
クトは、プラグイン、ボーン、モーフィングを問わず、変更を加えると、 四角形
形状のものは平面ではないポリゴン（壊れたポリゴン）に変えてし まうことが多
く、レンダリングに不都合が生じるのです。三角形にすると、 LW のこの問題に
影響を受けずに済みます。
チューブはテキスチャーすることも、ポリゴンを蛇腹（アコーディオン） タイプ
のジグザグ形状（訳者注：掃除機のホースがこの形状です）や螺旋 （らせん）状
のスプリング形状に変えることも出来ます。ホーザーはこうし たチューブ形状の
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ものを扱う場合が多くなりますが、決してチューブだけで なく、人間の腕、木の
枝、スプリング、タコやエイリアンの足そしてチェーン 等と応用範囲が広いプラ
グインです。
Hosing
レイアウト画面で、オブジェクトをロードしホーザーを適用して下さい。 次に、
チューブ形状の端になるアイテム（通常は Null オブジェクト）を決 めます。（チュ
ーブのベースはそのチューブオブジェクトによってコントロ ールされている）
ホーザーの操作画面は極めてシンプルで、数秒でセットアップが完了しま す。
A n c h o r I t e m （アンカー・アイテム）に、チューブの端をコントロール するア
イテムを選択します。チューブはチューブオブジェクトとアンカーア イテム双方
の動きとローテーションに反応し、曲げたり、たわませたりする ことが出来ます。
チューブの動きは、ホーザーの B a s e S t i f f n e s s （ベース・スティフィネ ス：
ベースオブジェクトの固さ）と A n c h o r S t i f f n e s s （アンカー・ステ ィフィ
ネス：アンカーの固さ）によって更にコントロールすることが出来 ます。Stiffnes
s 値を高くすると、チューブの端は柔軟性を失い、曲 げると固く大きな弓なり状
の動きをします。逆に低い値を入力すると、弓な り状の動きではなくて、ゴムバ
ンドのように単に縮んだり、伸びたりします。BaseとAnchor双方に０％の設定すると、チューブはピンと張ったゴ
ムバンドのように機能し、baseとanchorのポイントの間でまっすぐな線状 にスト
レッチする便利な設定です。また、必要に応じて、伸びたり縮んだりし ます。
このゴムバンドは、ロープやスプリングで離れたアイテムを接続させる場 合に特
に便利なモードで、オブジェクトの動かし方によらず、チューブはそ の動きに呼
応して伸びたり縮んだりします。この用途は多くの応用が可能に なります！例え
ば、クルマのサスペンションのスプリングの動きを正しく再 現します。また、an
chorとbaseを動かすだけで帆船の帆のロープを簡単に セッティングし動かすこと
が出来るので、チューブの方向とスケーリングを キーフレームする必要がなくな
ります。
Tip Twist（テップ・ツイスト）は、チューブの双方の端をツイスト （ねじる）さ
せる機能です。但し、チューブはどの方向であっても180度以 上ツイストするこ
とは出来ません。何故なら、コントロールアイテムは、（例 えば）360度のツイ
ストと全くツイストをさせない場合の区別をすること が出来ないのです。
Tip Twist（テップ・ツイスト）は、チューブの双方の端をツイスト （ねじる）さ
せる機能です。但し、チューブはどの方向であっても180度以 上ツイストするこ
とは出来ません。何故なら、コントロールアイテムは、（例 えば）360度のツイ
ストと全くツイストをさせない場合の区別をすること が出来ないのです。
Hoser Application Ideas
•

クルマのサスペンションのスプリング

•

象の鼻、タコやエイリアンの足、蛇

•

マウスのコード、風船のヒモ、電話のコード

•

ロボットや重機械の液圧式ホース
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•

教会の鐘のロープ、バンジージャンパー、パラシュートのコード

•

トレイラートラックのホース

•

モノを掴むことに長けた尻尾

•

宇宙船の燃料供給ライン

•

ワイヤーで接続された謎めいた電器の箱をコントロールする

•

図表のキャプション。オブジェクトやキャプションを動かしても、 その動きに
従い再調整し表示される。ゴムバンドのBaseと Anchor Stiffness双方に０％を設
定（本文中説明済み）する方法で操作する。
•

ウインチ、クレーン、エレベーターのケーブル。再度、ゴムバンド の０％設定
を使って、ケーブルを常にピンと張る状態にしてから、 積荷の揚げ下ろし動作
の度に調節を加える。
Example Hoser Scenes
•

Hoser̲BaseStiffness （ホーザーベースステッフネス） Stiffness値はねじ曲げるチュ
ーブの形状をコントロールするもので、4本の タコの足に違うBase Stiffnessの
エフェクトを適用させたデモです。最も左 側の足はBase Stiffnessを０％に設定
し、アニメーションフレームを動かす だけで、オブジェクトのベースがいかに
簡単に曲がるかが分かります。その 他の3本はStiffness値を33％、66％、100％
と徐々に上げ、Stiffness値が上 がるごとにねじ曲がりの度合いが少なくなるか
分かります。Anchor Stiffnessも同様にコントロールすることが出来ます。
•

Hoser̲HoseBar（ホーザーホースバア） ホーザーは親子関係付けられたオブジェ
クトと相性がいいプラグインです。 これは両端を他のオブジェクトに親子関係
付けた４つのチューブのデモで す。親子関係付けたオブジェクトを掴んで動か
しても、ホーザーはインタラ クティブにアップデートします。
•

Hoser̲Pulsing（ホーザーパルスティング） ホースのStiffness値は繰り返し変える
ことが出来るため、愉快なアニメー ションを作ることが出来ます。このデモは、
baseとanchorのStiffness値を 繰り返し変えたデモです。ホースはアーチの外に
押し出すようにも動きます。
•

＊これはかなり役に立つというより、楽しむものだと思う。

•

Hoser̲Springy（ホーザースプリンギー） ゴムバンドのテクニックはスプリング
との相性が良い。このデモはクルマの サスペンションを簡単にアニメーション
させる方法を示している。
•

Hoser̲Tentacle（ホーザーテンタクル） ホーザーは、ベースオブジェクトを動か
さずに端っこを動かすことが出 来るため、タコ足タイプのオブジェクトや尻尾
をコントロールするのは難な く処理します。このデモはanchorを動かすだけで
エイリアン風のタコの足 を簡単に動かすシーンです。
History
•

Hoser̲Twist（ホーザーツイスト） ホースをねじることはあまりないですが、タ
コの足はしばしばツイストしま す。ホーザーのTip Twist機能によって、先端を
動かしたりローテーション させるだけでなく、ツイストすることが出来ます。
•

James K. Polk Collectionに最後に加えたプラグインはロープをドルー ピングさせ
るダングルだった。どのスタジオに依頼されたかは忘れたけれど、 インタラク
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ティブに反応するスピードがあって愉快なツールだ。
•

このダングルをLWのモデラーの開発者であるスチュワート・ファーガ ソンに
デモンストレーションをした時、僕達はダングルをどうバージョンア ップする
かという点で話が盛り上がった。最もイケるアイデアは、チューブ 状のモノを
まるで固いものとして扱えるくらい完全にコントロールさせる ことだった。さ
らにスチュワートは声を大にして、「ホーザーって名前にする といいヨ！」と
言ったのにはうけたネ！（訳者注：Hoserというのはカナダ 英語ですが、loser、
stupid、お馬鹿さんという意味でアメリカでもお馴染み の口語です。ホースに使
うツールであることと、loserをひっかけて、英語 nativeの人々には相当面白い名
前になります。）
•

そこで、テスト版としてダングルに特別なコントロールを加えてみたが、 遅い
しレイアウトを鈍くさせるものだったから、改めてデザインをし直す必 要があ
ると感じた。その後、数学的処理をゆっくりと煮詰めて、
•

数ヵ月後にホーザーの最初のバージョンを完成させた。相変わらずスピード が
なかったので、次の週末に今度は完全にインタラクティブに反応するまで スピー
ドに的を絞って改善をした。
•

僕はホーザーをまだまだ実験的試みと思っていたせいで、それまでスタ ジオで
試したことがなかった。ところが、1999年４月に1週間Foundation Imaging（ファ
ンデショーン イメージング）に出稼ぎに行
•

た時、Daveというアニメーターの一人にロボットのホースをコントロー ルする
ツールはないかと聞かれた。僕はニヤッとしたネ。ホーザーは出番を 待つばか
りの状態だったからだ。僕は1時間ほどその場でホーザーのテスト を行い、Dav
eに渡した。
•

＊Dave、君の苗字を覚えていないんだ、ごめん！

•

1999年11月、新機能Tip Twistを加えて、さらに処理スピードの最終調 整をした。
このTip機能は、枝が生命を得て人間を捕まえるというアニメー ションを作成
していたあるスタジオが必要とした機能だ。
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Chapter 5 WhirleyPoints
多くの物体は、車のように固く形を簡単に変えることはありません。しか し、現
実世界には、柔らかく早く動かすと形を変えるものも多く存在します。 １本の花
をつかんで振り回すと、たわんでよろめきます。鉛筆は固い物体で すが、薄い定
規はかすかに曲がります。
柔らかい形状をねじったり、ゆがめたりするミュレーションを行うグラフ ィック
スツールを Soft-body dynamics ソフト・ボディ ダイナミックス と呼びますが、
WhirleyPoint（以下、ウォリーポイント）は効果的かつ迅 速なソフト・ボディ
ダイナミックスをLW上で行うディスプレイスメント プラグインです。
Take it for a Whirl
ウォリー・ポイントは全てのオブジェクトに適用可能なディスプレイス メントプ
ラグインです。オブジェクトのジオメトリーをディスクからロード し構造を分析
し、その分析を利用して、オブジェクトに動きが加えられると、 サーフェイスの
モーションを素早くシミュレーションします。
まず、オブジェクトをロードしその動きをキーフレームします。オブジェ クトを、
髪の毛を頭に、尻尾をトカゲに、スカーフを首にという具合で親子関 係付ける
ことが出来ます。
ウォリー・ポイントはオブジェクトパネル（LW5.x）あるいはオブジェ クトプロ
パティパネル（LW6.x）上のオブジェクトに使用します。デフォル トのウォリー・
ポイントの設定は、オブジェクト全体をスプリングのような 動かします。ウォ
リー・ポイントの設定をカスタマイズする前に、まずはレ イアウト上でそのデフォ
ルトの動きを楽しん下さい。
ウォリー・ポイントを作動させると２つのウィンドウが開きます。通常 のプラグ
インパネルはウォリー・ポイントの操作用で、もう一方は、あなた のオブジェク
トのモーションをアニメーションするOpenGLワイヤーフレ ームプレビューです。
このプレビューウィンドウは、LWのレイアウト画面とは違い、リアルタ イムで
ウォリー・ポイントのエフェクトを表示します。プレビューをリアル タイムのス
ピード（LWのデフォルト値で30FPS）にする必要がある場合 ドロップフレームし
ますから、アニメーションのスピードがレイアウト画面 より早くてもビックリし
ないで下さい。ウィンドウは位 値やサイズ変更も可能です。
Dynamics Controls
Acceleration Sensitivity(アクセレーション・ センシティビィティ： 加速感度)とCen
trifugal Sensitivity（セントリフィギュアル・センシ ティビィティ：遠心力感度）
がウォリーポイントの最も重要なコントロー ルです。Sensitivityを0にすると、サー
フェイスはアクセレーションに反応 しません。スプリング状にも柔らかくもな
らないので、サーフェイスはオブ ジェクトに硬直した動きで反応します。逆に、
入力値を高くするたびに、サー フェイスは もっと スプリング状態になり、ぐ
らぐらさせたり、ディフォ ームをしやすくなります。あまり高い値を入力すると、
サーフェイスはすさ まじく変形するので、20％〜60％の中間値が最も便利な設
定値となります。
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Acceleration SensitivityとCentrifugal Sensitivityは反応する動きの種 類によって異な
る性質です。Centrifugal（遠心力）とは、物体が 回転 運 動をすることによっ
て起こるスピンを気取って表現した言葉で、 Accelerationとは物体の モーション
です。
Acceleration Sensitivityは、飛んできた水風船を両手で受けとめた時、風 船の動き
が止まっても手の中に残る揺れで、Centrifugal Sensitivityは、左 右に首を振った時
に起る毛髪が頭部から外に向って舞い上がる動きです。
Acceleration/Centrifugal Sensitivityは別々の設定が可能です。２つの要 素を利用し
て、違う値を入力しブレンドさせることが出来ます。Sensitivity の質が良いものほ
ど、ディスプレイスメントと変形ツールの出来が良くなる ものです。
ディフォメーション（変形）とは調整の効く スプリングらしき 動き をもつこ
とです。Restoration Force（リストレーション フォース）で、 元に戻ろうとする
スピードをコントロールします。高い値を入力すると、サ ーフェイスは早い振幅
を見せ、低い値では、ゆっくりと緩慢な振幅になりま す。
Damping（ダンピング）は振幅の長さを設定するコントロールです。大 きな値ほ
ど、衝撃をこらえて早く元に戻りますが、低い値を入力する と、サーフェイスは
衝撃が加えられた後もなかなか元に戻らず、何十秒も振 れたままです。
Restoration ForceとDampingの両方をコントロールすることによっ て、定規をはじ
く動きから、蜂蜜のねばねばした緩慢な動きまで幅広く対応 します。
Dripping, Drooling, and Stretching
Motion Lag（モーション ラグ）は、ダイナミックスエンジンの愉快な 代替として、
サーフェイスにいわゆる 遅れて反応する モーションを作る 機能です。
＊ LWのLazy Pointプラグインに似ていますが、ウォリーポイントに はさらに多く
のコントロールがあります。
Motion Lag は単独でも、ダイナミックス（訳者注： Acceleration/Centrifugal Sensiti
vity, Restoration Force, Dampingの４つ のコントロール）とのコンビネーションで
も使用するが出来ます。オブジェ クトの数カ所の動きを遅らせるエフェクトで、
残りのオブジェクトが動くと、 遅らせた部分が後から追いかける動きをします。
頻繁に使う機能ではありま せんが、オブジェクトを愉快なストレッチの動きをさ
せることが出来ます。
What Gets Wobbled?
デフォルトでは、オブジェクト全てのサーフェイスを変形します。変形を 加える
オブジェクトの場所を限定する方法が幾つかあります。
Apply to Entire Object（アプライ ツー エンタイヤ オブジェクト： 全てを適用する）
のデフォルトは、オブジェクト全体をぐらぐらと動かしま す。最も遠くの部分
は中央部分に比べて大きな動きを見せます。
Apply to Named Surfaces（アプライ ツー ネイムド サーフェイス： 指定したサーフェ
イスを適用する）はエフェクトを加えないサーフェイス を個々に指定すること
が出来ます。Surface Name(s)（サーフェイス ネ ーム）にモーションを制限するサー
フェイスの名称をタイプして下さい。コ ンマで区切ると複数の入力が出来ます。
また各名称の先頭は大文字にして下 さい。スペースはサーフェイス名の一部で
ない限り使用しな いで下さい。*（ワイルドカード）の使用も可能ですが、S*やD
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up*はSuper, Sugar, Sam, Duper, Duplicate, DupDupというような名称とは合致します
が、Aardvark, zebra, sam, Dummy, Dustyという名称にはなりません。選 択したサー
フェイスの合計数は右方に2/5という形で表
OpenGLのプレビューは、オブジェクトのエフェクトが効いている部分 を黄色、
そうでない部分をブルーで表示します。Effect Bias（エフェクト バイアス）を使
い、中心から離れたサーフェイスの端に向かってエフェクト をシフトすることが
出来ます。Sharpness（シャープネス）は、オブジェ クトのエフェクト部分とそう
でない部分の境界に混ざった部分をシャープ にしたりソフトにしたり調整するコ
ントロールです。
サーフェイスを限定する機能、Effect Bias及びSharpnessは、ウォリー ポイントの
ダイナミックス機能とMotion Lag双方と共に使うことが出来 ます。
Stretching Can Suck
オブジェクトが極端に大きく歪む動きをする場合があります。この極端な 変形を
修正するのは２つのSensitivityコントロールですが、逆に望ましい 微妙な動きを隠
してしまうことがあります。Maximum Motion（マキシ マム モーション）を調整
し、オリジナルの位置から極端に離れないように 防いで下さい。Maximum Motio
n値を下げることにより、過度の動きだけを 除いて、エフェクトの効いていない
小さな動きをそのまま残します。
オブジェクトのディストーションを1つの方向に限定するケースがあり ます。例
えば、髪や布地を、ゴムを上下に引っ張るような動きではなく、左右 に揺らせる
動きに制御したいと考えます。Local Coordinate Application Strength（ローカル コー
ディネイト アプリケーション ストリンクス）を使い、XYZ値の１つ（あるいは
２つ）を減らすと、サーフ ェイスはその方向の動きを制御します。これはオブジェ
クトの座標軸で行わ れ、ローカルコーディネイトとして知られています。つま
り制御 した方向は、オブジェクトが回転しても、オブジェクトの方向に左右され
ず 制御が働きます。毛髪では、お辞儀をしたり頭を横に振る動作につられて髪 が
伸びないようにY方向を制御しておくと、動作が加えられても制御が効 いた状態
のままになります。
Limitations
ウォリー・ポイントには限界がいくつかあります。
まず、コリジョン判定はしません。つまり、変形したオブジェクトは他の オブジェ
クトをすり抜けてしまう可能性があります。
ウォリー・ポイントはオブジェクトのモーションのみに有効で、ディス プレイス
メントには反応しません。モーフや他のプラグインはウォリーと共 には使えませ
ん。もっと悪いことに、ウォリー・ポイントはボーンのモーシ ョンにも反応しま
せん。将来的に、LW6.x用に限り、ウォリー・ポイントに ボーンをサポートする
機能を追加する可能性があります。この機能強化が完 成した場合は、当社のWeb
サイト上でアップデイトバージョンをお渡しし ます。
ウォリー・ポイントは、Interactive in Layout(インタラクティブ イ ン レイアウト)
をオンにすると、レイアウト上でエフェクトをインタラクテ ィブに表示出来ます。
ウォリー・ポイントを一時的に解除するには、 Disable All Effects(ディスエイブ
ル オール エフェクト)をオンにして 下さい。これはLW5.6には特に便利な機能で
す。
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Possible WhirleyPoints Applications
•

たるんで揺れるお腹の脂肪や二重顎！相撲力士のお腹や歩くと ブルブル揺れる
太ももやブルドックの2重3重顎
•

服−モーション・デザイナーが洋服の動きを表現するベストツールで すが、ウォ
リー・ポイントはモーション・デザイナーより早く更にイ ンタラクティブに
作成します
•

柔らかいスパイキーな触角をもったエイリアンらしき生物がその触角 を揺すら
せて歩く姿
•

胸！ボイン・ボイン・ボイン！ ＊失礼！アニメで見たよ！（ゴールデンボーイ
の１話より）
•

クルマのアンテナ

•

弾むスプリング

•

動物の尻尾や触角、触毛、猫やねずみのヒゲ

•

バクテリアやゾウリムシなどの原生植物の鞭毛

•

ビルの中や戦場を走る衝撃波や爆風

•

パーティクルの乱気流−ポイントの雲のオブジェクトをウォリ ー・ポイントに
適用し、動かしたり、ローテーションしたり、大き さを変えるたびに、揺れて
湧き上がらせる
•

羽を羽ばたかせる蝶々

•

色々と形をかえるフライングロゴ

•

タバコの煙を吐き出した時に作る輪（HyperVoxelsがいい煙を作りま す）

•

スーッと姿を消す時に宇宙船がその形を変形させる場合

•

洋服からほつれた糸がぶら下がる様子

WhirleyPoints Example Scenes
Whirley̲Simple（ウォリーシンプル） 私自身がテストに多用したシーンです。Acc
eleration/Centrifugal Sensitivityを試すサンプルとして、またウォリーポイントの全
コントロー ルに慣れるに適したシーンです。
Whirley̲Fall（ウォリーフォール） アクセレーションに反応するディスクのシーン
です。
Whirley̲Flow（ウォリーフロー） Surface Name(s)を指定した部分（ブルー）のみ
を見ます。蜂蜜みたいなモノ が流れる様子はMotion Lagを使っています。Accelera
tion Sensitivityを０％ にすると、ダイナミックスコントロールを少々いじるだけで、
Motion Lagの エフェクトの効果が変わることが分かります。
Whirley̲MaybeNot（ウォリーメイビーナット） 洋服や布地をソフトに動かすこの
シーンは、ボーンで頭部をアニメートし、 毛髪は頭部の動きを追いかけるように
キーフレームしました。ウォリーポイ ントは髪の流れをリアルに表現することが
出来ます。
＊ このシーンの毛髪は簡単なポリゴン仕様で、フォトリアルな髪を作 るには他の
テクニックが必要だ。
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Local Y Strengthの値を低くし、垂直方向のストレッチを押さえたシーン です。髪
の揺れにはＸとＹ軸のモーションが鍵を握るが、Ｙ軸を大きくし過 ぎると紙はゴ
ムのような伸びになってしまう。 BiasとSharpnessを使い髪の先端部分のエフェク
トに集中させました。モ ーションデザイナーの方が毛髪や布地の動きには適した
プラグインだが、ウ ォリーポイントは「迅速処理、状況選ばず、インタラクティ
ブ」に処理するプ ラグインとして充分に使える。
Whirley̲Sidewinder（ウォリーサイドウォーク） Ｓ字カーブに合わせて、オブジェ
クトにたわみを持たて動かすために Motion Lagを使いました。ちょっとカワイイ
イそしてスムーズな動きです。 シンプルな丸い形状のモノをジグザク道路に沿っ
て動かすサンプルです。
Whirley̲Tail（ウォリーテール） 尻尾、触角、あるいはタコ足のように弾性のあ
るモノをウォリーポイントで 動かす例です。ホーザーは尻尾を正確にコントロー
ルしますが、ウォリーポ イントでこれを行うと、オートマティックにルーズな動
きにします。
このルーズな尻尾の動きはCentrifugal Sensitivityによるものです。波に 合わせて尻
尾を揺らします。
＊まぁね…..これはホントはタコ足なんだけど、ここでは尻尾だと思っ てほしい。
尻尾の長さはＸ軸に沿ってモデリングし、長さが変わらないようにLocal X Applic
ation Strength値を落しました。値を100％に戻すと、尻尾は素早く くねる動きにつ
られて長く伸びてしまいます。
Whirley̲Twister（ウォリーツイスター） Motion Lagとダイナミックスコントロー
ルによるエフェクトをサンプルし たキレイなシーンです。シンプルな正方形が優
雅な舞いを見せます。
Whirley̲Windy（ウォリーウインディ） Ｓ字カーブに合わせて、オブジェクトに
たわみを持たせて動かすために Motion Lagを使っています。ちょっとカワイイイ
そしてスムーズな動きで す。シンプルな丸い形状のモノをジグザク道路に沿って
動かすサンプルです。
WhirleyPoints FAQ
Question: aOpenGLプレビューをウォリーポイントの操作画面の上部に常に位 置さ
せるにはどうしたらいいですか？
Answer: ウォリーポイントを開いた後ではパネルを動かすことが出来ません。 Ｌ
Ｗのウィンドウをスクリーンの端に移動させると、ウォリーポイントのパ ネルも
スクリーンの端に開きます。こうしてウィンドウに空きを作り、 OpenGLのウィ
ンドウの位置やサイズを変更して下さい。
Question: OpenGLプレビューでオブジェクトの全体像が見えないのは何故で すか
？
Answer: ＬＷ5.xはシーン中のオブジェクト形状のディテールをプラグインに伝達
しないため、この情報抜きにプラグインのプレビューに全てを表示するのは 難し
いのです。プレビューにエイリアンの触角だけ浮かぶことになるので、 イラつく
だろうと思います。完全にエフェクトを見たい場合は、レイアウト 画面で参照し
て下さい。
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Question: モデラーでオブジェクトを変更し、ＬＷにエクスポートしたら、変に なっ
てしまいました。何故ですか？
Answer: ＬＷ5.xのバグの1つで、モデラーからエクスポートされたオブジェクトに
ついてプラグインに誤まった情報を伝えるからです。最も簡単な解決方法は ＬＷ
のオブジェクトセーブボタンを使って、ＬＷの混乱を避けてあげること です。
＊ 特に問題なのは、ＬＷは現在のファイル名ではなく前の名前を伝え るんだ。
Question: ストレッチやディフォームを避けて、オブジェクト全体に揺れのエフ ェ
クトをもたらすにはどうしたらいいですか？
Answer: Apply to Entire Objectを使い、Effect Biasを０％、Effect Sharpnessを 100％
にして下さい。オブジェクトはディフォームの問題もなく、ソリッド なユニット
として動いたりひねらせたりします。
History
ウォリーポイントは実験的試みとして始動した。1999年始め、僕は次作 （予定）
のサスクワッチの毛髪用に処理速度の速いダイナミック アルゴリ ズムのデザイン
を開始した。ダイナミックスは髪をスムーズでリアルな動き にするものだが、同
時に数百万本におよぶ毛を対象するものだから、コンピ ュータの処理速度も重要
で驚くほど早いものにしようと思った。
僕はIKチェーンを使い、色々とアプローチを変えて強化を図った。すご そうなツー
ルを作るのは滅茶苦茶大変ってわけではなかったが、スピードを 上げるのが課
題だった。数百万本の毛の動きを表現するにはまだスピードが 足りなかった。コ
ンピュータの処理時間に数秒かかってい ると、インタラクティビティを台無しに
するからだ。
1999年のSIGGRAPHで発表されたDoug James（ダグ・ジェームス） のDeformable
Objectというリサーチペーパーを読み、そのテクニックの 応用に取りかかった。
毛や髪のためにデザインされたものではなかったから、 数百万本の繊維を相手に
するには遅すぎたのだ。しかし、効果は可能性を感 じさせるものだったから、僕
はダグの面白いアイデアをどう使うか考え続け た。
僕はとうとうダグ・ジェームスのテクニックに修正を加え、処理速度を 上げ、完
全なダイナミックスを実現する簡単な方法にたどりついた。このト リックはオブ
ジェクトの形状を分析し、ポイントを前もって加速にどう反応 させるか設定する
というものだ。リアルタイムのシミュレーションでは、こ の事前コンピュータ処
理の結果はリアルタイムに適用すると出た。
このテクニックのテスト用に、モデルをロードしポイントの動きを見る ためのモー
ションをプレビューするにわかツールを作ることに決めた。僕の アルゴリズム
は最初は思った通りにはいかなかったら、さらにもう1週間か けて調整し、機能
を高めたりと思考錯誤を繰り返した。
当社のアーティストであるSteve Hurley（スティーブ・ハリー）はツー ルのテスト
結果を見て僕が思いつかなかったことを言った
＊ちなみに彼と僕は何の関係もない。名前があまりに似ているせいで、 ユーザー
を混乱させているようだ。
このツールはすごく便利です。プラグインにしたらどうですか！？
！！！
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このテストツールは、元々Testというそれらしい名前がついていたのだ が、Dyna
mationと名前を変えた所、数時間後にこれはWavefront用の古い パーティクルシス
テムの名前と同じだと気付いた。そりゃ、まずいから、今度 はDynaPointsにして
みた所、ハリーさんがTwirlyPointsの方がいいと言 う。よし！これでちゃんとした
名前が決まったと思っていたら、ハリーさん は「WhirleyPoints!」と叫び声をあげ
た。いいねぇ。（訳者注：綴りは違いま すが、発音はWorleyとほとんど同じにな
るか らです。）
この命名式の後は、OpenGLプレビューを追加した点が一番の大きな変 更だ。プ
レビューはかなり便利なモノであるのと同時に、遊べる。作 った僕がオブジェク
トの作り出す動きのおもしろさに今だに驚いたりする。 プレビューなしにトライ
アルをするのは難しいからね。
この後、動作をエンハンスするコントロールをもっと増やそうと、Bias と Sharpne
ssエフェクトを追加した。これは特にプレビュー上で色分けされ たエリアで効力
を発揮する。
コリジョン判定も試してみたが、アルゴリズムのスピードを限りなく落し、 リア
ルタイムのフィードバックを台無しにした。ちょうどこの時だった思う。 僕は、
ＬＷ６にいの だいすけさんのモーションデザイナーが組み込まれる のを聞いて、
これはいい！と喜んだ。つまり、ウォリーポイントプラグインは もっとパワフル
なツールであるモーションデザイナーが苦手とする、手早い 処理とインタラクティ
ブなダイナミック スを得意としたツールとしてデビューさせようと思った。
マニュアル用にデモンストレーションシーンを考えていた時、 伸び伸び タフィー
キャンディー をフライングロゴの例として作ろうとした。そこで、 ダイナミッ
クスシミュレーションにMotion Lagコントロールを追加し、オ ブジェクトがス
トレッチや流れに対応するシンプルな方法にした。
ウォリーポイントは４，５社のスタジオにコピーを渡したが、すぐに愛用 しても
らえた。使い勝手とキャパのバランスが良いというフィードバックを 貰ってから
は大きな修正はしていない。苦労しないで、オブジェクトに色々 なタイプの愉快
な小さな動きを加えることが出来るツールだと思う。
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Tracer（以下、トレイサー）は、オートマティックウエポンというたった 1つの目
的に使うツールです。
銃砲やレイザー砲をＬＷで作成するのは難しくありません。投射物をモデ リング
し、銃砲の内部に隠しておき必要に応じて発射させるだけです。後は 発射物が外
に向かって動くようにキーフレームし、必要に応じてディゾルブ エンベロープで
ビューに入れます。このローテーションを設定し、発射を動 きに合わせてアライ
ンするのは少しトリッキーですが、モデルが仕上がれば、 レイアウト上で２、３
分程度の単純作業で設定が完了し、後は好きなように 発射させるだけです。
でも、ここが問題です。
確かに、オブジェクトを発射させるのは２、３分程度の作業です。では、ス ペー
スファイターのレーザー砲100発連射のシーンはどうしたらいいでし ょう？ウウッ
！各発射の設定を1分に短縮して頑張ったとして、それでも 100発を終了するの
に2時間近くかかることになります！その後にシーン を変更する必要が生じたら
…..この全てを最初からやり直すことになりま す。
トレイサーはこうした問題を解決し、数千発を自動的に発射させるツール です。
手作業で出来ないわけではありませんが、この作業を自動化出来ると いうことは、
銃撃シーンは難なく処理出来るようになります。さらに便利な ことに、シーン
に修正を加えると砲撃もシーンに合わせて自動的に調整しま す。
＊ 多くのアニメーターが銃やレーザー砲やミサイル砲撃を作る必要が あるわけじゃ
ない。でも、1度でもやったことがあると、この問題がい かに厄介か分かるか
ら、トレイサーを使うとハッピーで跳び上って 喜んでもらえると思う。
トレイサーはレーザー砲、銃弾、すじ状の軌跡（弾道）を自動的にレンダ リング
に加え、発射物を２Ｄのフラットなイメージではなく、３Ｄグロー弾 丸としてレ
ンダリングします。発射物の形状や色は究極のカスタマイズが可 能です。
トレイサーはレンダリングしたＬＷのイメージに弾丸の動きを再現する ピクセル
フィルターです。つまり、ＬＷ上ではその為のジオメトリーは必要 なく、発砲・
発射数は未制限に設定が可能という大きなメリットがあります。
Open Fire!
トレイサーを使うにあたり、まず銃やレーザー砲となるオブジェクトを選 びます。
Nullオブジェクトを代用し、銃と親子関係付けると便利です。Null は発砲の正
確な出所―通常ではこれが銃の先端あるいは銃口―を特定する ことになります。
そして、このオブジェクトが発砲し、オブジェクトの＋Z方 向に動きます。
ここでトレイサーの操作画面を開いて下さい。Gunbarrel Item(ガンバ レル アイテ
ム)に発砲元を特定します。 デフォルトでは、銃砲の＋Z方向をベースに発砲しま
す。つまり、銃砲の方 向をアニメートし、自然な発砲にします。特定の攻撃目標
に打ちこむ場合は 難しくなりますが、Aim Toward（エイム トワード）を使い、
特定標的に 向かう発砲の設定を行います。Aim Towardでは動く標的を狙い撃つ設
定は 出来ませんが、ヌールを動かしてその標的とし、狙い撃ち、あるいはニアミ
ス を作成することが可能です。
Aim Accuracy（エイム アキュレシー）を使い、銃の精度を落すことが 出来ます。
低い値を入力すると、発砲の正確性を欠く設定となり、自然な不完 全さをもたら
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します。非常に低い値では、後方を含む全方向に発砲します。
Fire Rate(rounds/sec)（ファイア レート）は発砲回数を指定するコ ントロールです。
この回数をアニメートすることにより、集中射撃シーンを 作ることが出来ます。
発砲により炸裂を１回起こさせるシーンがタフトの最 も一般的な利用法です。
Fire Rateをアニメートする方法もありますが、更 にシンプルに行うことが出来ま
す。Absolute Start Fire Frame（アブ ソルート スタート ファイア フレーム）とAbso
lute End Fire Frame（アブソルート エンド ファイア フレーム）を使います。フレー
ム 10で３発を炸裂させる場合は、Absolute Start Fire Frameを10に設定し、 Absol
ute End Fire Frameを13とします。デフォルトのFire Rateは1秒 間に３０ラウンド（
1フレーム1ラウンド）で３０発撃ちこまれます。
Speed(m/s)(スピード)は、各々の発砲の速さを特定します。Maximum Distance（マ
キシマム ディスタンス）はシーンから消え去るまでの弾道 距離です。弾道を消さ
ないようにするには、大きな数字を入れることですが、 レンダリングスピードを
落とすことになるため弾道距離を定めた方が望ま しいです。Aim Towardを使い、
特定攻撃目標を設定すると 標的に届いた段階で弾道は画面から消えることになり
ます。
Shot Size(m) (ショットサイズ)は発砲の幅を指定するコントロールで す。
Appearance Controls
トレイサー操作画面の中央のコントロール群は、発射物のデザインに使用 します。
数の多さに最初は圧倒されるかもしれませんが、プレビューを見な がら使いこ
なして下さい。
それぞれの発砲は、最多4色を使い操作画面上に小球体として設定します。 弾丸
状、レーザー状そして弾道の外観を、この小球体をストレッチ、シフト、 色を変
えることで、光る球体からレーザー、そして火炎放射機まで、幅広い種 類に対応
することが出来ます。
多くの場合は、すじ状の長い光線を作ることになります。まず、Size(as % of beam)
(サイズ)で大きさを設定し、次にPosition Shift（ポジショ ン シフト）で左右に移
動させます。Aspect Ratio（アスペクト レシオ） は小球体の形をまん丸や楕円に
します。上記３つのコントロールを併用し、 動かしたり、サイズ変更、位置変更
をし、光線形状の設定をします。
この小球体は、色分けが出来ます。中央と端の部分はそれぞれCenter, Edge Color
（センター、エッジ カラー）で個別に色を決め、影のグラディ エントを作成し、
Color Transition Skew（カラー トランジッション スキュー）で、グラディエント
を変更することが出来ます。Center Opacity（センター オバシティ）とEdge Opacit
y（エッジ オパシテ ィ）はそれぞれ中央と端をトランスペアレントさせるコント
ロールです。
以上のコントロールは一見とても難しそうですが、プレビューを見ながら 値を変
更し、１つ１つのコントロールの効果を目で確認して慣れて下さい。 そんなに難
しくありません。また、小球体を完全に消し去るにはサイズを０％ にします。
Additional Options
トレイサー操作画面のその他諸々の機能は以下の通りです。Add to Alpha Channel
（アド トゥー アルファ チャンネル）は後に合成する 場合に、発砲をレンダリン
グしたアルファチャンネルにもたらすコントロー ルです。
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Motion Blur Bolts（モーション ブラー ボルト）はＬＷのモーショ ンブラーを使う
場合にのみ便利な機能です。デフォルトの発砲では、モーシ ョンブラーは起りま
せん。多くの発砲はスピードが必要です。ＬＷのブラー のアルゴリズムが動作の
速いオブジェクトと相性が悪いために、ブラーをし ない方がよく見えるものです。
Shoot Only at a Frame Start（シュート オンリー アット ア フレ ーム スタート）は
フレーム間での発砲を防ぐコントロールです。つまり発 砲の瞬間に閃光が見える
出来るため、ラウンドする様相を変えることになり ます。モーションブラーを使
わない場合に大変便利な機能です。この機能無 しでは、銃口からではなく、銃口
の１ポイント手前で発砲することになりま す。
Export Light Envelope（エクスポート ライト エンベロープ）はＬ Ｗのレンズフレ
アを使い銃口で発砲させるためのコントロールです。プラグ インはライトのイン
テンシティを直接的にコントロールすることは出来ま せんが、トレイサーは手作
業でライトにロードしたエンベロープをエクスポ ートすることが出来ます。ライ
トを銃に親子関係付けると、ライトは発砲の 度に閃光します。
エクスポートボタンで開く小さなパネルはライトの動作を設定するもの です。発
砲すると、ライトはインテンシティを最大限に上げ、明るさを０まで 引き下げま
す。Ramp Up Frames（ランプ アップ フレームズ）と Ramp Down Frames（ランプ
ダウン フレームズ）はライトの増減の 速さを設定します。Time Offset（タイム
オフセット）はライトが閃光す る時間を早めたり遅くします。発砲の直前に閃光
した方が良い場合が多いで す。Shot Light Intensity（ショット ライト インテンシ
ティ）は発砲 時のライトの明るさで、Base Intensity（ベース インテンシティ）は
発 砲しない場合の明るさです。Additive Shot Lighting（アディテイブ シ ョット ラ
イティング）は素早い発砲・発射を起った場合に、閃光を明るく します。Maxim
um Frame（マキシマム フレーム）を使って、セーブす るエンベロープ数を指定し、
Save Envelope（セーブ エンベロープ）ボ タンをクリックし、ファイルリクエス
ターにセーブするエンベロープファイ ル名を入力します。この作業が終了すると、
ライトのインテンシティはエン ベロープに記憶され、ＬＷのロードエ
ンベロープボタンを使い、作成したファイルをロードして下さい。 ＬＷ５上でト
レイサーを解除するにはDisable all Effects（ディスエ ーブル オール エフェクト）
ボタンを使って下さい。
Limitations of Tracer
トレイサーは決して完璧ではありません。ピクセルフィルターなので、Ｌ Ｗのジ
オメトリーを扱うことは出来ません。つまり、ＬＷもトレイサーの発 砲に対応し
ません。また、トレイサーの作る発砲シーンはシャドウを作らな いので、トラン
スペアレンシーやリフレクション中には映し出されません。 また、フォグにぼけ
る効果も出来ません。
発砲・発射にバラエティを持たせる多くのコントロールがありますが、 ＬＷのラ
イトやシャドウと連動しないので、グローは制限を受けます。
Tracer FAQ
Question: 間違った位置から発砲しました。どうしてですか？
Answer: 銃アイテムがモーションプラグインによって動いた可能性があります。
ＬＷ （少なくともLW5.x）のこのバクは、大抵の場合FSPEモード（第２章参 照）
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を作動させて修正することが出来ます。
Question: LW6でトレイサーを使うと、シーン中のとても明るいオブジェクト が濃
い帯状の輪郭線を描き人工的に見えてしまうのは何故ですか？
Answer: ＬＷ６第１版リリースのバグです。きっとアップデイトでは修正される
と思 います。 ＊ 2000年４月にこれを書いているわけだから、とっくに修正され
てい るだろう。
Question: 銃弾は発砲されたが、空中で留まって動かない。
Answer: おそらく、実際は動いていると考えられます。毎秒30発で発砲すると、
全て のフレームは前の銃弾が発砲されたフレームで新しい発砲をすることにな り
ます。それぞれの発砲の違いを明確に区別して指示出来るわけではないの で、一
見静止した発砲のようになってしまったのです。銃や標的を動かすか、 光線のよ
うな見える連射の代わりに短い炸裂型にすることによって、この問 題を解決出来
ます。
Tracer Example Scenes
Tracer̲DesignerAmmo（トレイサーデザイナーアモ） ４つの弾薬デザインのサン
プルです。フレーム12のシーンに注目して下さ い。
Tracer̲FireRate（トレイサーファイアーレート） キーフレームしたヌールオブジェ
クトを使い、銃の発砲レートをアニメ ートすることが可能です。このシーンで
発砲レートの設定を変えることによ って起る変化を見て下さい。エフェクトを見
るために、このシーンの低いレ ゾルーションのアニメーションをレンダリングし
てエフェクトを見ること も出来ます。
Tracer̲Flamethrower（トレイサーフレームスロワー） ソフトでデフューズする発
砲は混ざり合い、ファジーな光線のようになり、銃や標的 を動かす場合に、銃の
バレルが前後に揺れるとカーブのパスを描いて面白いシーン になります。
Tracer̲Incoming（トレイサーインカミング） カメラに向かって、発砲しています。
Aim Accuracy値を低くし、弾丸はカメ ラの全ての面をすり抜けるようにしまし
た。このサンプルでは、長く細いす じ状の弾道とし、スペースシップのディスプ
レイスクリーン上に散りばめら れた星々のように見えます。
Tracer̲Snowfall（トレイサースノーフォール） トレイサーのエフェクトは銃器だ
けに限りません。このシーンにも銃はあり ますが、カメラの上部にビューから外
れるように設置してあります。下方に 向かってゆっくりと動く白い弾丸です。Ai
m Accuracyを非常に低く設定し、 広がるように発砲し、ビュー全体をカバーしま
す。パーティクルを使わない で作る雪が降るかのようなシーンです。同様のテク
ニックを使い、雨や流星 砲撃シーンなどを作ることが出来ます。
Tracer̲Targets（トレイサーターゲット） Aim Towardsアイテムピッカーで指定し
た標的に向かい発射し、標的に届 いた段階で消え去ります。４つの別々の標的を
狙う発射シーンです。フレー ム60でレンダリングし、レーザー砲の電光がそれぞ
れの標的でどのように 止まるか見て下さい。
History
僕は1年を通して、大きいスタジオから小さいスタジオまで色々な理由 で訪問し
ている。僕自身がすごく熟練したアーティストってわけじゃないか ら、活躍して
いるＬＷのアーティストを訪ねて、今何を一番必要としている かを知るのはとて
Page 33

Taft Manual

Chapter 6 Tracer

も重要なんだ。
＊ 僕は、何を隠そうＬＷのある部分に関しては熟知しているとも言い 難い、特に
モデラーはね。
スタジオではいつもアーティスト達を質問攻めにして、話しこんで、そして 何よ
り聞き入っている。新しいプラグインを練ったり、既に開発中のプラグ インを改
善するには大切な時間だ。特に、フィードバックを貰うのは欠かせ ない。
1999年4月に、Foundation Imaging（ファウンデーション イメージン グ）に1週間
ほど滞在した。ここは、ＬＷの最大級のスタジオで、いつもエク サイティングな
プロジェクトが進行している。僕が行った時は、ちょうど Starship Troopers（スター
シップ トゥルパーズ）シリーズの制作を開始 したばかりだった。
特に、John Allardice（ジョン・アラダイス）は面倒で厄介な問題に進ん で取り組
んでいた。その1つが、「僕達は発砲シーンを作るんだけど、半端じ ゃない数だ。
助けてくれ！」というもので、僕は前にも同じようなリクエスト を数件受けて
いたことを思い出した。そう言えば、Digital Muse（デジタル ミューズ）のJohn G
ross（ジョン・グロス）は、Star Trek（スター トレ ック）用にフェーザー砲（＊
スタートレック中の銃名称で、つまりレーザー ビーム系統だ）をガンガンにオー
トマテック連射出来ないものだろうか、と ため息交じりに言っていたことがあっ
た。
ジョンや他のアニメーター達と、どんな発砲シーンを作るプラグインが実 際必要
なのかじっくり話し合った後、僕はそそくさと部屋の静かなコーナー に移動して、
ノートと鉛筆でアルゴリズムのデザインに取りかかり、それが アッとい間にト
レイサーという名前のプラグインになった。
＊ ここが僕の最も好きなパートだ！僕はプログラマーって言うより、 アルゴリズ
ムオタクだ。
トレイサーはとても喜こばれて、直ちに仕事に使っていた。僕は、翌日から 数日
間かけて幾つかのマイナーな部分を手直しした。1999年の終わりに、タフト用に
トレイサーを入れる準備を開始し、インターフェイス を磨き上げ、Aim Accuracy
を含む幾つかの新しい機能を追加した。
トレイサーは滅茶苦茶たくさん応用が効くツールだ。僕は、トレイサーを どう有
効活用するかというメモだけで数ページの書きこみがある。多分、将 来的にタフ
トのアップデイトをするだろうと思う。
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Chapter 7 Sticky Front Projection
LWのフロントプロジェクションは、形状やポジションにかかわらず、そ のオブ
ジェクトのサーフェイスの色を背景画像と合わせる便利なイメージ マッピング機
能です。
この機能はＬＷのオブジェクトを写真に貼りつける場合に多くの用途が 生まれま
す。つまり、オブジェクトのサーフェイスを背景にきちんとマッチ させるわけで
すから、オブジェクトをビューから消してしまうことも可能で す。
＊ フロントプロジェクトする画像はLuminosityを100％、Diffuseを０ にし、サー
フェイスをマップした画像と同色にすることが多くなりま す。当社のGafferはこ
うした貼りつけ画像で、自己発光するオブジェク トに影をつける大変便利な製品
です！
また、消さずに微かに残すことも出来ます。事実上、背景は３Ｄ化し、写真に 過
ぎない画像の前や後ろにオブジェクトを移動させることになります。
タフトのSticky Front Projection（ステッキー フロント プロジェ クション、略して
StickyFP：ステッキーＦＰ）はＬＷのフロントオブジェ クションを大幅にパワフ
ルにしたプラグインです。両者の明らかな違いは sticky（ステッキー）です。Ｌ
Ｗのフロントプロジェクトと同様にサーフェ イスの色を背景画像に完全に合わせ
るだけでなく、ステッキーＦＰはカメラ かオブジェクトを動かし、マップをサー
フェイスに貼りつけたままにしてお くことが出来るため、スペシャルエフェクト
の種類が大きく広がります。
Stick it to Me!
ステッキーＦＰの設定は簡単です。まず、ＬＷ編集画面のLoad Imageボ タン（L
W5.x）あるいはImage EditorのLoadボタン（LW6.x）によりマ ッピングする画像を
読みこみ、サーフェイスエディター上で、ステッキーＦ Ｐプラグインをマッピン
グするサーフェイスに適用し、操作画面を開いて下 さい。次に、Color Image Map
（カラー イメージ マップ）にその画像を 選択します。
Transparency Image Map（トランスペアランシー イメージ マッ プ）に画像を指定
し、ステッキーFPによるトランスペアランシー設定をし ます。つまり、グレース
ケールのイメージによってオブジェクトの ジェクトのある部分にトランスペアレ
ントの効果をもたらし、同じエリアの スペキュラリティをなくします。Reverse T
ransparency（リバース ト ランスペアランシー）は、トランスペアレンシーのエフェ
クトを逆転させる 機能です。
トランスペアレンシーをマッピングすることにより映し出されたエリア 内でオブ
ジェクトを隠すことが出来るために、この用途はとても豊富です。 オブジェクト
を画像中の何かの形状に合わせるだけで簡単に利用出来ます。
例えば、縦杭と横棒に仕切られた合間から向かい側が見えるようなフェ ンスを作
る場合、ポリゴンを使い、フェンスの形状に正確に合わせた完璧な モデルのよっ
て作る方法もありますが、たった１つのポリゴンだけでとても 簡単にフェンスを
作ることが出来ます。ペイント系のプログラムを使い、フ ェンスを除いた残り全
てを白色にしたマップを作成し、フラットポリゴンに 貼りつけ、ステッキーＦＰ
のTransparency Image Mapとして使い、オリジ ナルの写真をColor Image Mapとし
ます。１つのポリゴンがフォトリアル なフェンスに見えるはずです。元より見え
ない奥行きとディテールまでは映 し出しませんが、ほとんどのケースで欠点のな
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い効果をもたらします。
デフォルトでは、フレーム１でＬＷのフロントプロジェクションと全く 同じエフェ
クトです。その後のフレームで、オブジェクトやカメラを動かし ても、プラグ
インがフレーム１のマッピングを記憶しているため、サーフェ イスに貼りついた
ままになります。また、Defining Frame（ディファイ ング フレーム）にフレーム
№を入力し、違うフレームに合わせることも可 能です。この場合、指定したフレー
ムにおいて、ステッキーＦＰはＬＷのフロ ントプロジェクションマッピングの
ような働きをします。イメージは指定し た前後のフレーム中のサーフェイスに貼
りついた状態になります。
ステッキーＦＰは、X, Y Pixel Offset（Ｘ，Ｙピクセル オフセット） を使い、Ｘ・
Ｙ軸両方向に適用したイメージ画像をシフトする機能もありま す。また、マップ
のオパシティをフェードさせる場合は、Application Strength（アプリケーション
ストリンクス）を使います。
ＬＷ5.6では、シェダー系のプラグインを使用における積年の問題点とも 言える、
マルチスレッド対応ではありませんが、LW Threading Bug Workaround（LWスレ
ディング バグ ワークアラウンド）によって、ス テッキーＦＰをマルチスレッド
仕様で使用することが出来ます。レン ダリングのスピードは若干落ちますが、Ｌ
Ｗのシャダー系バグを避ける ことが出来ます。この機能はシングルスレッドでは
レンダリングのスピード を落すことはありません。
＊ ＬＷ６でも相変わらず問題があるが、少しは良くなったようだ。
Disable all Effect（ディスエイブル オール エフェクト）ボタンを押 すと、一時的
にプラグインを解除することが出来ます。特にＬＷ5.6では便 利な機能になります。
Freeze That Map!
ステッキーFPでは、カメラビューを使いイメージのマッピングを決定し ます。後
でどこかで使うために、モデルをマップィングすることがあると思 いますが、そ
のオブジェクトを使う全シーン中にマップを設定するために奇 跡的なカメラ位置
を探し出すという面倒で非実用的な作業が必要となりま す。
ステッキーFPはこの問題を解決するボタンがあります。カレントののス テッキー
FPのサーフェイスマッピィングをコンピュータ処理し、マップを サーフェイスに
フリーズ（動かなく）させる方法です。違うシーンでそのサ ーフェイスを使って
もフリーズしたままにしておけます。つまり、カメラが エフェクトを左右するこ
とはなくなります。
マッピングをフリーズさせるために、まず１つのフレームをレンダーし、 イメー
ジが適切に適用されているか確認します。次に、ステッキーFPの操 作画面上で、
Freeze（フリーズ）ボタンを押します。このモードが作動す ると、マッピングは
記憶されますから、他のフレームにおいてカメラやオブ ジェクトを自由に動かせ
るようになります。新しいシーンにそのオブジェク トを読みこんでも、マッピン
グは貼りついたままにすることが出来ます。
この方法でマップ設定を行う場合、設定するために使ったシーンのコピー を必ず
保存して下さい。マッピングを変更する際に、オブジェクトの再製や カメラ位置
を変更するためにそのシーンが必要になります。ステッキーFP は、折角の作業を
台無しにする危険性を警告するために、Freezeモードの作 動・非作動の指示をす
る度に、忠告メッセージを表示 します。
Page 36

Taft Manual

Chapter 7 Sticky Front Projection

Photoreal Modeling and Front-only Application
ステッキーFPは、写真を使ってモデルやマップオブジェクトを作る場合 に役立つ
ツールにもなります。アイデアはシンプルですが、非常にパワフル な使い道です
！あなたのLWの使用法を完全に覆すことにもなりえます。基 本的な手順は、シ
ンプルなジオメトリーを作成し、ステッキーFPでサーフ ェイスに写真をマッピン
グします。高質イメージマップによる、フラットな 平面やボックスとしてモデリ
ングされることが多い建物、看板、フェンス、壁、 街路、草、水などを扱う場合
に特に効果的です。
フォトリアルなビルを何の変哲もないボックスとしてモデリングするの は一見馬
鹿馬鹿しく感じるかもしれませんが、写真のもつリアリズムがもた らす効果は、
ポリゴンを多用し注意深くデザインされたモデルより優れたも のになります。し
かも、ずっと簡単です！
カメラ マッチプラグインはこの種のマップを処理する際に欠かせないツ ールにな
ります。１棟のビルの写真を扱う場合、LWのカメラポジションを 把握し、シン
プルなボックスモデルを写真のビルの位置やサイズや方向と合 わせます。
モデルをマッピングする場合に、Apply to Front Only（アプライ ツ ゥ フロント オ
ンリー）をクイックすることにより、マップが特定されてい る場合にカメラに面
しているオブジェクトのポリゴンだけにプラグインを 適用する指示を出す便利な
機能があります。つまり、オブジェクトを手作業 でサーフェイスにふり分けなく
ても、オブジェクトの前と後ろのポリゴンを 別々に指定することが出来るのです。
フォトリアルな本のマッピングを例にとると、本のジオメトリーを考慮し て、方
形のオブジェクトを作ります。２枚の本の写真を作り、１枚は表表紙、 背表紙、
上部、２枚目には本の裏表紙、へり、底辺をカバーします。この二枚の 写真が本
の６面を表すことに気付きます。
次に写真の本の表表紙に本のカメラビューをマッチさせたシーンを作り ます。こ
の段階ではカメラマッチプラグインは不要です。そしてステッキー FPはそのイメー
ジ画像を本のサーフェイスに貼りつけるわけ ですが、表表紙の画像が裏表紙も
含めて、本の全ての面をプロジェクトして しまいます。ヒヤ˜ッ！
しかし、Apply to Front Onlyを作動させていると、マップはリアに 面したポリゴン
に影響を及ぼすことはありません。つまり、リアの面をマッ プする場合には、再
度Apply to Front Onlyを使い、オブジェクトの全面を マッピングをしないで下さい。
後述のSticky Antiqueというサンプルシーン の説明でこの種のマッピングの設定
方法をきちんとお見せします。
しかし、Apply to Front Onlyを作動させていると、マップはリアに 面したポリゴン
に影響を及ぼすことはありません。つまり、リアの面をマッ プする場合には、再
度Apply to Front Onlyを使い、オブジェクトの全面を マッピングをしないで下さい。
後述のSticky Antiqueというサンプルシーン の説明でこの種のマッピングの設定
方法をきちんとお見せします。
Crude Standin Modeling and Back Transparency
しかし、Apply to Front Onlyを作動させていると、マップはリアに 面したポリゴン
に影響を及ぼすことはありません。つまり、リアの面をマッ プする場合には、再
度Apply to Front Onlyを使い、オブジェクトの全面を マッピングをしないで下さい。
後述のSticky Antiqueというサンプルシーン の説明でこの種のマッピングの設定
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方法をきちんとお見せします。
（少し荒削りでもいけるスタンドインモデリングとバック トランスペ アレンシー）
写真を使いシンプルな背景のオブジェクトを作るには、フラットなポリ ゴンにイ
メージをのせる ビルボード 方式が一般的です。これは遠くから 見る分には悪
くないですが、カメラを動かすとフラットな形状がどうしても 目に付いてしまい
ます。ステッキーFPはこうしたオブジェクトを３Dらし く見せる機能があります。
シーン中にフォトリアルな丸石の山を作成する場合、丸味のある石ころの 写真を
撮るまでは簡単です。しかし本と違って、完璧に石の形状を測ること は出来ませ
ん。ではどうやって作るのでしょうか？一つには、でっちあげ、と いう手があり
ます！でこぼこの、凸状の石らしきモノを作ることです。そし て、レイアウト画
面で調整し、写真の石のあらゆる特徴を真似てそれらしく します。ここでステッ
キーFPを使います。
マッピした石は、背景のピクセルのヘリが微かに残ってしまいます。フォ トショッ
プでアルファチャンネルに着色して背景を作り、ステッキーFPの トランスペア
レンシーマップとして使います。
最後に、プラグインのMake Back Transparent（メイク バック ト ランスペアレント）
を作動させます。リアに面した全てのポリゴンをトラン スペアレントさせる機
能で、石の後側裏側を消すため、後ろやサイドは見え なくなります。前面だけを
見るとかなり自然の石に近い感じになります。マ ッピングしたオブジェクトのカー
ブを描いた形状は本物の３Dの奥行き感 があり、フラットなビルボードよりずっ
とそれらしく見えます。この機能を 選択しないと、オブジェクトの前後に二重
の厚い卵の殻のようなレイヤーが かかってしまいます。
最後に、プラグインのMake Back Transparent（メイク バック ト ランスペアレント）
を作動させます。リアに面した全てのポリゴンをトラン スペアレントさせる機
能で、石の後側裏側を消すため、後ろやサイドは見え なくなります。前面だけを
見るとかなり自然の石に近い感じになります。マ ッピングしたオブジェクトのカー
ブを描いた形状は本物の３Dの奥行き感 があり、フラットなビルボードよりずっ
とそれらしく見えます。この機能を 選択しないと、オブジェクトの前後に二重
の厚い卵の殻のようなレイヤーが かかってしまいます。
The Advantages. The Limitations.
このオブジェクト制作方法はシンプルで少し荒削りです。ジオメトリーは 完璧に
合わない上に、究極のアングルから見ると木っ端微塵ですが、ビルボ ード方式よ
りずっとずっとリアルで、シンプルな３Dの透視画法を充分に 満たしたものにな
ります。しかも、この方法は、実測や正確なカメラマッチン グも必要なく、極端
に仕事がはかどります。後述のサンプルシーンSticky Transparencyでこの少し荒削
りでも「使える」テクニックの具体的な長所 （と短所）を再度説明します。
LWにビルトインされているフロントプロジェクションはシンプルなマ ッピング
を扱う場合にも欠点があります。リフレクション、リフラクション は望めない上、
モーションブラーや被写界深度に反応しません。ステッキー FPにはこうした問
題は全くありません。
LW６のフロントプロジェクションにも ステッキー というオプショ ンがあり
ますが、当プラグインの機能とは大きく異なります。LWの方は、デ ィスプレイ
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スメントされている間のマッピングはきちんと貼り つきません。また、フリーズ
機能がないためモデリングに使用することは出 来ない上、前後を選ぶオプション
もありません。
＊ ニューテックが僕のプラグインの名前を真似したことは歓迎しない。 彼らに僕
がステッキーFPのデモンストレーションをした後に真似さ れてしまった。残念だ。
StickyFP FAQ
Question: ピボットポイントを動かすとテキスチャーが変わってしまうのは何 故で
すか？
Answer: オブジェクトのピボットポイントを動かすと、LWのオブジェクト位置を
コ ンピュータ処理する方法が変わります。つまり、ステッキーFPのイメージ マッ
ピングをオフセットすることになります。ピボットポイントの代わりに Nullオ
ブジェクトを親として使うとこの問題を回避することが出来ます。
Question: 例えば、俳優の顔や耳そして頭の後側といったオブジェクトの側面を マッ
プで同時に操作するにはどうしたらいいですか？
Answer: ２つ以上のサーフェイスで頭部を作成します。それぞれはステッキーFP
の 原本コピーでマッピングが出来ます。オブジェクトをディフォームしないの で
あれば、更にApply to Front Only の使用が可能になるので、ステッキー FPの２つ
のコピーを使い、１枚のサーフェイス上に前後別々のマッピング を作ります。
Question: サーフェイスをもう１つのオブジェクトにカット＆ペイストしたと ころ、
新しいオブジェクトにはステッキーFPのイメージが反映され ていません。どこ
にいったのでしょうか。
Answer: ステッキーFPはマッピングを設定するためにオブジェクトとカメラの位
置を使います。違うオブジェクトにその設定を伝えても、新しいオブジェク トに
は適合しなかったと考えられます。つまり、新しいオブジェクトに設定 をコピー
するために、LWのプレビューやステッキーFPのロード・セーブ ボタンを使って
も良い結果にはならないと思います。
Question: LWのサンプルスフィアやキューブプレビューでステッキーFPを見 れな
いのは何故ですか？
ステッキーFPのベースは、本物のオブジェクトの形状とカメラ位置に対す るマッ
ピングです。サンプルスフィアはカメラとは無関係ですから、ここで は特にステッ
キーFPの意義はありません。
Many Possible StickyFP Applications
•

ジャパンメーションに使う。ステッキーFPはマットにペイントした背 景をパン、
ズーム、ローテションすることが可能です。前景のキャラク ターとオブジェ
クトはステッキーFPでフラットなポリゴンをマッピ ングすることが出来ます。
こうしたテクニックは一般的なLWのフラットポリゴンでも可能で すが、ステッ
キーFPは、LW外の要素と合わせる場合に、高精度なピク セルの配列をもた
らします。
•

サーフェイス下のエフェクト。ポリゴンの１レイヤーにステッキーFP を使い、
そのサーフェイスを動かすためにボーンやモーフィングを利 用する。皮膚の下
で何かが動いているかのように皮膚を膨れさせたり、 草むらや街路が下からの
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爆風で表面が爆裂したり、金属製の檻に閉じ 込めたモンスターが怒りを爆発させ
て壁を突き出す場合にどうでしょ うか。こうしたエフェクトはフォトリアルなマッ
プで作業を開始する わけですから、フォトリアルな効果抜群です。
•

少量のポリゴンによるモデリング。写真でマップされたオブジェクト は、オブ
ジェクトのラフな形状を指定するために多くのポリゴンを必 要としない場合が
多くなります。マップのディテールがよりリアリズ ムを実現します。
•

ステッキーFPを使って大きなフラットなポリゴンに写真をマッピン グし、地震
をアニメートする。歪み、揺れ動き、引き裂かれる地面、草む ら、街路の表情
を地表から浮きあがらないずに作成出来ます。
•

爆裂モノ。荒削りオブジェクトを作成し、ステッキーFPを使いリアル な写真と
マッチさせる。そして、オブジェクトを爆発させるとレンダリ ングをしたフォ
トリアルバァージョンもちゃんと爆発する。
•

写真を使った多くの２Dアニメーションのエフェクト。ステッキーFP でマッピ
ングを施したポリゴンを使ってイメージのそれぞれのポーシ ョンを操作する。
「モンティー・パイソン」式のアニメーションはエラ く簡単に作れる！
•

手術のシミュレーション。ステッキーFPで胴体部分や腕の写真をポリ ゴンにマッ
ピングする。そして、ポリゴンを動かすことによって切り開 いたり取り出し
たりすることが出来る。更に、筋肉や内臓や骨、その他 色々の写真をステッキー
FPで同様にマップィングをし、その下の第２ レイヤーとする。これはすごく
簡単で人体解剖シ ーンをリアルに見せるのにいい。
•

手術シーンは忘れる。同じテクニックを使って、切り刻まれた人体とか リアル
な血の塊がこびりついた傷口に応用する。
•

色々な種類の図表やプレゼン用に。隠しておいた部分を明かす場合に 写真の一
部をめくることが出来る。一例として、建物の写真を撮り、ポ リゴンを剥がし
て、その下のフロアレイアウトを見せる場合に使える。 フォトリアルな外観を
持つオフジェクトに関係する配線図や青写真や 図表などを見せる場合に効果的
だ。
•

あるスタジオはこのテクニックを事故再現のシーンに使い、衝突が 起った時点
で、車の天井を持ち上げ、ドライバーや同乗者の座席位 置を見せるのに利用し
ていた。
StickyFP Example Scenes
Sticky̲AntiqueMapper, Sticky̲AntiqueShow（ステッキーアンティー クマッパー、
ステッキーアンティークショー） ２つのシーンは、オブジェクトにテキスチャー
マッピングする場合に写真 がどれほど効果的か見ることが出来ます。Sticky̲Antiq
ueMapperはステッキ ーFPを２つ使い、アンティークな飾り箪笥のサーフェイスに
２つのイメー ジマッピングをしました。この箪笥オブジェクトは本物の箪笥の寸
法に合わ せてモデリングしたもので、それぞれのフレームで適切な位置にカメラ
を配 置するためにカメラマッチプラグインを使用しました。前面と左側面はフレ ー
ム０に合わせ、フレーム１は後側と右側面です。ステッキーFPの操作画 面を見
ると、Freezeボタンがすでに作動していることが分かります。このシ ーンはフリー
ズした状態になっているため、解除してレンダリングをするこ とが出来ます。
一旦フリーズすると、どのシーンでもオブジェクトを使うこ とが出来ます。
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Sticky̲AntiqueShowでこの例を具体的にを見ることが出来ます。アンティー ク家
具は複数回ロードしています。同時にめまぐるしく変わる様を見ること が出来ま
す。カメラの移動や、箪笥の配置、ローテーションやサイズが限定さ れることは
ありません。オブジェクトに写真でマッピングする威力が分かり やすいサンプル
シーンです。
Sticky̲Breakup（ステッキーブレイクアップ） このシーンはステッキーFPの最も
簡単な利用例です。複数のオブジェクト は１つのステッキーFPのサーフェイスを
シェアしています。オブジェクト 同士が離れても、フロントプロジェクトされた
イメージは貼りついたままで す。最後のフレームをレンダリングして、ステッキー
FPのエフェクトを見 て下さい。
Sticky̲Transparency（ステッキートランスペアレンシー） オブジェクトがひどく
シンプルでも、形状が詳細に合っていないとしても、 荒削りなジオメトリーが背
景オブジェクトにどれほど奥行き感を与えるこ とが出来るか見て下さい。車の写
真を、フラットな面と球体をもつ、大変荒削 りでラフなクルマっぽい形状にあて
がいました。ステッキーFPのトランス ペアレンシー マップを使って、オブジェ
クトの外側に出た部分を取り去り ました。
このシーンでオブジェクトが適切な場所でローテーションするのが分かり ます。
また、このテクニックを使う場合の利点（と制限）を再認識すること が出来ます。
フラットなビルボード方式オブジェクトは奥行き感が全くない ため、カメラが
動き回るとリアルさを失います。もう一方のオブジェクトは ずっと３Dらしく見
えます。究極のアングルでは完璧とは程遠くなります が（クルマのタイヤに特に
変形が出る）、深くこだわらなければかなりいい 線のエフェクトになります。こ
うしたモデリングは非常に早く仕上がる上に、 扱いやすいく、それだけでもトラ
ンスペアレンシーテクニックは使えるツー ルと言えます。本物のフォトリアルな
オブジェクトは、Sticky̲Antiqueシー ンのように、正確なジオメトリーとカメラマッ
チしたマッピングを必要とし ます。
Sticky̲Compare（ステッキーコンペア） LWのフロントプロジェクションマッピン
グは幾つかの限界があります。こ のシーンでは比較できるように、左にLWのフ
ロントオブジェクショ ン、右にステッキーFPを使用しました。ステッキーFPはリ
フレクション、 リフラクションを正確に表現します。
History
1996年、コンピュータカフェのトム・ウィリアムソンはサイエンスフィ クション
映画を撮影中に、その映画のあるカットの件で僕に連絡をしてきた。
＊コンピュータカフェのトムとデーブは僕の他のプラグインにも影響大 だ。注文
も沢山いただいた……
＊ この映画は子供向けとしては驚くほど愉快な「StarKid」だ。
キャラクターをアニメートしたパーティクルの雲に変身させるという課題 だった。
パーティクルは簡単だったが、俳優のオリジナルのポーズに合わせ て、パーティ
クルをテキスチャーしなきゃならなかった。フラットな画像は なんとかなった
が、たちどころにパーティクルと化す俳優の外郭には目に付 くミスマッチがあっ
たのだ。
ステッキーFPによって、パーティクルは完璧にオリジナルの平面にマッ チしてこ
の問題はすぐに解決することが出来た。Transparencyオプション が俳優の外郭の
外にはみ出した余計なパーティクルを見えなくすることが 出来たからだ。パーティ
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クルをアニメートしても、そのままの色にしておけ るから、体がディゾルブする
様子はバッチリだった。
ステッキーFPのこの初期バージョンは数年来スタジオで愛用してもら い、本質的
な修正を加える必要のないツールだった。メチャ才能に恵まれた フリーランスアー
ティストのケン・スタナハンもステッキーFPの熱心な 愛用者だ。
1999年にタフトのリリースのために、ステッキーFPに手を加えようと 考えた。僕
達はビルを使ってフォトリアルな低空飛行シーンを作りたかった。 ね、簡単だよ
ね？荒削りポリゴン方式でビューをマッチさせて、マップさせ るだけだ。
で、僕はこの時マッチングの難しさを再認識した。１つのフレームをマッ チさせ
るだけで１日をムダにした。ひどいもんだ。そういうわけで、僕はやっ とアーティ
スト達がマッチングツールをどれだけ必要としているか気付く に至った。幸運
だったのは、この時僕はマッチングツールのプロトタイプを 既に書き上げていた
ことだった。久しぶりにそれを引っ張り出してタフトコ レクション用に再始動さ
せた。こうしてステッキーFPは更にパワフルなツ ールに変わっていった。
2000年１月に作業の時間短縮に欠かせないFront/Backオプションを
加え、マッピング設定にカメラだけでなくどんなオブジェクトも使えるよう にと
「スタンドイン」オプションを外し、代わりにFreeze機能を加えシンプ ルなのに
もっともっとパワフルにした。つまり、フロントプロジェクション トリックだけ
じゃなくて、モデリングにも使える便利なモノになったんだ。 カメラや指定した
フレームとか何とか色々心配しないでもオブジェクトを 簡単に読みこんで使える
ようになった。
新しいステッキーFPは、思った通りにアーティスト達に歓迎された。あ るハリウッ
ドのスタジオでデモンストレーションをし、アンティーク箪笥の シーンを紹介
した時には、その場に居合わせた20人以上の僕の観客はマジ に拍手喝采してくれ
た。うれしいね！LWを使ってオブジェクトを作る方法 を変えるツールだと思う
！
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春のうららかな日に、野原などにチラチラと立ち上る気や、日射のために 暑くなっ
た空気が光を不規則に屈折されて起る陽炎は、熱くなったアスファ ルトの舗装
道路や砂漠など、条件の揃った場所にしか見ることが出来ません。
Heatwave Plugin（以下、ヒートウェーブ）は、イメージフィルターで、 陽炎のエ
フェクトを作成する、シンプルなイメージの加工処理を行い、背景 にさりげなく
使える応用の効くエフェクトを作成します。
特に、ヒートウェイブが作り出す「ちらちらと立ちのぼる気」は上方向にゆ っく
りと立ち上らせたり、イメージ全体を変える点で効果的に使うことが出 来ます。
Heat this Place Up!}
ヒートウェーブは、画面上のコントロール数は少なく、またリアルタイム のプレ
ビューで調整出来るため、タフトコレクション中もっとも使用が簡単 なプラグイ
ンです。LW5のエフェクトパネル上か、LW6のイメージプロセ スパネル上のシー
ンにヒートウェイブを使用します。
Horizontal Waver（ホリゾンタル ウェイバー）と Vertical Waver（バーティカル ウェ
イバー）はイメージをちらつかせたり、屈折さ せる程度を指定するコントロー
ルです。美的原理から言うと、Horizontal （水平、地平）な動きの方がエフェクト
がよく見える傾向があると言えます。
Scale Size（スケール サイズ）とSmall Detail（スモール ディテ ール）はウェーブ
をより大きなエリアあるいはより小さなエリア上で変化 をもたせることによって
屈折する様相を変えるコントロールです。
＊ ここは言語で説明するのは難しい。ラッキーなことに、プレビューで エフェク
トを出来るからよかったと思う。フーッ。
ヒートウェーブのウェーブはイメージを自動的にチラチラさせるアニメ ートを行
います。このチラチラのスピードを、Animation Rate（アニメ ーション レート）
で変えることが出来ます。Rise Rate（ライズ レート） は立ちのぼるスピードの調
整やそれを止めるコントロールです。
デフォルトでは、ヒートウェーブはバックグランドも含むシーン中 の全てのオブ
ジェクトにエフェクトをもたらします。Apply to background（アプライ ツゥ バッ
クグランド）を選択しないことで、バ ックグランドにはエフェクトをもたらさな
いことが出来ます。
特定のサーフェイスだけをチラチラさせる場合は、そのサーフェイスに フラッグ
をたて、フラッグのあるサーフェイスだけにチラチラしたエフェク トを作成する
ことが出来ます。まず、Apply to flagged surfaces（アプ ライ ツゥ フラッグド サー
フェイス）ボタンを選択します。次に、LWのサ ーフェイスパネルでエフェクト
を限定するサーフェイスに行き、スペシャル バッファーボタンを使い、値を255
にします。小さい値を入力すると、ヒー トウェーブのエフェクトは弱くなり、０
でそのエフェクトは完全になくなり、 255でフルエフェクトとなります。
HeatWave Application Ideas}
•

ヘトヘトのジェット機やロケットや乗り物の排気管。

•

家事や爆発爆風のエフェクトとして。
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•

武器のエフェクトとして。未来型スタナー銃の犠牲者をよろよろした イメージ
にする。
•

スペースシップを偽装させるフィールドとして。

•

ビデオのインターフェイス

History
•

ヒートウェーブの歴史は結構長い。僕が覚えている限りでは、1995年に友 達の
Andrew Denton（アンドリュー デントン）がSIGGRAPHの Electronic Theaterに出
展する空跳ぶドラゴンのアニメーションにディテ ールを加えるツールを幾つか
必要としていて、その中の1つがヒートウェー ブ作るツールの原型になった。
僕は数時間かけて、波動するイメージピクセ ルを左右に動かすツールを完成さ
せた。
•

ヒートウェーブも、多くのハリウッドのスタジオに譲るプロトタイプの プラグ
インの山の一部としてコピーをあちこちに渡した。でも、ヒートウェ ーブに関
してはフィードバックを貰ったことがなかった。まぁね、エラくシ ンプルなツー
ルだから期待はしてなかったけどね。
•

1998 年に僕はポークコレクションを完成させた。ヒートウェーブをポー クコレ
クションの中に入れようかと一時は考えたんだけど、すでに 30 以上 のプラグ
インが内定していたから諦めた。スタジオサイドでは、ポークがリ リースされ
たから、以前渡した数々のツールの仕上版でもあるポークを代わ りに使うこと
になったわけだけど、そうしたら「ヒートウェーブが入ってな いぜ！へい！あ
れは使えるんだ。入れてほしかった。」という内容の電話を何 度も違うアーティ
ストから貰うことになった。何だ、やっぱりヒートウェー ブは使えるじゃな
いか、と思った。
•

タフトのために、新しいアニメーション機能の幾つかとプレビューを追 加した。
それでも何だかエラくシンプルなツールで、色々な意味で限界もあ る。でも、
チラチラを出すにはいいし、これが意外と応用範囲が広くて使える んだ。
•

僕のヒートウェーブの将来構想の中では、サーフェイス経由じゃない方 法でエ
フェクトを作成しようと思っている。それと、熱波の境域をブラーを 使ってソ
フトにするかたちで広げられるようにしたいし、イメージが適用す る場所を設
定できるにしたいと思っている。楽しみにしていてほしい。
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M O S A I C （以下、モザイク）はＬＷの出力イメージをピクセル化するイ メー
ジフィルターです。指定したイメージをブロック柄に変え、個々のピク セルを視
覚出来るまで拡大した、解像度を低く押さえたようなイメージ処理 を行います。
シンプルなツールですが、時に大変便利な機能です。
このピクセル化のテクニックは、テレビ等でよく目にする画像で、謎めい た情報
提供者の顔や自動車のナンバープレートそして公衆道徳上けしから ぬとされた画
面（＊それをアートと呼ぶかどうかの議論は避けるとして） を隠す場合に使われ
るテクニックです。モザイクプラグインはこの単純な用 途に限ったツールではあ
りませんが、最も身近な使い道になります。
Using Mosaic
モザイクプラグインはイメージフィルターで、そのデフォルトの効果は、 レンダ
リングしたイメージを大きな四角形のピクセルに配列変えを行うこ とです。デフォ
ルトはモザイクの操作画面上で簡単に変更することが出来ま す。
また、操作画面上でリアルタイムのプレビューが可能です。レンダリング した最
終イメージに最新の設定を実行することで、効果をただちに確認する ことが出来
ます。LW のリミテッド・リジョン（範囲限定）を使って、より 小さい範囲をズー
ムし、細かく見ることも出来ます。
モザイクプラグインは柄の違いにより、グリッド、ラディアル、ランダム、 ベリー
ランダムモザイクと４タイプに分かれます。
G r i d Mo s a i c （グリッド：格子柄モザイク） グリッドのデフォルトは、ＴＶ画
面等でよく目にする 巨大なスクウェ アのピクセル であり、直角形のブロック
を作ります。
R a d i a l M o s a i c （ラディアル モザイク：放射状モザイク） ピクセルをリング
状（並列ではない）に並べたようなエフェクトを作成 します。レンガを環状にひ
きつめたパティオ（中庭）やレンガの歩行者道路 の模様に近いものとなります。
ラディアル モザイクを使用する時は、Width は放射状を形成するコントロールと
なり、Height はその角度（広がり）を 形成するコントロールとなります。
ラディアル モザイクのエフェクトの中心を選択し、そのデフォルトをイ メージの
中心にします。また、R a d i a l C e n t e r （ラディアル センター）ア イテムピッ
カーで１つのアイテムを選び（多くの場合 Null オブ -ジェクト）、カメラビュー
からの中心として指定します。選択したアイ テムをカメラを動かしアニメーショ
ンすることが出来ます。
Random Mosaic (ランダムモザイク) Very Random Mosaic (ベーリーランダムモザイ
ク) 乾ききった土壌を覆う割れ目形状、あるいはフラッグストーンのように、ピ
クセルによって形成されたランダムなポリゴンのブロック状モザイク柄で す。
WidthとHeight（幅と高さ） ブロックの形状を指定するコントロールで、パーセン
テージ表示です。 width（幅）パラメーターに5％を入力すると、イメージの幅５％
のブロッ クを作成します。低い数字を適用するごとに、ブロックはますます小
さくな り、元々のイメージに近づき更に鮮明な画像に戻ります。WidthとHeight
（高さ）は別々に設定することが可能で、細長いブロック等正方形以外のブ ロッ
クを作成することが出来ます。

Page 45

Taft Manual

Chapter 9 Mosaic

Animation Rate（アニメーション レート） ＊ここで言うrateとは
とで、料金じゃない。アニメーシ

スピード

のこ

ョン作成諸経費を選べるのは悪くないんだけどね。 グリッド モザイク以外に共通
するコントロールで、ランダムモザイクでは、 ランダムな形状のブロック模様を
繰り返し表示します。イメージをゆらゆら させるユニークで変わったエフェクト
ですが、想像力を膨らませると面白い アニメーションの用途が色々考えられます。
例えば、鉱山惑星の様子を質の 悪いビデオ送信機で送信する設定では、1960年
代のチラチラした紗がかか った画面の代わりに、細かい割れ目模様が動く2060年
代風の紗を編み出す 場合に使えます。
Animation Rateは、ラディアル モザイクでは中心の周りを回転させるコ ントロー
ルにもなります。
Effect Center (エフェクト センター) モザイクプラグインはイメージ全体に使うば
かりではありません。
Effect Centerで中心とするアイテムを指定することにより、その周囲 を環状にピ
クセル化させるスポット指定が可能です。ラディアル モザイク のRadial Centerで
は、カメラビューのアイテムの位置がそのスポットの中 心となります。これを有
効活用して、オブジェクトが動いても指定したスポ ットを ぼかして 見せない
ことが出来ます。つまり、そのオブジェクト （あるいは、そのオブジェクトに親
子関係づけられたNull）を選択すると、 ぼかし効果をもたらすモザイク自体もそ
の動きに合わせてオブジェクトに 従って動きます。
Radius（ラディウス：半径）パラメータの数値によって、その効果をも たらすス
ポットのサイズを指定します。
Invert（インバート：逆転）を選択することによって、中心周囲を除く 全てをぼ
かす逆のエフェクトを作成します。
Use Special Buffer (スペシャル バッファー) 指定したサーフェイスにエフェクトを
限定することが出来ます。 スペシ ャル バッファー はLWの機能の１つで、モ
ザイクの様なイメージプラグ インを使う場合、サーフェイスにフラッグ（目印）
をつけることが出来ます。 まず、モザイク上でUse Special Bufferボタンを選択し、
次にＬＷのサ ーフェイスパネル上でモザイクのエフェクトを限定するサーフェ
イスを指 定し、Special Bufferボタンに２55を入力し実行します。 255より少ない
値を入力すると、モザイクのエフェクトは弱くなり、０でその効果はゼロと なり、
255 でフルエフェクトになります。
Mosaic Application Ideas
•

接続の悪いディスプレイスクリーンやビデオモニター。ランダム モザ イクでは、
アニメーションにすると全体のイメージはゆっくりとラン ダムに動きます。
またグリッド モザイクもこの用途に適したモードで す。特に、WidthとHeightの
両コントロールを操作することで、接続が 悪い時点でブロック化させたり、同
様のサイズ変 更を自在に繰り返すことで、自然なノイズを作成したり、または
ゆ っくりと両方の値を上げることで次第に画面からフェーズアウト させます。
•

軍事最終打ち合せ場面のシミュレーション。軍事関係者はおそらく最 新鋭の反
物質スペースクラフトの詳細を映し出すことは望まないが、 攻撃のインパクト
を見せたがる。アメリカ合衆国は1992年の湾岸戦争 時にまさにこのシナリオ通
りのビデオを幾度か公開したことがある。 あるいは、これに近い例として、機
密事項を満載した地図をぼかしたり、 HUD（ヘッドアップディスプレイ）をオー
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バーレイすることが出来 る。
＊ あのビデオは航空機と戦車は映したけど、反物質スペースク ラフトじゃなかっ
たっけ…….
•

映画 ターミネーター で、ターミネーターのビューポイントで視覚 に入るモ
ノを鑑定している場面がある。環状のモザイク形状であるラ ディアル モザイク
は、見る人の目を中心に集中させることが出来るた めに、特にこの手のコンピュ
ータ分析のビューを見せるのに便利です。
•

間の細かいパーツの表現をごまかしたり、あるいは余りに精密に表 現し過ぎて
ぼかす 必要がある場合、その特定の ぼかす 場所を Nullで親子関係付けE
ffect Centerとし、画像のブロック化を施す。カ メラやオブジェクトを動かして
も問題なく、ぼかすべき所はぼかすこ とが出来る。
＊ 当然のことながら、小細工をすると逆に注目を浴びることに なるから、他の部
分よりも「ぼかし」に興味の対象が集まる ものだけど。
Mosaic FAQ
Question:ピクセル１つ分の幅のブロックを作るのは可能ですか？
Answer: Widthの設定を０％にするとピクセル１つでブロックを作ることができま
す。面白いことに、ブロック状ではなく、縞模様のエフェクトにな ります。Heig
htを100%にしても同様の効果を得ることが出来ます。
Question: 本物のTV画面でトランスミッションの問題やドロップアウトが起 こっ
たかの時ように、ランダム モザイクをアニメーションさせて、ほ んの一瞬フリー
ズさせるにはどうしたらいいですか？
Answer: Animation Rateコントロール自体をアニメーションさせることが出来ま す。
0%を入力すると、ランダムプラグインのエフェクトをフリーズさせるこ とが出
来ます。WidthとHeightコントロールも同様にアニメーションさせ ることが出来ま
す。両方のコントロールに0%を設定し、１つのピクセルブ ロックを作り、質を落
とすことなく出力イメージをコントロール出来ます。 画像の質を繰り返し下げる
ためには、サイズをどんどん大きくしてアニメー ションして下さい。
Question: プレビュー中のスポットをもっと細かく見る場合に、どのようにズー ム
したらいいですか。
Answer: プレビューにはパンやズームの機能はありません。LWのリミテッド・ リ
ジョン（範囲限定）を使ってレンダリングすることにより、ズームバージ ョンを
作製することが出来ます。モザイクはプレビューボックスに収まるサ イズにその
範囲を引き伸ばします。
Mosaic Example Scenes
Mosaic̲Grid, Mosaic̲Radial, Mosaic̲Random （モザイクグリッド、 モザイクラディ
アル、モザイクランダム） モザイク３種類を使ったシンプルなシーンです。
Mosaic̲Naughty (モザイクナーティー) 動いているオブジェクトがモザイクのエフェ
クト部分です。このシーンはモ ザイクグリッドです。
Mosaic̲Focused（モザイク フォーカスト） ラディアルエフェクトの中心はアニメー
トしています。このシーンは 注目を集める目的で、動く車に従う中心部を見せ
るものです。
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History
1990年に僕が最初に完成したグラフィックスのプログラムはモザイクに よく似た
ものだった。ニューテックのビデオディジタイザーである Digiviewで、友達のエ
ヴァンをモノクロの画像に撮って、当時としては 最新鋭のレイザープリンターで、
エヴァンの顔をちょっとおかしく歪めてプ リントアウトしてみることにした。
ただ、僕は当時ペイント系のプログラム を扱うのは余り得意じゃなかったから、
代わりにイメージを歪めるプログラ ムを書くことにしたんだ。
ところが、読み込みと書き込みの画像ファイルは実に扱いが面倒で、思っ たより
簡単にはいかなかった。でも何とかかんとかプログラムは完成し、画 像を明るく
してエヴァンの顔を一層不気味に見せた作品が完成した。僕はこ の最初のアート
作品を大学寮の廊下の壁に貼って仲間を喜ばせたものだっ た。このプログラムは
その後アップデイトを繰り返し結構楽しんだ。そのうちの １つは、歪んだ鏡に写
るリフレクションのように見せるために、画像を小刻 みに前後に揺らさせたもの
や、 radial quantization（ラディアル クオン ティゼイション） と呼ばれるラディ
アル モザイクと全く同様のアルゴリ ズムをもつものもあった。
とにかく、僕や20枚程度の種類の違う歪んだ画像を作っては、毎日 寮の廊下の壁
に１枚ずつ貼って意気揚揚とした。僕はそのコレクションを The Image Transfor
m of the Day（日替わりイメージ変換） と名付け た。僕のコレクションは結構な
人気を博し、それぞれの画像にコメントが添 え書きされるようになったが、コメ
ントは拷問を加えられたかのようにひど い顔をしているエヴァンに寄せる同情が
殆どだった。ハハハ…..
このモザイクプラグンは、1997年にテレビ用コマーシャルを制作する小 さなスタ
ジオの依頼で製作したのがきっかけだった。レンダーをした製品ラ ヴェルをぼか
すために使うという趣旨だったが、スタジオサイドはAfter Effectsといった２Dプ
ログラムでこの作業をしようとしていた。適正なア ルファチャンネルをエクスポー
トするのはかなり面倒な作業で、アニメーシ ョンに修正が加えられる度に同じ
作業を繰り返す必要がある。だから、この 厄介な作業から開放されるLW上で動
くシンプルなツールが1時間足らず で完成した時はすごく喜んでもらえた。
その後、ラディアルをこのツールに加える作業が終わったところで、ハリ ウッド
の別のスタジオから、画像を コンピュータ分析 させるア ニメーション制作の
ためのツールがほしいという依頼を受け、急ぎブラッシ ュアップをして納品した。
このスタジオは、その後もモザイクを別のプロジェクトのために何度か使 い、そ
の都度イメージプレビューやオブジェクトを追いかける機能 を追加した。
1999年に僕はタフトコレクションにモザイクを加えるために、最終 的な仕上げに
かかった。他に２つのランダムモードを加えて、イメージプレ ビューの質をかな
り上げた。シンプルであるけれど、それでも使えるツール だと僕は思う。
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似たようなトラブルが起こるものです。まず下記のQ＆Aを参照して対 処して下
さい。同時にそのプラグインのマニュアル記載事項を必ず読んで下 さい。プラグ
インの多くには、独自のミニFAQ項目があり、それぞれのツー ル固有のトラブル
や質問事項に対応してあります。
Question: LWの Full Scene Parameter Evaluation（FSPE）
LWがハングアップしてしまいます。

がオン になっていると、

Answer: LWのFSPEはプラグインの効率を極端に悪化させる時があります。多 く
のコマンドによって演算処理時間が桁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、2.7の 記載事項をよく読んで下
さい。
Question: LWの FSPE
しく動きません。

がオンになっていると、オブジェクトのモーション が正

Wのバージョン5.6.256と6において、依然としてFSPEには機能的 とは言えない側
面があります。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
くれることを切望します。上記同様、2.7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。

Activation Error−２

といメッ

LWの表示は、「悪いね、プラグインファイルを見つけることは出来な 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。LWのプログラムファイルかプラグインファ イルのどちらかを移動し
たと考えられます。そして、LWでは「あれ？プ ラグインはどこだ？」と困って
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 か、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 Add Plug-in ボタンによって、LWにプラ グインファ
イルの在りかを再指定することが出来ます。 または、LW.cfgファイルを削除す
る方法があります。これは設定やプラ グイン全て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が、この方法がよい場合もあり
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 で
ある可能性が高くなります。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、当社にご連
絡下さい。
Question: Screamer Net経由でレンダリングしたフレームが、いかなるプラ グイン
のエフェクトも適用されません。
Answer: 当社のプラグインはScreamerNetとの作業が可能であるようにデザイ ンし
ていますが、LWはプラグインが使われている場合に、ScremerNet のインストール
に関してえり好みをする可能性が大きくなります。 LW.cfgファイルがプラグイン
ファイルの場所を指定しているか再確認 する必要があります。ネットワーク上で
使用する場合には、自動的には 指定されないからです。何故なら、通常では1.1で
記したようにネットワ 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、 C:\newtek\plugins\taft.p.といった絶対パス（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あるからです。LW.cfgファイ ルをチェッ
クするのは問題処理に当たって役立つ場合が多いです。そし て、ScremerNetを使
いリモートマシン上で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、
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ＬＷのマニュアル（とＬＷサイドのカ スタマーサポート）に答えを求めるのがよ
いでしょう。 ScreamerNet使用中にプラグインのエラーが起こった場合、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 見える状況を招き
ます。ScremerNetはプラグインを見つけられな い場合でも、警告メッセージは表
示しません。 1.1のInstallationに記載したネットワーク上でのインストールの項 目
をせめて読むか、と思っていいただきたいです。
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しょうか。
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１つ１つプラグインを適用する必要がありま 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をクイックすることによっ て、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。
Resources
私達は、皆さんの生の声を聞かせていただくのを楽しみにしています。当社 のプ
ラグインで制作した面白い作品や、愉快なアイデアや提案は、是非お知 らせ下さ
い。下記の様々な方法で私達にコンタクトをとっていただくことが できます。ど
うぞ、日本語でご連絡下さい（電話を除く！）。
Worley Laboratories 405 El Camino Real Suite 121 Menlo Park CA 94025, USA TEL: 1-6
50-322-7532 FAX: 1-650-322-8349 http://www.worley.com support@worley.com（英語）
sakura@worley.com（日本語）
尚、ニューテックのWebサイトは http://www.newtek.comで、Emailアド
レスは、tech@newtek.com.です。 ディ・ストームのWebサイトはhttp://www.dstorm.
co.jp/で、テクニカルサ
ポートはsupport@dstorm.co.jpで、℡№は、03-5570-8727で、ファックス№ は03-55
70-8723です。
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