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まえがき
MAXON は、新しい CINEMA 4D のと BodyPaint 3D のユーザーの皆様が、学ぶプロセスをできるだけ簡単になるように常に務めています。
インタフェースやワークフローだけでなく、付属の CINEMA 4D のドキュメントに対しても同じです。ユーザーの皆様に、最高のサービスを提
供するため、全くの初心者からプロユーザーレベルまで 4 つのカテゴリに分けて、MAXON のドキュメントを提供しています :

1. 導入ムービー
レベル：3D 初心者で、CINEMA 4D のと BodyPaint 3D について知りたい方

内容：ナビゲーション、インターフェイス、移動、スケール、回転、オブジェクトの作成、オブジェクトとマテリアルの編集、アニメーション、ライティ
ング、レンダリングについて

場所：http://www.maxon.net/downloads.html

2. クイックスタートマニュアル
レベル：基本的な CINEMA 4D もしくは BodyPaint 3D に関するの初心者ユーザー

内容：クイックスタートマニュアルの目次をご覧ください

場所：クイックスタートマニュアル

3. コンテキスト・ヘルプシステムのチュートリアル
レベル：CINEMA 4D もしくは BodyPaint の基本的なスキルを持っていて、特定の専門分野で全般的な知識を得たい方

内容：メカニカルモデリング、キャラクターモデリング、マテリアル、照明とシェーディング、カメラとレンダリングの設定、MoGraph、
XPresso、アニメーション、After Effects について

場所：http://www.maxon.net/de/downloads/updates-co/documentation.html

4. リファレンスマニュアル
レベル：初心者からプロまで、すべての CINEMA 4D のユーザー

内容：CINEMA 4D と BodyPaint 3D のすべて機能を説明しています

場所：アプリケーションのメインメニュー（ヘルプ / リファレンスマニュアル .../）からアクセスできます。（ドキュメントは、オンラインアップデー
タもしくは、オンラインからダウンロードして手動でインストールする必要があります）。 http://www.maxon.net/downloads/updates-co/
documentation.html

注意 :

製品の開発は、常に行われているため、お使いの製品と印刷マニュアルでは、参照ファイルなどを含め、異なる場合があります。最新バー
ジョンは、注文した製品のDVDもしくは、MAXONのウェブサイトもしくはおインラインアップデータを通じてダウンロードできます。
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CINEMA 4D へようこそ
このチュートリアルを終了された後には、将来のプロジェクトに応用できる基礎知識を身につけていただけることでしょう。このクイックスター
トで開く指示のあるファイルについてデモストレーション目的でのみ使用できます。これらのファイルは、Goodies DVD か、MAXON のサイト
のダウンロードページのドキュメンテーションのところからダウンロードできます。

1. はじめに
あなたが CINEMA 4D をお試しいただいているだけか、CINEMA 4D Prime もしくは Studio を購入されているかに関らず、この CINEMA 4D
の素晴らしい可能性についてもうご存知のことでしょう。私たちはお客様のニーズとご要望に答えられるように、何年も密接に仕事をしてきま
した。この甲斐があって皆様のニーズと３D マーケットに従った、創造と新しい機能を提供しています。お客様や３D 市場の要求を満たせるた
めのアイディアやコンセプトが創造的に実現されたのです。あなたが印刷、広告、デザイン、ビジュアルや映画といった分野でお仕事をされて
いても、CINEMA 4D はアイデアの実現に必要なツールをあなたにすべて提供します。直感的なインターフェイスと使い易さによって、CINEMA 
4D で多方面の世界で通用する３D がすぐ習得できます。CINEMA 4D はあなたの仕事や趣味と創造力をリンクづけ、イマジネーションに応じ
たどんなものでも作成することができます。CINEMA 4D は頼りになるパートナーとなることでしょう。
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2. 総合情報とインターフェイス
CINEMA 4D Release 12 は、さらなるスピードアップとワークフローの改善のためのたくさんの新機能を提供します。

CINEMA 4D を起動して、最も重要なステップから始めましょう。CINEMA 4D を起動すると、次の画像と同じようなスクリーンショットが見え
るでしょう :

左上から右周りに、次のように CINEMA 4D が異なった作業エリアで分割されています。

オブジェクトマネージャは、シーンにあるすべてのオプジェクトを含んでいます。オブジェクトマネージャを使うと階層を設定したり、オブジェ
クトを集合させたり、オブジェクトにタグを設定したり（オブジェクトマネージャ右にある小さなアイコンでオブジェクトに一定の属性が指定で
きます）またはオブジェクトに名前をつけたりできます。
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薄青立方体のアイコンを、左マウスボタンを押したままにすると、「立方体オブジェクトを追加」のグループウインドウが開きます。ここには
CINEMA4D で使用できる、あらかじめ指定されたパラメトリックオブジェクトがすべて含まれています。

アイコンをすばやくクリックすると、最もよく使う立方体オブジェクトが生成されます。クリックしてマウスボタンを押さえていると使用可能な
すべてのパラメトリックオブジェクトが表示されます。ここで必要とする最初の形状が選択できます。 

注意：オブジェクトが最初に作成される場合、一般にそれはパラメトリックオブジェクトです。パラメトリックオブジェクトは、個別のサーフェ
イスを編集できませんが、全体を変更できます。（例外として、デフォーマメニューからデフォーマを使う場合は別です）モデリングする前に、
パラメトリックオブジェクトはポリゴンオブジェクトに変換する必要があります。これを行うには、変換したいオブジェクトを選択してキーボー
ドの C キーを押します。これで各ポイントや面の移動や編集ができます。立方体プリミティブのアイコンの２つ右にあるアイコン（緑の球体が、
白いポイントが配置された黒線の枠に囲まれているアイコン）は、NURBS オブジェクトです。これは、最も大切な HyperNURBS オブジェクト
です。

ポリゴンオブジェクトが HyperNURBS オブジェクトの子オブジェクトである場合は、そのポリゴンワイヤーフレーム（メッシュ）がより高いレベ
ルで分割されます。オリジナルのメッシュを失うことのない分割以前（オブジェクトは自動的によりソフトに丸く見えます）より視覚的により
細かいポリゴンで構成されるでしょう。次のスクリーンショットでご覧頂けるように、外側のメッシュ（ライドブルー色）が立方体ポリゴンの実
際の分割を表示しています。内側のメッシュ（黒）はより微細であり、HyperNURBS オブジェクトの分割を表示しています。立方体の表示モー
ドを、C4D のツールメニューから Isoline 編集を選び（オフの状態にする）変更し、エディタビューの表示メニューからグーローシェーディング

（線）に切り替えます。これで、あなたがオブジェクトをエディタで表示方法が分かったかと思います。ただし、このチュートリアルにおいては、
ポリゴンオブジェクトやプリミティブオブジェクトに HyperNURBS オブジェクトを適用した場合の効果がもっともよくわかります。これにより、
立方体の分割されていることが分かり、最終結果を簡単に確認することができます。
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特にモデリングにおける優越点は顕著です。オブジェクトには複数のポイント（エッジやポリゴン）が含まれているので、これが編集できると
非常に管理が良くできるようになります。オリジナルのワイヤーフレームの単に１ポイントをドラッグすれば、微細に分割した HyperNURBS の
メッシュがドラッグされたポイントに従います （ 次の画像は同じ立方体で、一方が HyperNURBS ありで、もう一方が HyperNURBS なしです）。

細かく分割されたポリゴンオブジェクトをモデリングしていると、とても複雑です。あなたが１つのポイントを引っぱると１ポイントだけが移動
しますが、他の周囲にあるすべてのポイントはそれぞれの位置を保持します。目的の形に仕上げるためにはポイントを１つずつで動かさなけ
ればならないでしょう。

3. サンプル画像
ここは驚きの声を上げるセクションです。実際のチュートリアルに移る前にこれらの画像を参考にして、幾らかインスピレーションが与えられ
るようにして下さい。
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視点の移動や回転にはエディタウインドウの右上の角をご覧ください。ここにビューポートの視点を変更できる４つの小さなシンボルがありま
す。

最初のシンボルをクリックして押さえながらマウスを動かすと、ビューを移動できます。２番目の上下２つの矢印は画面のズーム（拡大、縮小）
を行い、３番目の２つの円形矢印の中に点があるシンボルはシーンを回転させます。右にある小さな四角形をクリックすると、全体のビューポー
トを３つのビューに分割してシーンの全体がよりわかります。分割された４つのビューにも、それぞれ小さな四角形がついており、これらを再
度クリックすると各ウインドウだけを表示できます。それでは、新規シーンを作成（メインメニュー : ファイル / 新規）を選び、続けて立方体
を新たにシーンに作成します。画面を少し縮小してオブジェクトマネージャにある「立方体」という名前を選択して下さい。軸がエディタで表
示されます。

各軸の矢印を選択すると個別の方向にドラッグできます。これによって、エディタで間違った方向にオブジェクトがドラッグされるのを防ぐこ
とができます。よく３D ビューではオブジェクトがどの方向にドラッグされるかを見分けるのが難しいことがあります。類似したオブジェクトを
単一方向に移動する方法は、特定の軸をコマンドパレットでロックすることです。このためオブジェクト自体の軸矢印の１つをクリック＆ドラッ
グしない限りは、オブジェクトがロッキングした軸の方向に移動するのを防ぎます。どの軸もロックされてい場合は上のアイコンパレットで「ス
ケール」ツールをクリックして下さい。これらのオブジェクトは、ロックされません。「立方体」オブジェクトを選択して、上の「スケール」をクリッ
クしてください。

軸矢印の終端が矢印から箱に変わりました。これらのボックスをドラッグすると、オブジェクトが特定の軸に沿ってスケールされるでしょう。
また、パラメトリックなオブジェクト（ポリゴンオブジェクトに変換されていない）は小さなオレンジ色のハンドルを表示するでしょう。

これは対応する軸上で、パラメトリックなオブジェクトを伸ばしたりつぶしたりできます。最後のアイコンは回転です。選択して、どのように働
くか試してみてください。
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© Carlos Agell, homepage.mac.com/agel
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4. クイックチュートリアル ー マテリアル
うまくモデリングされたオブジェクトでも、適切なテクスチャが使用されないと平凡な印象になってしまいます。テクスチャは色、スペキュラ、
構造など、サーフェイスに重要な属性をモデルに与えます。例えばバンプチャンネルにテクスチャを設定すると、ジオメトリ形状はそのままに
オブジェクトの表面に不均等なでこぼこの外観を与えます。この効果は肌のシワ、傷またはオレンジの表面などの再現に使えます。変位チャ
ンネルはバンプと同じような働きをしますが、ジオメトリ形状のみを変化させます。発光チャンネルを使用すると、オブジェクト独自の表面を
発光させる属性や SSS 効果（サブ・サーフェイス・スキャッタリング）が与えられ、人間の肌あるいはロウソクといった半透明で反射的な外観
を生成します。短くまとめると、テクスチャは目的の雰囲気、色や表面の構造を達成するために必要であり、オブジェクトの外形と同じぐら
い重要です。

各マテリアルチャンネルの短い紹介から始めましょう。

カラー：マテリアルの色またはテクスチャの基本色を指定します。

拡散：このチャンネルはテクスチャを「通常でない状態」にさせます。ノイズシェーダやテクスチャを適用すると、オブジェクトに汚れ
や腐食などを表現できます。設定により、スペキュラ、鏡面反射、発光チャンネルにそれぞれ影響を与えられます。

発光：マテリアルに発光の属性を与えることができ、GI では光源としても計算されます。

透過：マテリアルの透明度を指定します。

鏡面反射：マテリアルに鏡面反射の性質を与えます。

環境：擬似的に環境の鏡面反射させるためのマテリアルを１つ使えます。

霧：このチャンネルはマテリアルに霧または雲の属性を適用します。

バンプ：目の錯覚を利用して、テクスチャやシェーダーのグレースケールにより、サーフェイスの高さと深さを擬似的に表現します。

アルファ：テクスチャの透過度がマテリアルのグレースケールで指定されます。黒は透過度１００％に等しく、白は不透明になります。

スペキュラ：マテリアルのスペキュラの属性を指定します。

スペキュラ色：マテリアルのスペキュラの色を指定します。テクスチャによっても影響を受けることができます。

グロー：オブジェクトに発生するグローの明るさを与えます。

変位 ：グレースケール値を使って（高さの差を計算）オブジェクトを変形させます。サーフェイスの凸凹を擬似表現するバンプチャン
ネルと混同しないようにして下さい。

それでは、自分でマテリアルを作ってみましょう。「QS_Material.c4d」を開いて下さい。右側のオブジェクトマネージャでは、まだオブジェク
トにテクスチャが適用されてません。

左下のマテリアルマネージャで「ファイル / 新規マテリアル」を選択します。
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標準マテリアルが一つ作成されました。このマテリアルをクリックすると、その属性が右側の属性マネージャーに表示されます。「基本」メニュー
で、このマテリアルにどのチャンネルを有効にするか指定できます。先に進んでバンプチャンネルを有効にします。するとすぐに新しいメニュー
ボタン「バンプ」が表示されます。次にメニューボタンの「カラー」をクリックした後「テクスチャ」の隣にある小さな矢印をクリックし、「画
像を読み込む」を選択してマテリアルにテクスチャ「Iristexture.jpg」を読み込みます。 

読み込まれたテクスチャはスクリーン左下のマテリアルマネージャのミニプレビュに表示されます。このようにシーンで使用されているマテリア
ルの概要を見ることができます。

同じ手順を「バンプ」チャンネルでも行い、「Iristexture_bump.jpg」をチャンネルに読み込んで下さい。この JPEG は目の虹彩テクスチャの
グレースケールバージョンであり、このサーフェイスにレリーフの効果を作成するためのものです。ここでカラーテクスチャを読み込み、「フィ
ルタ」を選択して（バンプチャンネルのテクスチャの右にある三角をクリックしてリストからフィルタを選択）、彩度を -100％に設定しても大丈
夫です。これで２つの画像を読み込む手間が省けます。オブジェクト上で画像の明るい領域は一段高くなって現れ、画像の暗い領域は幾分へ
こんで見えます。「変位」チャンネルを使うと、実際にオブジェクトを変形します。「バンプ」チャンネルはポリゴンの形状を変化せず、表面に
凸凹を見えるような錯覚を起こします。

左マウスボタンでマテリアルマネージャのマテリアルをクリックし、これをオブジェクトマネージャにある eyeball( 眼球 ) オブジェクトの上にド
ラッグ & ドロップします（マテリアルをオブジェクトの上にドラッグした際、小さな黒矢印が左に向いたらこれを離します）。あるいは、エディ
タ上で適用したいオブジェクト（ここでは眼球）にマテリアルをドラッグ & ドロップでもできます。ただし、シーンに他のオブジェクトがあったり、
他のオブジェクトが隣接している場合、マテリアルを正しいオブジェクトに正確にドロップ & ドロップしてください。正しいオブジェクトに適用
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されたかどうかは、オブジェクトマネージャで確認できます。マテリアルアイコンが、オブジェクトの横に適用されていれば成功です。

マテリアルを適用した後に眼球が幾分明るくなったことに気付いたことでしょう。しかし実際のテクスチャは目に見えません。そこで、オフセッ
トの属性とマッピングサイズを変更してテクスチャが私たちのオブジェクトにきちんと揃うようにさせます。現在虹彩の実際の画像は眼球の右
側に歪んで横たわっています。これをチェックするために両方の eyelid( まぶた ) の HyperNURBS オブジェクトがエディタで見えるようにします。
オブジェクトマネージャ上部でオブジェクトの右にある縦に並んだグレーの小さなドットの上の方をダブルクリック（赤くなるまで）します。

ドットを再びダブルクリックすると緑色に変わり、親オブジェクトの可視性設定から独立して再びオブジェクトが見えるようになります。その
真下にあるドットはレンダリングに影響する以外同じような機能を持ちます。

まぶたが見えるようになったらビューを少し回転させ、次のように眼球が見えるようにします。

HyperNURBS オブジェクトの後ろ側が見えるように、オブジェクトマネージャでオブジェクトの隣にあるドットを再びクリックして灰色にします。
オブジェクトマネージャでオブジェクトの右にある「テクスチャタグ」をクリックして下さい。これは eyeball に適用したマテリアルであり、オブジェ
クトマネージャに小さなプレビュがあります。

これを選択すると属性マネージャにそのパラメータが表示されるので、次のスクリーンショットの設定と合わせてください。
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「サイズ U」と「サイズ V」のパラメータを変更して eyeball メッシュのテクスチャを揃えました。オフセットの設定はテクスチャを正確な位置
に配置します。ビューを再び回転させると、虹彩のテクスチャが正確に位置しているのが確認できるでしょう。

ヒント : ビューを誤って変更した場合は、CTRL+SHIFT+Z (Mac: CMD+SHIFT+Z) のキーを押せば取り消せます。不注意にエディタビューの代わ
りに透視ビューを回転させた場合にこの機能が役立ちます。また、エディタビューの編集メニュー / ビューを取り消しでも可能です。モデルに
テクスチャの設定ができました。他のパラメータを変更するとマテリアルにどのような効果が現れるか、ぜひいろいろ実験をしてみてください。
いくつか使えるテクニックを紹介します。

マテリアルに緑の色調を与え、その明るさを 50% に下げます。「バンプ」チャンネルの隣にあるボックスをクリックします。「テクスチャ」の隣
にある小さなグレーの矢印をクリックして「ノイズ」を選択します。
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「ノイズ」のボタンをクリックして、次のダイアログページで全体スケールと相対スケールをそれぞれ 30% に設定して下さい。これでバンプノ
イズのマッピングサイズが減少し、バンプマップがより微細に描写される結果となります。

「変位」の隣にあるボックスを選択して前述のステップをバンプチャンネルに繰り返します。全体スケールと相対スケールはそれぞれ 150% に
設定して下さい。このチャンネルのサイズがこれによって増加します。次に「変位」をクリックして変位チャンネルのメインメニューに戻ります。

たとえば、内部拡散反射のシェーダを使うと、例えば人間の肌のような非常に写実的なレンダリングができます。このシェーダを発光チャンネ
ル（ 「特殊効果 / 内部拡散反射」）に配置すると、光線が透明なオブジェクトに当たるとその効果が作成されます。複数の光線がオブジェクト
をさらに透過して浸透し、他の光線は直接吸収されるかあるいは跳ね落ちます。この特殊効果は他にプラスチック、ミルク、キャンドルワッ
クスや翡翠の形などに使用できます。

バンプや変位チャンネルで行ったようにアルファチャンネルにグレースケールのテクスチャを読み込んで、テクスチャの明るさを基にしながらマ
テリアルに影響することができます。テクスチャの黒色部分は１００％の透過度でレンダリングされます。テクスチャが明るくなるに従って透過
度が減少し、白色では透過度が０％になります。

マテリアルマネージャの「ファイル」から「新規マテリアル」の代わりに「Shader」を選択すると、3D シェーダのリストがあります。これらの３D シェー
ダは３D 空間で計算されるので、テクスチャのマッピングまたはテクスチャの継ぎ目を気にしなくても良いメリットがあります。ここに幾つか詳
細を記述します。

Cheen- 有機物は電子マイクロスコープの効果を生成し、バクテリアやダニの描写に適しています。
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Danel- 金属は艶高い表面を表現するのに大変適しています。 Banzi- 木材は、様々な種類の木材を描写させます。

Banji- ガラスはガラスの複雑な照明の状態を計算し、米やキャンバスペーパーといった部分的に透明なマテリアルの背後からの投影（影を落
とす）を可能にさせます。
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© christoph mensak, brown_eye_architechts@gmx.de

© www.c4d-jack.de
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5. クイックチュートリアル ー ライト
「実世界」のシーンでライティングに慣れている方にとっては、CINEMA 4D のライトオブジェクトはすぐに使いこなせるでしょう。実際のライト

が行うすべて以上のことがライトオブジェクトで実現できます。このチュートリアルでは３点照明を設定してみましょう。この配置はポートレイ
ト撮影テクニックでよく使用され、すばらしい照明方法であり、３D の世界でオブジェクトに対してプロフェッショナルな照明を行う、優れた
方法です。

全体の形が見えるようにエディタのビューを調節します。

小さなキャラクタをライティングしていきます。QS_Light.c4d を開きます。「オブジェクト / シーン / 床」で１つの床オブジェクトを作成します。
モデルが床の上に立っているようにその位置を調節して下さい。

３点照明の配置は、キーライトを設定することから始まります。これはその名前から想像がつくように、このライトはシーンの主要な照明になり、
そのメインの影を落とします。「オブジェクト / シーン / ライト」から１つのライトオブジェクトを作成し、オブジェクトマネージャで（名前をダ
ブルクリックして）「Main_Light」という名前を付けます。

CINEMA 4D には異なったタイプの光源が複数用意されています。キーライトは常時デフォルトで作成されています。ポイントライトは中心か
らどの方向へも光を発します。オブジェクト上を正確に狙える１つのスポットライトがキーライトとして必要になります。

キーライトをスポットライトにするには、属性マネージャでライトをポイントから「スポット（丸）」に切り替えます。
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私たちの光源がスポットライトに変換されました。スポットライトはフラッシュライトのように働きます。CINEMA 4D には四角と丸い円錐の光
を持ったスポットライトがあります。この円錐はエディタ上で見ることができ、操作可能です。次にモデルにスポットライトを当てます。

属性マネージャでスポットライトの位置を次のように設定してください :

X=300、Y=580、Z=-300

角度は、　

H=45 、゚P=-45 ゜

それからシーンをレンダリングします。

これでライトが私たちのオブジェクトに角度をつけて落ちています。（もし、この効果がエディタ上で見えない場合、原因は表示モードが「クイッ
クシェーディング」（デフォルトの光源のみを使用）になっているためです。かわりに「グーローシェーディング」（すべてのシーンライトを使います）
を使ってください。もちろんライトの正確な位置はカメラの角度に強く依存しています。このライトは残念ながら影を落とさないので形が浮い
て見えます。CINEMA 4D のライトは実際のライトより優れた点を持っており、影の種類が選択できるだけでなく必要に応じて影も落とすこと
ができます。従ってどんなスタジオカメラマンとっても、大変便利です。

影が完全に黒くならずに少し透過するようにさせるため、属性マネージャのメニュー「一般」でライトの影を「シャドウマップ（ソフト）」に設
定して下さい。

「影」のメニューで影の濃度を 50% に設定します。シャドウマップを「1000 x 1000」に選択してからシーンをレンダリングして下さい。 
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CINEMA 4D には、次３つのような影タイプがあります。「レイトレース（ハード）」はシャープなエッジを持った影を、「シャドウマップ（ソフト）」
はソフトなエッジの影を、そして「エリア」はオブジェクトから離れるほど影がソフトになるので、最も写実的な結果の影効果となります。他
２つの影タイプを試してみて下さい。エリアの影を使うとよりレンダリング時間が長くなるので注意して下さい。また、シャドウマップが大き
くなるほど影はより正確にレンダリングされます。

光の照射角度が狭すぎます。次の手順でこれを変更します。属性マネージャのメニュー「詳細」に切り替え、「内側の角度」を３０度に設定して「外
側の角度」を 100 度に設定します。

この結果はエディタ上にすぐ表示されます。オレンジ色のハンドルをドラッグしてライトの円錐を編集することも可能です。（ご使用のグラ
フィックカードがサポーとしている場合、エディタの表示モードを「拡張 OpenGL」（ビューポートシャドウマップ（ソフト）: 表示メニュー / 拡張
OpenGL）にして影を有効にすることができます。一般的に、OpenGL は、シーンがどのようになるか正確に描画してくれ、影がどのように落
ちるか分かるようにしてくれます。）
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これで私たちが満足できるようなキーライトになりました。次に、さらにライトを加えて明るくして、他方向から形を照らして明るくしましょう。

シーンに新規の光源を１つ作成して「ブライトナー」と名前をつけて下さい。このライトを座標 X=-360、Y=225、Z=-230 にして下さい。ライ
トの放射タイプは「エリア」を選択します。 

明るさがシーンのライトに追加されたので、ブライトナーを少し薄暗くする必要があります。

「一般」メニューで「強度」を 40% に減らして下さい。

このエリアライトは異なった角度から発光し、コントラストを幾分かソフトにします。影が交差するとオブジェクトがおかしく見えるので、影は
落としません。

これでシーンがかなり均等に照明されましたが、 もう少し活気づけてみましょう。別のライトを作成してカラーと名前をつけ、属性マネージャ
で放射タイプを「無限遠」に設定して下さい。この光の色をロイヤルブルーに設定し、角度 H を –160 度にします。
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無限遠ライトの位置は常にシーンを Z 軸方向に照明しているので不適切です。しかしトカゲ男のモデルに興味深いカラーエッジを与え背景に
彼を少し引き立たせているので、ライトを作成した状態のままで残してきます。

使用しているライトの色を変更することで、シーンの雰囲気を変えることができます。

これで典型的な３点照明の配置が完成しました。次に実際の作業を始めましょう。ほとんどの背景があるシーンでは、照明する必要があります。
ポイントライトを適切に使用すると、シーンの細かい部分が「明るくはっきり」となります。ただし、やり過ぎに注意してください。一般に少
ないライトのほうがいい結果を生みます。ライトを追加する場合は、シーンをほんとうに必要なものだけにしてください。最後に 2 つ秘訣が
あります。シーンに複数のライトがあり、どのライトがどれを照明しているかはっきりわからない場合は、オブジェクトマネージャで他のライト
すべてを不可視にします。そのライトの効果だけを見ることができます。

もう一つは、シーンでオブジェクトに対して最高のライトティングを決める秘訣があります。まず、目的のライトをオブジェクトマネージャで選
択します。そして、エディタビューのメニューの「カメラ / 選択したオブジェクトにリンク」を選びます。このオプションを選択すると、選択し
たオブジェクトからの視点を表示することができます。（この場合ライトにあたります）このモードのとき、エディタビューの視点を変えること
でオブジェクトの位置が自動的に変わります。このモードで作業することで、あなたはオブジェクトへのライトの当たり方がどう影響するかリ
アルタイムに把握することができます。（グーローシェーディングがエディタビュー上でオンになっている必要があります）ライトの角度と位置
が決定後、エディタビューに戻るには、エディタビューのメニューの「カメラ / エディタカメラ」を選びます。
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© Dave Davidson - www.max3d.org
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© Benedict Campbell, www.benedict1.com 
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6. Tips と秘訣

© Dietmar Kumpf www.k-3d-de

CINEMA 4D には、新しいユーザをできる限り助けあう幅広いユーザコミュニティーがあります。ここではホームメイドのチュートリアルや、フォー
ラム、無償のモデルやプラグイン、エクスプレッションやテクスチャが提供されています。

もちろん MAXON のホームページ www.maxon.net/jp も情報のメインソースの１つです。 

ここではニュースや CINEMA 4D で作成された興味深い事例や CINEMA 4D 関するリンクなどがあります。私たちのサポートチームへの質問
フォームなどが用意されています。

プラグインカフェは、MAXON の姉妹ホームページ www.plugincafe.com でアクセスできます。

あなたのスキルの限界に近づいた時や特定のツールをお探しの場合には、このサイトで必要なものを発見できるでしょう。ここにはプラグイン、
エクスプレッション、インターフェイスや BodyPaint ブラシなど広範囲に渡るコレクションがあり、その多くは無償です。独自のプラグインを
プログラミングしたいユーザは、CINEMA 4D のソフトウエアデベロッパキット（SDK）にアクセスできます。SDK にはどのように CINEMA 4D
が作動するか、そしてどのように拡張できるかなどが記録されています。

CINEMA 4D ライブラリを拡張したい皆さんには、基礎からキャラクタアニメーションのような専門的なレベルまで豊富な選択範囲の関連書籍
が提供されています。単にお気に入りのオンラインブックストアでキーワードとして「CINEMA 4D」を入力してみて下さい。

本にざっと目を通すのはコンピュータグラフィックスと何の関連もないことのようですが、実際にはかなり役に立つことがあります。３D は伝
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統的なアートやテクニックの多くが組み合わされた複雑な分野です。どの真摯な３D アーティストのライブラリにも写真、ライティング、方向、
動作、画像作成やペイントに関する書籍が入っていることでしょう。これらのトピックスについての貴重な情報はすべてオンラインから見つけ
ることができます。

インターネットは常時変化するのでサーチエンジンで CINEMA 4D について検索するのは良いアイデアでしょう。

メールオーダーカタログでさえ、オブジェクトがどのように見えることができるかについての豊富な情報源です。インターネットのどこででもテ
クスチャテクスチャを見つけることができます。もっと良いのはカメラで独自の写真を撮影して、テクスチャにすることでしょう。このようにイ
ンスピレーションはどこにでもあります。自分のテクスチャアーカイブがすぐ構築できます。

技術的な視点からは離れるようにしてください。ソフトウエアを習得するのは時間さえあればできます。いい３D アーティストは、独自のアイディ
アを実現させる助けになるツールとして、ソフトウエアを使う能力を持っています。ですから次のシーンを作成する場合も、完璧なオブジェク
トを作成することを余り気にしないで下さい。どちらかというと、テーマを合わせて、どのようにこのオブジェクトを作り、照明して、全体を
どのような構成にするかに集中して下さい。同じく観察者にメッセージ性を与えるということも考慮して下さい。技術的に完璧なアニメーショ
ンは素晴らしい結果ですが、コンセプトが悪ければ観客は寝てしまうでしょう。少しがたついて不完全なアニメーションであっても、ストーリー
が観客を引きつければ問題ありません。

このマニュアルが３D グラフィックの技術的な部分を習得するのに役立つことを願います。何をしたかをまず考えてから、技術を習得してくだ
さい。
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BodyPaint 3D
ここは BodyPaint 3D のチュートリアルです。「ボディペインティング」の世界を体験していただくにあたり、最も重要な機能を説明します。最
初は BodyPaint 3D が難しく思えるかもしれませんが、BodyPaint 3D は、いかに直感的であるかをすぐに感じていただけることでしょう。こ
のチュートリアルでは、早く学べて分かりやすさを重視したいと思います。まず構造についてから始めましょう。

© Kornel Ravadits

1. はじめに
BodyPaint 3D はテクスチャを使った作業手段に大革命をもたらし、今では欠かせることのできない存在にまでなりました。BodyPaint 3D
は、３D でモデルに直接ペイントができます。 このように革命的な方法で BodyPaint 3D はオブジェクトをテクスチャ化します。さらに、
BodyPaint 3D は複数のテクスチャチャンネルに一度にペイントでき、レンダリングした画像にさえ RayBrush 機能により直接ペイントできます。
プロジェクション・ペイントは、複雑なオブジェクト上で歪みなしにペイントできる統合ツールです。

UV ツールを使用するとあなたの UV メッシュの複雑さにかかわらず、これをリラックスさせて引き伸すことができます。簡単に言えば UV メッ
シュはポリゴンメッシュの２つ目の状態であり、ポリゴンオブジェクトの上にテクスチャを投影します。もはや 2D テクスチャの時代は終わり、
ついにテクスチャで重要な創造性に集中することができます。２次元テクスチャでかなり時間を要した作業でも今では BodyPaint 3D ですべ
て処理することができるので、プロジェクトがはやく完成できます。次はユーザインターフェイスに移りましょう。



27CINEMA 4D R12クイックスタート

2. 総合情報とインターフェイス

まず最初に次のあるスクリーンショットをご覧下さい。

ご覧になっているのは２つのスタンダードレイアウトの１つ、「BP UV Edit」です。２番目のレイアウト「BP 3D Paint」は似たような型ですが、UVメッ
シュの編集ウインドウがないのでよりエディタでペイントする空間が与えられます。 
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1. エディタウインドウ ( レイブラシウインドウ )

ここにペイントされるオブジェクトが表示されます。必要に応じてウインドウを回転、移動やズームすることができます。レイブラシモードは、
レンダリングされたビューで、オブジェクト上に直接ペイントできます。これによってカラーに影響する設定や、新しいカラーがオブジェクトに
見えるかどうかが直ぐに判り、コントロールできます。

2. テクスチャ表示 (UV- メッシュ編集ウインドウ )

UV メッシュを編集したり、リラックスさせたり、再配置させたりできます。UV マネージャの UV ツールを使用すると、テクスチャがどれくらい
リラックスしているかを見れます。オブジェクトへのどんな色が適用されるかも、このウインドウにすぐ表示されます。

3. UV マネージャ

UV マネージャは、アルゴリズムを使って UV メッシュを再配置します。レイヤ化したポリゴンを認識し、UV メッシュをすべてのサーフェイスに
対して最適の配置になるように、リラックスさせ、必要な場合は新しく配置します。リラックスはすべて手動でも調整できます。

4. 現在アクティブなツール

異なるブラシタイプや UV マネージャの UV ツールなど、現在選択されているツールの属性が表示されます。

5. オブジェクトマネージャ、マテリアルマネージャ、テクスチャレイヤ

オブジェクトマネージャについて多くを語る必要はないでしょう。これはメインプログラムの CINEMA 4D と同じマネージャであり、ここでは編
集するオブジェクトを選択したりまたは階層の位置を変更したりできます。これも拡張機能を備えた CINEMA 4D のマネージャと同じマネージャ
です。ここにはテクスチャとそのレイヤが表示されます。必要であれば複数レイヤが一度にペイントできます（例えばカラーやレリーフチャンネ
ル）。これにはペイントされるべきテクスチャと相当するレイヤを選択してペイントを開始するだけです。

6. コマンドパレット

コマンドパレットにはペイントアシスタントのプロジェクション・ペイントや他多くのツールが含まれており、２D ペイントプログラムで既に使用
したものがあるかも知れません。BodyPaint 3D ウィザードは UV メッシュを含んだテクスチャを手動で作成する手間を省きます。またこれは
テクスチャサイズとチャンネルも計算します。このように面倒な準備なしですぐ描画ができるのです。
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3. サンプル画像 
このチュートリアルの部分で説明は必要ありません。どうか次の画像をご覧下さい。

© Patrick Eischen, www.patrickeischen.com   © www.mikelima.de (shader); www.patrix3d.de (model

© Kaan Özsoy    © Glenn Frey www.bonewire.com
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次はこのチュートリアルの核心に触れましょう。「QS_BP3D_Startl.c4d」のファイルを開いて下さい。私たちのテンジクネズミの Claude を紹
介します。このチュートリアルのコースでは、彼の右まぶたの色を少し変更してバンプレイヤに象のような皮膚を適用します。

CINEMA 4D メインエディタウインドウの左側にある、既に定義されたスタンダードレイアウト「BP UV Edit」を選択します。BodyPaint 3D ウィ
ザードのアイコン（ブラシのアイコンに白い星がついたアイコン）をクリックして、テクスチャに必要な準備をします。

開いたウインドウで「全て選択を解除」をクリックし、緑色のチェックマークを「eyelid right」のオブジェクトにだけ適用します。

これで右まぶたのオブジェクト（eyelid right）にだけテクスチャが作成するように指定しました。「次 >>」をクリックし、次のウインドウでの
設定はそのままにしておいて下さい。「単一マテリアルモード」を選択すると個別オブジェクトに各々のテクスチャを作成します。このボックス
がチェックされていないと、全オブジェクトが１つのテクスチャ表面を分け合うことになります。再び「次 >>」をクリックし、次のウインドウ
ではバンプチャンネルをチェックします。カラーチャンネルはデフォルトで選択されています。各テクスチャチャンネルの隣にある小さな灰色
のボックスをダブルクリックすると、各チャンネルに基本カラーが指定できます。Claude は象のように灰色なのでこのボックスはこの状態に
しておきます。残りの設定はそのままにしておき、「終了 >>」をクリックし、それから次のウインドウで「閉じる」を押します。これで基本テク
スチャが作成されたのでペイントが開始できます。以前にテクスチャ化を経験されたことがあるならば、BodyPaint 3D での作業は感動するこ
とでしょう。BodyPaint 3D を使うととても時間が節約できます。それではチュートリアルの第２部である UV メッシュと最初のブラシストロー
クに移動しましょう。
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4. クイックチュートリアル – 最初のペイントレッスン
下部にあるマテリアルマネージャ（マテリアルタブの中）の左側に、作成したばかりのテクスチャが「Mat」のすぐ隣に表示されています。 

これは新規テクスチャのデフォルト名です。もちろんテクスチャの名前は自由に変えられます。最初のマテリアルはカラーレイヤ、２番目はバ
ンプレイヤです（ウインドウ上部にこれらのレイヤと参照した略語が見えます。「C」はカラー、「B」はバンプ）。

次に「UV ポリゴン編集ツールを使用」のシンボルを選択して下さい。

カラーチャンネルにあるテクスチャを選択すると、右上のテクスチャ表示に UV メッシュが表示されるはずです。メッシュが表示されない場合
は、テクスチャ表示のメニューで「UV メッシュ / UV メッシュを表示」をクリックして有効にして下さい。

幸い UV メッシュはきれいな状態のようです。ただ気になるのは、まぶたのふちが小さすぎることです（次の画像でオレンジ色にハイライトさ
れている部分）。
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まぶたのふちのUVメッシュポリゴンは、他のポリゴン箇所と比べて少しのテクスチャ領域を必要とします。そのためバンプチャンネルに配置さ
れたテクスチャが、この部分ではより大きくなってしまいます（例えば象の皮膚の写真など）。しかしサーフェイスに皮膚の質感を直接ペイント
するので、既存のテクスチャは使いません。「プロジェクション・ペイント」を使って、ペイントすれば、歪みをすべてなくすことができます。ポリ
ゴンがメッシュ上にどのように広がっても、ストロークの幅は変わりません。

エディタビューを移動し、Claudの右まぶたが視界にいっぱいになるまでズームして下さい。

左コマンドパレットにあるブラシを選択します。現在、カラーを適用するための「テクスチャペイント用ブラシ」が選択されています。ブラシ
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の属性マネージャ（現在アクティブなツールのウインドウ）でサイズを 25 に、硬さを 40 に設定します。

それから、マネージャにある「描画色設定」タブからピンク色を選択します。

必要であれば、HyperNURBS の分割数を増加して下さい。（BodyPaint 3D のメインメニューの）レンダリングメニューの「ビューをレイブラシ」
を選択して、レイブラシを有効にします。

(このアイコンによってビューがレンダリングされ、カラーの適用とストローク、最終レンダリングの外観がコントロールできます）「プロジェクショ
ン・ペイントをオン / オフ」を選択します。

( この機能が何をするかはもうご存知でしょう ) それからペイントを開始して下さい。もちろん BodyPaint 3D では WACOM Intuous のような
グラフィックタブレットをサポートしています。マウスを使ってペイントするよりも、筆圧感知するグラフィックタブレットのペンを使ってオブジェ
クトにペイントするほうがすっと簡単です。

まぶたのふちに沿ってペイントします。その結果まぶたが次図のようになります。
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もし、形状を移動や回転したり、「投影を適用」（「プロジェクションペイントをオン／オフ」をクリックします）をクリックすると適用されます。

これでどのようにカラーがテクスチャに適用されたかご覧頂けるでしょう（右ウインドウに最近適用したストロークのカラーが表示されていま
す）。

同じステップをバンプレイヤに行なうことができますが、一段階先に進んで重要な機能について説明しましょう。これから両まぶたを同時に
ペイントします。

マテリアルマネージャのカラーチャンネルのテクスチャを選択して下さい。次にマテリアルマネージャ左側の黒とオレンジの鉛筆アイコンをク
リックします。背景が明るいブルーになった場合は、マルチブラシのモードが選択されたということです。同じくパンプチャンネルの「B」の隣
にある鉛筆アイコンも選択します。

これで BodyPaint 3D に両方のレイヤを同時にペイントできるようになりました。お好みでスタンダードレイアウト「BP UV Edit」から「BP 3D 
Paint」レイアウトに切り替えても良いでしょう。このレイアウトはエディタにより多くの作業スペースを確保できます。

上からまぶたが見えるようにビューを回転させて下さい。「ビューをレイブラシ」モードを選択し、ブラシのサイズを 10 に設定します。描画色
設定のメニュー「カラー」でまぶたの基本カラーとなる中程度のグレーを設定します。次にバンプレイヤのカラープレビュに行き、カラーを黒
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色に設定します。（二つのカラーレイヤは、描画色設定タブで、「C」と「B」の文字と鉛筆マークのしたにあります）オブジェクト上をペイント
すると、基本カラーの灰色と黒色（へこみを表す）の両カラーがオブジェクトに適用されているのに気がつくでしょう（もしレリーフチャンネル
のカラーが白色であれば、へこみを表す代わりにブラシストローク部分が盛り上がることになるでしょう）。結果は次の画像のようになるはず
です。

時間があれば、Claude_BP_final.c4d のファイルを読み込んで観察して下さい。次は、すばらしい結果をすばやく簡単するための秘訣です。

5.Tips と秘訣
CINEMA 4D の一般設定 (Ctrl+E) にある「BodyPaint 3D」のメニューに、「不可視部分にも投影」の機能があります。これを選択するとあなた
の作業をもっと簡単にできます。フィギュアの腕に色を塗るか、形状全体にカラーを塗りたいとします。このオプションがオフだと、カラーを
塗って腕を回転して、また色を塗るという作業を繰り返します。このオプションをオンにして正面ビューに色を塗ると、塗ったサーフェイスの裏
側にあるサーフェスにも同時に塗られます。ただし、このオプションをオンにして目的でないオブジェクトを塗られないように注意して下さい。

大きなポリゴンと小さなポリゴンが重なるポイントに、テクスチャマップが正確に合わない場合は（たとえば、HyperNURBS の子オブジェクト
のローポリゴンオブジェクト）、「タイル U/V」をオンにし、該当する HyperNURBS オブジェクトの属性マネージャにある「UV 座標の扱い」の
機能を 「通常」から 「境界」または 「エッジ」に設定します。これによって UV メッシュが HyperNURBS のアルゴリズムを通して送られ、適合
するようにポリゴンオブジェクトを分割します。

バンプレイヤに 「ノイズテクスチャ」を適用する際は、１つのポイントが集中しているような UV メッシュにならないようにして下さい。３角ポ
リゴンが狭くなるほど、バンプノイズチャンネルが粗くレンダリングされます。もちろんこのようなポリゴンは中心よりも、先端にいくほどノイ
ズが少なくなるので、結果としてノイズ効果が強調されます。三角ポリゴンの両側を１つの２等辺として設定して試して下さい。これは不等辺
四辺形に変換する際の「４角ポリゴン」にも通用します。ポリゴンが長方形に近いほど均等になります。

言うまでもなく、テクスチャの外観に応じて異なったブラシが必要です。CINEMA 4D には広範囲にわたるブラシの種類が用意されています。 
「属性」タブを選択してブラシプレビュ上の小さな矢印をクリックしてみて下さい。
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ここには、ワクワクするようなブラシが用意されています。お探しのブラシが見つからない場合は、独自のブラシを作成して保存することも
できます。方法は、好みの設定にして、 「プリセットに追加」のボタンを押すだけです。このチュートリアルで、BodyPaint 3D がどのように働
くかを知って頂いきました。ご自分でオブジェクトに直接ペイントできるメリットを体験してください。ほんのわずかな練習で、次の画像の
Claude のような新しいテクスチャ一を作成できます。。

ここでも最高の結果を得るには、「習うより慣れろ！」です。 
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CINEMA 4D のレンダラー
ここは、CINEMA 4D のレンダラーのクイックスタートチュートリアルです。典型的な使い方を紹介し、その効果の背後にある理論物理学につ
いても若干紹介します。

© Dave Davidson, www.max3d.org

1. 総合情報とインターフェイス

レンダリング設定（レンダリング / レンダリング設定）の特殊効果に「グローバルイルミネーション」のパラメータがあります。「グローバルイ
ルミネーションレンダリング」を有効にすると、GI のためのカスタム設定のオプションが表示されます。このフィールドはマテリアルの「GI と
照明モデル」タブと密接に関係します。これらの設定は、特定のマテリアルがグローバルイルミネーションを使ってレンダリングするかどうか
を指定します。それぞれのオブジェクトに「コンポジットタグ」を使うと、さらなる設定が適用できます。 
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コースティクスは同じような方法で設定します。「レンダリング設定」の下にグローバルな設定があります。ここでサーフェイスとボリュームのコー
スティクスを別々にオン / オフでき、マテリアルの GI と照明モデルタブにあるオブションで、関連する効果を設定できます。コースティクスに
は追加で３番目の設定として、ライトオブジェクトにもあります。コースティクスの使用には、少なくとも１つのライトオブジェクトが必要です。
光源がサーフェイスまたはボリュームのコースティクスを生成すべきかどうかは、ライトのコースティクスメニューで指定できます。

特殊効果として知られる「被写界深度」 、 「ハイライト」 、 「グロー」 はレンダリング設定の「特殊効果」にあります。「被写界深度」のさらなる
設定が各カメラごとの属性設定で行えます。１つの画像が完全にレンダリングされた後に初めて特殊効果が計算されます。これはレンダリン
グされた画像の上に配置されるレイヤと想像できます。
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© Greg Brotherton, www.brotron.com

2. クイックチュートリアル ー レンダリング
これまであなたは忙しい蜂のように、シーンの作成、ライティングの設定、オブジェクトのマテリアルの指定をこなしてきました。次はこれま
での全作業の結果を見ることにしましょう。まずやるべきことは、この３次元シーンを２次元の画像に変換することです（アニメーションの場
合には、連番の画像となります）。そこで画像を「レンダリング」してみましょう。 「QS_Render_01.c4d」を開いて、これから行うチュートリ
アルを行ないます。CINEMA 4D にはあなたの３D シーンをビューポートでレンダリングする様々なオプションが提供されています。

1. メインメニューを使う。

2. キーボードのショートカット「Ctrl+R」。

3. エディタウインドウのアイコンをクリックする。（カチンコのアイコン群の左側）
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あなたが最もやりやすい方法を使用して下さい。頻繁にエディタビューを完全にレンダリングする必要はなく、その小さな一部分だけで充分
な場合があります。この場合には問題なく、「レンダリング / 部分レンダリング」を選択します。

次の可能性は、単一オブジェクトだけレンダリングすることです。オブジェクトマネージャで「Master」オブジェクトを選択します。「レンダリン
グ / 選択したオブジェクトをレンダリング」のコマンドを選択して下さい。 
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これで選択したオブジェクトだけが、レンダリングされます。

エディタビューでレンダリングするとシーンの全体像がすばやく把握できますが、この画像をハードドライブに保存することはできません。最
高のレンダリングであっても、生成した画像が保存できなければ意味がありません。もちろん、これを可能にさせるコマンドが１つあります。

「レンダリング / 画像表示にレンダリング」のコマンドまたは「Shift+R」を押します。別のウインドウで画像表示が開き、そこにシーンがレンダ
リングされます。画像のレンダリングが完了したら、「ファイル / 別名で保存」を選択します。新たなウインドウが開くので保存形式をを選択し
て、「OK」で確認します。
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もちろん、複数の画像をアニメーションとして保存することもできます。アニメーションとして保存するには、タイプを静止画から選択された
フレームに変更して、フォーマットを QuickTime ムービーにしてください。画像表示にレンダリングのメリットは、画像のレンダリングに時間
がかかっても、その間続行してシーンを作業できる点です。

レンダリング設定を使うと、最終の画像がどのように見えるかを指定できます。ここで、サイズやクオリティ、静止画やアニメーションなどの
設定ができます。

もし、レンダリングされたオブジェクトのエッジにジャギーが見える場合、アンチエイリアスの設定が原因です。この用語は、どのくらいスムー
ズにエッジがレンダリングされるかを意味します。「QS_Render_01.c4d」を開いてください。レンダリング設定の「アンチエイリアス」を「なし」
に設定します。

同じく円錐の左端に沿ったピクセルまではっきりと見えます。

アンチエイリアスを 「ベスト」にして、再びシーンをレンダリングして下さい。エッジはすべてくっきりとしながらも、スムーズにレンダリングさ
れています。



43CINEMA 4D R12クイックスタート

シーンを手早くチェックするには、このアンチエイリアスを「なし」または「ジオメトリ」に設定できます。「なし」はエッジのアンチエイリアス
なしで非常に速くレンダリングします。「ジオメトリ」は十分にスムーズな画像をレンダリングし、クオリティと速さの間でうまく妥協します。最
終の画像をレンダリングする時には、「ベスト」のクオリティが選択できます。アンチエイリアスの追加タイプは「フィルタ」のメニューから選
べます。レンダリング設定のメニューではさらなる微調整が可能です。

レンダリング設定のメニューのどのパラメータを設定するのかは、シーンにより必要なものは異なります。たとえば、レンダリングする静止画を、
解像度 300dpi で A4 サイズにプリントするような場合は、解像度が最低 3507 x 2480 ピクセル必要です。画像をハガキ大（10cm x 15cm）で
プリントしたい場合は、レンダリング解像度 1200 x 1800 ピクセルであれば充分でしょう。

アニメーションの場合はまた状況が違います。フレームレートはアニメーションで最も重要な役割を果し、レンダリング設定のメニュー「出力」
で編集ができます。フレームレートとはアニメーションを再生する速度です。従ってフレームレートが 25 ということは、一秒間に 25 の画像が
再生されるということです。アニメーションをヨーロッパ市場に向けて制作する場合は、常に PAL スタンダードの出力サイズ 768 x 576 ピクセ
ルを選択し、フレームレートを 25 にして下さい。フィルムを制作する場合はフレームレートを 24 にしてテレビ用より高い解像度で設定しなけ
ればいけません。
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3. サンプル画像
ここでは CINEMA 4D のレンダラーでどんなことができるかを紹介します。

© Marco Weiss, www.black-graphics.de

© Rafael Rau www.silverwing-vfx.de               © Matthew O’Neill, www.3dfluff.com
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© www.transluszent.de

© Olcay Kayihan, olcay@aluplan.com.tr
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4. クイックチュートリアル – グローバルイルミネーション
私たちが実際の世界で知っているように、光は独自に広がってオブジェクトに当たると反射します。これはオブジェクトの表面の性質に依存し
ます。１つの部屋の壁にウインドウが１つあると想像して下さい。ライトから放たれた光がウインドウを通して部屋の床に落ちています。そこ
で光は中断することなく、床から他のオブジェクトに反射します。言い換えれば、光自身が反射します。部屋は「拡散」（間接的）ライトで照
明されています。

レイトレーシングの作業はこの拡散ライトを考慮します。例えば照明が１つだけ使用されていると、影の中に横たわる他のすべては見えなくな
ります。すでに壁の穴から光源が輝く仮想現実の部屋を作成した経験をお持ちかも知れませんが、仮想現実世界のライトはオブジェクトに当
たってこれを照明するというだけであり、光はそれ以上広がりません。これとは異って、グローバルイルミネーションのレンダリングはシーン
にある全オブジェクトを光源として扱います。グローバルイルミネーションのシーンではこのように単一ライトを使用することなく照明ができま
す。空の新しいシーンを開いて下さい。「オブジェクト / シーン / 空」で空オブジェクトと、「オブジェクト / シーン / 床」で床オブジェクトを作
成します。空オブジェクトは全体のシーンを大きな球体で覆います。床は無限の平面です。新規ファイル（何もないシーン）を開きます。空オ
ブジェクト（オブジェクト / シーン / 空）と、床オブジェクト（オブジェクト / シーン / 床）を作成します。空オブジェクトを巨大な優待でシーン
全体を包みます。床の面は、無限面になっています。トーラス（オブジェクト / プリミティブ / トーラス）を作成し、その Y 位置を 100 移動し
て床より少し上になるようにします。

次にグローバルイルミネーションのレンダリングを使用してシーンを拡散ライトで照明します。空オブジェクトを光源として使いましょう。マテ
リアルマネージャに切り替えて「ファイル / 新規マテリアル」から新規マテリアルを１つ作成して下さい。属性マネージャの「基本」に切り替え
て「カラー」と「スペキュラ」の選択を外し、 「発光」を選択します。このマテリアルをマテリアルマネージャからオブジェクトマネージャの空オ
ブジェクト上にドラッグします。

他のマテリアルを作成し、好きな色にして下さい。そしてこの色をトーラスの上にドラッグします。 
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発光チャンネルはマテリアルを光源に変えます。空オブジェクトが全体のシーンを球状に覆っているので、トーラスを全方向から照明する巨大
なランプとして働きます。この効果は GI をレンダリングモードの場合にだけ現れます。

「レンダリング / 設定」からレンダリング設定を開いて下さい。「特殊効果 ...」ボタンをクリックして、グローバルイルミネーションを選びます。
レンダリング設定のオプションメニューに切替えて、「自動照明」をオフにします。

エディタビューでシーンを回転させ、床だけが背景で表示されるようなカメラの角度にします。これによってレンダリングが 「水平」にのみ行わ
れるのでレンダリング速度が速くなります。それからシーンをレンダリングして下さい。
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CINEMA 4D はシーンにライトオブジェクトが存在していないと、自動照明を自動的に入れます。自動照明機能は GI を使用中はシーンを明るく
し過ぎるのでオフにしています。

「オブジェクト / プリミティブ / 球体」で１つの球体を作成して下さい。この球体を X 軸に沿って少し右へリングの隣まで移動させます。床の
マテリアルをコピーし、新規マテリアルの発光チャンネルに切り替えます。カラースライダを使って明るい青色を作成し、その明るさを 100%
に設定します。そしてこのマテリアルを球体の上にドラッグします。

次に青色の球体をライトとして使うことにします。この球体は可視である必要はなく、その青色だけ放射するようにさせます。「コンポジットタ
グ」を使用してこの目的を達成します。

オブジェクトマネージャで球体にコンポジットタグを適用します（「ファイル / CINEMA 4D タグ / コンポジットタグ」）。属性マネージャに切り替え、
「GI から見える」を除いたオプションの選択をすべて外します。そしてシーンをレンダリングしてます。
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青色のライトがトーラスと床の上に影を落としているのが見えるでしょう。青い球体はカメラのコンポジットタグを使って不可視にしたのでレ
ンダリングされていません。
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5. Projection Man
このチュートリアルを習得できれば、作業時間を大幅に短縮でき、このツールなしではシーンを作成できなくなるでしょう。このチュートリア
ルは、マットペインター向けのものですが、大量のオブジェクトのテクスチャを作成するアーティンストにとっても有効です。「マットペインティ
ング」について、ご存じない方のために、概要をご紹介します：マットペインターは、映画業界で働いていて、映画のシーンの背景を作成（ペ
イント）しています。こうした背景は、ほとんどの場合非常にリアルで、見た人はそれを現実世界だと感じます。マットペイント例として、王
様が馬に乗り、仮想の地形を駆け抜けたとします。このとき、その地形は現実にある必要はありません。また、それを 3D で制作する必要も
ありません。マットペインターが背景を描き王様と馬をシーンに合成するだけです。

新しい技術として、マットペインティングは、コンピュータを使い 3D で作り、カメラを動かして、背景の見え方が正しい角度を保つことが
できます。こうしたことは、一般的な 2D テクニックではできません。3D マットペインティングを使った場合のデメリットですが、「一つの画
像」だけでは足りません。モデリングしたオブジェクトすべてにテクスチャを適用する必要があります。そして、それを行うためのツールが、 
Projection Man なのです。

数百のビルを含んだ街のシーンがあったとします。それぞれのビル個別にテクスチャを適用するのではなく、１つか２つのマットペインティ
ングとそれを正しく投影することができます。まずは、カメラの位置を決め、Projection Man を開始して、ジオメトリの位置を計算して、
Photoshop もしくは画像編集ソフトを起動します。Photoshopで開いた画像は、CINEMA 4D の画角でペイントできます。ペイントが終了したら、
Photoshop 上で画像を保存し、CINEMA 4D で対応するマテリアルチャンネルを再読み込みします。

これで完了です。Projection Man は、ペイントした画像をジオメトリにリアルタイムに投影しています。ちょっと難しそうですか？　それでは、
次のチュートリアルを一緒にやってみましょう。きっとこのツールで、世界中のアーティストがいかに有意義に時間を過ごしているか分かるは
ずです。

6. クイックチュートリアル - Projection Man
「QS_PMan_Start.c4d」を開きます。

これは、シンプルな街の中を、カメラがビルに近づいていくシーンです。アニメーションを再生してみてください。（ビューポートの下にある緑
色の→が再生）ビューの角度が変わるのが分かるはずです。一般的なマットペインティングの場合は、単純にズームするだけで、手前のビル
の見る角度を変えることはできません。これらのビルに対してテクスチャの設定が必要ですが、個々のビルにテクスチャを設定する方法（通常、
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テクスチャを設定のは３つのオブジェクトだけならこちら）と、Projection Man（500 のビルにテクスチャ設定するならこちら）を使う２つの
方法があります。シーンには、２つのカメラが設定されています。Photoshop でペイントできるように Projection Man を起動します。その際、
Photoshop の実行ファイルが CINEMA 4D の一般設定で正しく設定されている必要があります。一般設定の Projection Man メニューを開き
ます。（メインメニュー : 編集 / 一般設定 / Projection Man）Photoshop.exe（Mac の場合、アプリケーションのパッケージ中を指定：Adobe 
Photoshop CS3.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop CS3）を Photoshop のパスで指定します。さて、シーンを見ていきましょう。

最初のカメラ（ Camera projection）は、ビルの表面にペイントした画像を Projection Man で投影用に使います。

2 つ目のカメラ（ Camera animation）は、ビルに近づいていくアニメーションが設定されたカメラです。重要なのは、Projection Man で、ど
のオブジェクトが投影に使われるのか知っておく必要があります。どのようにしてくか見ていきましょう。

まずは、アニメーションをフレーム 1 に戻しておきます。「ウインドウ / Projection Man」を C4D メインメニューから選びます。開いたウインド
ウに三つの立方体（cube）を選択、ドラッグ（Projection Man ウインドウで行う）して、「Camera projection」オブジェクトに重ねます。ポッ
プアップで開いたメニューから「範囲レンダリング」を選びます。

レンダリングした .psd ファイルを保存したい場所を入力して、OK ボタンをクリックします。次のようなダイアログがでたら、「はい」をクリッ
クします。
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CIMEMA 4D は、自動的に Photoshop を起動して、Projection Man でレンダリングされた画像を開きます。あなたはすぐに Photoshop でペ
イントを始めるか、新規レイヤーを作成して、マットペイント作業を行えます。Projection Man がどのように働くは確かめるために次のような
感じでペイントします。もちろん自由な色でペイントしていただいて結構です。

Photoshop での画像編集が終わった後、画像を保存します。名前と保存先はそのままにします。そうしないと、CINEMA 4D が画像を見つけ
ることができません。

CINEMA 4D の ProjectionM Man のシーンに戻ります。インタフェースの左下にあるマテリアルマネージャに、Projection Man が自動的に作
成した新しいマテリアルがあるはずです。マテリアルをダブルクリックして、開いたマテリアルエディタで発光チャンネルに切り替えます。

Tip: Projection Man は、発光チャンネルにテクスチャを自動的に作成します。これにより、シーンにあるライトに影響を受けません。つまり、
ペイントされたテクスチャが、色や明るさを決定することになります。　発光チャンネルをオフにして、カラーチャンネルに .psd を読み込むか、
Projection Man の初期設定をカラーチャンネルに読み込むよう設定して変えることもできます。

マテリアルの発光チャンネルを開いています。「テクスチャ」ボタンの左にある小さな三角をクリックし、「画像を再読み込み」ボタンをクリッ
クします。テクスチャが更新され、Photoshop で変更が反映されます。マテリアルマネージャを閉じると、次の図のようになっているはずです。
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アニメーションを再生します。アニメーション全体を通して、Projection Man で投影されたテクスチャが正しく３つのビルに適用されているの
が分かります。もちろん、各オブジェクトは、独自のテクスチャは設定されていません。

Projection Man の作業を進めましょう。これからビルの横に窓を加えていきます。通常今のようなカメラアングルでの窓のペイントは困難です。
そこで、正しい面に希望の画像を投影するカメラを追加する必要があります。

ライトブルーの面が正面から見えるようにカメラの視点（側面）を切り替えます。カメラを作成するために、ビューポートを右面に切り替え（ビュー
ポートメニュー : カメラ / 右面）、ビルが中心になるようにします。新規カメラを作成します。（メインメニュー : オブジェクト / シーン / カメラ）
カメラの名前をオブジェクトマネージャで（カメラ名をダブルクリックして）「Camera right」に変更します。

再度、Projection Man ウインドウ（メインメニュー : ウインドウ / Projection Man）を開きます。を開き、「cube 1」と「cube 2」を「Camera 
right」にドラッグします。「範囲レンダリング」を選び、ダイアログに対して「はい」を選びます。また、新たにレンダリングされた画像が、
Photoshop で開きます。

画像を次の図のような感じ（もしくはそれ以上）にします：
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Photoshopファイルを保存して、CINEMA 4D に戻ります。再度新しいマテリアルが作成されています。今回は、当たらしマテリアルの名前を「PMat 
Camera right」に切り替えます。マテリアルアイコンをダブルクリックして、発光チャンネルの画像を再読み込みします。ビューポートのテクス
チャは更新され、オブジェクトに窓が正しく投影されているはずです。カメラを「Camera animation」に切り替えて（ビューポートメニュー : カ
メラ / シーンカメラ / Camera animation）、アニメーションを再生してみましょう。

Projection Man を使うことで、完全な 3D のテクスチャリングよりも、シーンへのテクスチャの適用が簡単に行えるか分かっていただいたと思
います。ロングカットで、より複雑なカメラアニメーションを行うために、マッピングを補うために、さらにカメラを追加することもできます。
今回の作例では、一方向からシンプルなズームアニメーションだったので、一つのペイントで十分でした。しかし、カメラが左から右へ動くよ
うな場合、アニメーションカメラの最初と最後の位置で、それぞれマットペイントをする必要があります。いずれにせよ、Projection Man を
使えば、15,876 のビルがある街全体にテクスチャ設定するような場合、とても便利です。
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7. Tips と秘訣

レンダリングにおいて、速度とクオリティのどちらを優先するかの選択はよくあります。GI やコースティクス効果を使ったレンダリングは、特
にレンダリングに時間がかかります。このため、少し設定と遊んでみることを提案します。例えば GI の「拡散反射回数」「1」に設定すると、
テストレンダリングがすばやくできます。GI がまだ暗いようであれば、拡散反射回数を「４」に上げることで明るくなりますが、それに伴って
レンダリング時間は長くなります。

コンポジットタグはできるだけ使用して下さい。これにより、無駄なレンダリングを省き、レンダリング時間が大幅に節約できます。

ご存知のように CINEMA 4D で効果のパラメータをアニメートできるので、常時その変更が可能です。あなたの目的に合わせて変化するコー
スティクスや、あるいはカメラのピントを想像してみて下さい。

GI のシーンで照明する、マテリアルの発光チャンネルのカラーにビットマップ画像を読み込みます。するとのオブジェクトが画像のカラーで照
明されます。これはいわゆる HDRI を使用するとよくわかります。HDRI は発光の情報を含む特別な画像フォーマットであり、この効果には最
高の選択です。HDRI についての詳しい情報は、オンラインにたくさん情報があります。

「ハイライト」や「グロー」といった特殊効果を使うと、よりいっそうシーンを活気づけることができます。「スペキュラ」を使うと、どのような
形にも（例えば星など）マテリアルのハイライトを与えることができます。「グロー」はその名前が示すように、マテリアルを発光させます。お
試し下さい。 

© Tommaso Sanguini - www.tommasosanguigni.it
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© Gary Ingle / Wes Ware
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Sketch and Toon
これは CINEMA 4D の Sketch and Toon のクイックチュートリアルです。このレンダラの素晴らしい創造の可能性について幾つか紹介します。

© Sebastian Storz s.storz@blattform.org

1. はじめに
Sketch and Toon は NPR に属します。ノン・リアリスティックレンダラー（Non-Photorealistic Renderer）の頭字語である NPR は、高度な写
実的画像を生成するのとは正反対の働きをします。たとえばセルアニメの技術のように見える画像を生成します。シーンをテクニカルイラスト
あるいは鉛筆のスケッチのように見せたい場合や動かしたキャラクタにアニメ風の外観を与えたい場合は、Sketch and Toon を使えば全く問
題ありません。

Sketch and Toon は非常に操作しやすく、設定済みのプリセットの１つを使えば、結果が一瞬で得られます。その他に Sketch and Toon は、
マテリアルプレビュが球体とは異なり、独自のストロークになっています。Sketch and Toon がとても強力なツールで、無限の可能性を感じて
いただけるはずです。豊富なパラメータもどんな効果があるかすぐに想像出来るはずです。レンダリングスタイルをより豊かなものに変えてく
れ、Sketch and Toon に限界はありません。画像がどんな風に変わるかご覧になりたい場合は、ギャラリーをご覧ください。

2. 総合情報とインターフェイス
Sketch and Toon はレンダリング効果の１つです。「レンダリング / レンダリング設定」のレンダリング設定にある「特殊効果」ボタンに
Sketch and Toon の設定があります。「特殊効果」ボタンから「Sketch and Toon」を選択すると、幅広い配列の設定が自由に使えます。これ
らのパラメータは Sketch and Toon レンダリングの基本的なスタイルを指定します。
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まだあります。CINEMA 4D のいろいろなところに Sketch and Toon を見つけることができ、Sketch and Toon を選択した直後に１つの sketch
マテリアルが作成されマテリアルマネージャに表示されます。このマテリアルは Sketch and Toon レンダリングで、輪郭を描写します。

このマテリアルと関連性のある多くの設定がマテリアルマネージャでご覧になれます。これらの設定はグローバルで、全体のシーンに影響します。
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次のルールを覚えていて下さい。レンダリング設定での sketch の属性は何が（輪郭、隠線など）レンダリングされるかを指定し、マテリアル
の属性は何がどのように（線の幅やカラー）レンダリングされるかを指定します。もちろんすべてのオブジェクトが同じスタイルでレンダリング
されなくても良いのです。sketch マテリアルを任意の数に作成して異なったオブジェクトに指定できます。ペンのドローイングとカトゥーン風
のオブジェクトの組み合わせも問題ありません。 

最後にSketch and Toonでは４つの「Sketchシェーダ」が使用できます。これらのシェーダは他のシェーダと全く同じように通常のマテリアルチャ
ンネルの中に配置させることができますが、発光チャンネルに配置するようにお勧めします。これらのシェーダは独立して働くことができるの
で、Sketch and Toon が選択されなくとも構いません。「アート」シェーダは油絵やアクリルペイントに、「セル」シェーダはカトゥーン風のスタ
イルに、「斑点」シェーダはハーフトーンのプリント効果に、「ハッチング」シェーダはクロスハッチングの効果が作成できます。
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3. サンプル画像
Sketch and Toon で作成できる美しいイメージのサンプル画像です。

© Marco Weiss, www.black-graphics.de             © Pavel Zoch

© P. Hofmann, M. Hilkert (pexel@3dup.com)
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© www.areyouplanning.de

© Michail Stehle Design
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4. クイックチュートリアル – シェーダとタグ
このチュートリアルではスケッチモードでレンダリングしたオブジェクトと、「通常」のモードでレンダリングしたオブジェクトを同じシーンで組
み合わせます。特別な４つの sketch シェーダの１つである「セル」シェーダを試してみましょう。ここでの目的は、３つのオブジェクトにそれ
ぞれ違ったレンダリングスタイルを指定することです。第１番目のオブジェクトは輪郭線だけを持ってあたかも手描きされたように見えるはず
です。第２番目のオブジェクトにはセルシェーダを試してカトゥーン風のカラーを与えます。第３番目のオブジェクトは標準設定でレンダリング
した普通の CINEMA 4D オブジェクトのように見えます。

「QS_SaT_Start.c4d」を開いて下さい。

マテリアルマネージャで「ファイル / 新規マテリアル」で１つの新規マテリアルを作成して下さい。属性マネージャの「基本」メニューで「カラー」
チャンネルと「スペキュラ」チャンネルの選択を外します。「発光」を選択して「発光」メニューに切り替えます。「テクスチャ」の右にある小さ
な矢印をクリックし、「Sketch / セル」を選択します。
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セルシェーダはグラデーションシェーダの一種です。どのチャンネルにも読み込むことはできますが、カトゥーン風の外観を達成するには、常
時フルトーンのカラーでレンダリングされシーンにあるライティングの影響を受けない「発光」チャンネルに読み込むべきでしょう。

「セル」をクリックすると、セルの設定が表示されます。３つの青色のシェーダはデフォルトではプリセットとなっていますが、私たちの人形
にはあまり適合しません。カラースライダをダブルクリックして新しいグレーのカラーを３つ作成して下さい。

カラーの数は１つのオブジェクトが着色される色の段階数に相当します。カトゥーン風の外観には常に１つまたは２つのカラーが適切です。オ
ブジェクトマネージャからこの新規マテリアルを「Whimp_center」の上にドラッグします。シーンをレンダリングして下さい。

Sketch and Toon のトカゲ男が「通常」レンダリングした２つの形の間に立っています。sketch シェーダを使用するには Sketch and Toon のレ
ンダラ効果を選択します。次に輪郭を持った形を美しくさせます。

レンダリング設定で Sketch and Toon の効果を選択して下さい。「シェーディング」メニューに切り替え、「オブジェクト」の隣にある「背景」
を選択します。後ろの人形は輪郭線しか見えないので、「内側の色」を背景色と同じカラーに設定します。これでシーンをレンダリングすする
と他の人形も白色に表示されるので、これらの設定を後ろの人形にだけ適用するように sketch で指定します。

「すべてのスケッチされたオブジェエクト」の選択を外して下さい。「モード」の隣にある「含む」を選択し、オブジェクトマネージャから「Whimp_
rear」をメニュー下のテキストフィールドにドラッグします。あとはシェーディング設定をこのオブジェクトに適用するだけです。
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新しく作成した sketch マテリアルを選択し、属性マネージャのプリセットから「Pencil (Soft Sketch)」 を選択して下さい。そしてシーンをレンダ
リングします。

すべての形はきちんと塗りつぶされていますが、前２つのトカゲ男はそれぞれ後ろのトカゲ男の輪郭線を想定しています。そのためこの２つの
オブジェクトの輪郭線レンダリングを完全に無効にします。オブジェクトマネージャで「Whimp_fornt」と「Whimp_middle」を選択して、「ファ
イル / Sketch タグ / Sketch レンダリング」を選択して下さい。また属性マネージャで「線画させる」を無効にして下さい。
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できあがりました！全く異なった個別のレンダリングスタイルを持った３つのオブジェクトが、同じシーンで穏やかに共存しています。

5. Tips と秘訣
Sketch and Toon には複数のコントロールレベルがあります。あなたがこのツールに対して初心者で、無数のボタンやスライダに少し圧倒され
た場合は、単にコントロールレベルを「初級」に設定して下さい（レンダリング設定または sketch マテリアルの属性で）。すると複数の機能が
隠されます。Sketch and Toon が使い易く感じられたら、次のレベルに進むことができます。

Sketch and Toon のシーンをレンダリングするのに要する時間はシーンのサイズや複雑さに依存します。レンダリング時間が長くかかり過ぎる
場合は、シーンにあるオブジェクトでタグを使ってレンダリング計算から除外できるものはないかチェックして下さい。またアンチエイリアスの
クオリティー（スムーズな輪郭）を低くすれば、レンダリングをスピードアップできます。

Sketch and Toon の柔軟性を使うようにして下さい。シーンのオブジェクトに異なったスタイルを個別に指定することができるように、可視線
と隠線にも別々のスタイルが指定できます。特に標準レンダリングと Sketch and Toon のレンダリングを組み合わせると、素晴らしい画像の
結果が得られます。

とりわけ初めは数えきれない程のプリセットを使って Sketch and Toon の良い作業知識を身につけるように努力して下さい。実際に好きなプ
リセットが見つかったら注意深く調べて、独自の設定を適用した時にどんなことができるかをご覧下さい。これは Sketch and Toon の「秘訣」
を発見する最も良い方法です。
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© S. Scatola, www.boxy.co.uk
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© Takagi Leon

キャラクタツール
これは、CINEMA 4D のキャラクタツールのクイックスタートチュートリアルです。特にキャラクタアニメーションのためのツールが多数収録さ
れています。多くの機能は、すべての CINEMA 4D に含まれていますが、一部のツールは CINEMA 4D Studio のみの提供になります。

1. はじめに
3D キャラクタアニメーションは、複雑な題材です。これは、ソフトウェアに対してだけでなく、アニメーターに対しても難題であります。「動
きのあるキャラクタを、すばやく作成すること」は、何とかしてほとんど誰でも行うことができますが、「人を納得させることができるキャラ
クタアニメーション」を作成する場合には、より多くの作業過程が必要となります。アニメーターは、「そのアニメーションが良いか悪いか」
を判断する前に、キャラクタアニメーションの背後にある理論を知っておかなければなりません。



68 CINEMA 4D R12 クイックスタート

ですから、CINEMA 4D のキャラクタツールのパレットに飛びつく前に、キャラクタアニメーションにおける 12 の原則を確認しておきましょう。
これらの 12 のルールは、1930 年代にディズニーのアニメーターによって考案されたものですが、それらのほとんどが「現在の 3D アニメーション」
に対してもそのまま適用させることができます。これらのルールは、キャラクタに対してだけではなく、あなたがアニメートするあらゆるもの
に対しても活用することができます。キャラクタアニメーションに対して真剣であるならば、これらのルールの一覧表を、ベッドの真上の天井
に張っておくべきでしょう ( そしていま天井に張ってあるその他のものは、はがしましょう ;o)。そうすれば、「人を納得させることができるアニ
メートキャラクタを、作成することができるかどうか」は、あなたの根気次第となります。

Squash & Stretch( 押しつぶす & 引き伸ばす )‐あらゆる有機的なオブジェクトは、動くときに何らかの変形をします。「Squash & 
Stretch( 押しつぶす & 引き伸ばす )」は、キャラクタが動いているときの、このエフェクトの大げさな表現です。

Staging( 舞台設定 )‐これは、アニメーションのセットアップです。これには、照明、カメラの角度、エフェクト、そしてスローモーショ
ンが含まれます。

Anticipation( 予測 )‐あるアクションに対する「リアクション」を期待することは、Anticipation( 予測 ) として知られています。

Pose to Pose / Straight Ahead( ポーズ・トゥ・ポーズ / ストレート・アヘッド )‐これらの用語は、2 つのアニメーション技術を表現し
ています。「Pose to Pose( ポーズ・トゥ・ポーズ )」は、重要なキーポーズを 2 つセットして、そしてその 2 つの間にある時間が「埋められ」
ます。「Straight Ahead( ストレート・アヘッド )」は、次のキーの後に、1 つのキーをセットします‐これは、時間を通してまっすぐ進
みます。

Follow Through / Overlapping( フォロースルー / オーバーラッピング )‐ボディのパーツの動きの「勢い」または「重複」です。

Ease In / Ease Out( イーズイン / イーズアウト )‐オブジェクトがその動きをゆっくり開始して、そしてトップスピードに到達します。そ
れからゆっくりと停止に向かいます。

Curves( 曲線 )‐自然界において、ほとんどすべての「動き」は、曲線で描写されます。それがたとえ「揺れ動く腕」であろうとも、「回
転する頭」であっても同様です。

Secondary Action( 二次アクション )‐別のオブジェクトの動きによって作成された、「動き」です。

Timing( タイミング )‐アクションが実行されるスピードです。

Exaggeration( 誇張 )‐これは多くの例で使用することができます : 例えば「キャラクタが崖からぶら下がっているときに、あまりに
も長く引き伸ばされている腕」や、「ショックを受けた状態を表現するために、キャラクタの目が飛び出ている様子」などです。

Appeal( 魅力 )‐キャラクタの印象、見た目、自然さです。

Personality( 性格 )‐優れたアニメーターは、キャラクタを「まるで俳優のように、自分自身を表現できるキャラクタ」に仕上げるこ
とができなくてはなりません。

これらのルールに関するより詳しい説明は、「オンライン」で、あるいは「優れたアニメーションの書籍」で見つけることができます。これらのルー
ルは、一見するとかなり広範囲に渡るように思われますが、アニメート作業を行えば行うほどに、それらがあなたの中で具体化されて身に付
くようになります。あなたのアニメーションが「少し変に見える」場合は、ほとんどそれは変なものになる可能性が高いでしょう。なぜなら、
これらのルールのうちの 1 つか 2 つに、あなたが従わなかったからです。ですから、ぜひこれらのルールを適用してください。

2. 総合情報とインターフェイス（ジョイントとリギング）
最初に、CINEMA 4D のキャラクタ・リギングついていくつかの基本的な説明します。 CINEMA 4D はジョイント・システムで動作します。簡単
に言うと、このシステムは、ジョイントを適用して、適切な位置に配置し、メッシュにリンクさせ、キャラクタを回転や移動させるためにこれ
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を使います。メッシュは、リンクしたジョイントを追従して、キャラクタが動きます。キャラクタを思ったとおり動かすには、コントローラーを
設定して、アニメーターのために「ハンドル」設定をして提供する必要があります。これにより、腕のジョイントを一つ一つを動かす必要はなく、
一つのコントローラーを動かすだけで、手を好きな位置に動かすことができます。他にもキャラクタアニメーションに使う、キャラクタのコン
トローラーやヘルパーがあります。それらについて、以下で説明します。

ポーズモーフタグを使えば、まるでポーズミキサーツールのように、キャラクタの様々な顔の表情を作成することができます。いろいろな表情
をモーフィングできます。あなたのポリゴンオブジェクトが参照オブジェクトとして機能します。そして「ベースモーフ」( その後に追加するすべ
てのモーフのためのベース ) と「モーフターゲット」が、ポーズモーフタグ内で作成されます。ですから、ポーズモーフタグ内でモーフターゲット
を選択して、メッシュを変更してください ... それで完成です !

そして、それぞれの追加的なポーズに対して、別のモーフターゲットを作成してください。それから、各ポーズを 1 つずつモデリングしてください。
すべての表情は、単一のタグに収納されます。また、ポーズモーフツールを使用するときには、「各ポーズを作成した後に、メッシュを変更し
なければならないかどうか」を心配することは不要です。各ポーズはそのまま機能します ! 例えば、あなたのキャラクタのポーズをすべて作成
したとしましょう。ですが、2 個目の鼻があった方がより良い見た目になりそうだと判断しました。ポーズモーフツールは、各ポーズの間で引き
続き上手にモーフィングを行ないます。

頂点マップマネージャは、「あるオブジェクトから別のオブジェクトにデータ ( 選択範囲の情報、テクスチャタグ、頂点マップ、UV といったデー
タも含みます ) を移す」という可能性をあなたに与えます。顔の各種ポーズを、あるキャラクタから別のキャラクタに移すことすら可能です !

ビジュアル・セレクタは、日々のアニメーション作業において、大きな助けとなります。あなたのキャラクタのレンダリングを、ビジュアル・セ
レクタの背景に読み込んで ( あるいはビジュアル・セレクタのデフォルトキャラクタ画像を使用してください )、そしてあなたのキャラクタのコ
ントローラを、この画像内の適切な場所に置いてください。ビジュアル・セレクタを使えば、「オブジェクトの階層内において、あなたのキャ
ラクタのコントロールを常に探さなければならない」という手間を省くことができます。すべてが視覚的に表示されるようになりますので、例
えば足のコントローラを、画像内で直接クリックして、それを直に選択することができます。キャラクタの目を動かしたいですか ? 問題ありま
せん。画像内で直接、目のコントローラの上をクリックしてください。

CINEMA 4D のキャラクタツールの各コマンドは、メインメニューの「キャラクタ」の中にあります。

キャラクタアニメーションは、非常に複雑ですが、新規にキャラクタのリギングを行うには、次の概要が助けとなるでしょう。

あなたのキャラクタが世界を動き回れるようにするには、本物の人間と同様に、そのキャラクタにも骨格 ( 私たちのケースで言えば、ジョイン
ト ) が必要です。このジョイントを、キャラクタのメッシュの内側に配置します。ウェイトタグとスキンデフォーマを介して、ジョイントはメッシュ
にリンクされます。ですから各ジョイントは、ジオメトリのどの部分に影響するかを認識します。

ジョイントのウェイト作業を行うには、まず各ジョイントを選択して、そして「ウェイトツール」を用いてメッシュ上に直接ペイントします。ウェ
イトツールがオンの状態になっている間は、メッシュは黒色で表示されます。そして現在ペイントされているウェイトは白色で表示されます。
それによってジョイントは、「白色でペイントされた部分のメッシュ」に対してのみ影響を与えると認識します。ウェイトツールモードがアクティ
ブな状態のときは、選択されたジョイントに対するウェイトが表示されます。各ジョイントはそれぞれ独自のウェイトを所有します。

オブジェクトマネージャにおいて、あなたの身体の骨格構造と同じように、このジョイントを階層内で配列させなければなりません。現実の世
界においては、あなたが上腕を動かすときには、下腕と手もそれと一緒に動きます。なぜならそれらは事実上、上腕の子であるからです。

それと同様に、CINEMA 4D のオブジェクトマネージャにおいては、「ひじと手首のジョイント」は「「肩のジョイント」の子」でなければなりません。
もしも肩のジョイントを動かすと、子ジョイントもそれと共に動きます ( 子ジョイントにウェイトされたメッシュも共に動きます )――たとえ肩
のジョイントが上腕だけにウェイトされていたとしてもです。

すでにご説明した通り、それぞれの子ジョイントは、それぞれ独自のウェイトを所有します。そして「肩のジョイントにウェイトされていない、メッ
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シュのパーツ」を動かします。

以上の説明文が複雑なものに思われるかもしれませんが、ご心配なく。この章の残りのページですべてご説明します。

では、「QS_Joints_Start.c4d」ファイルを開いてください。一般的に「亀」は、動きがゆっくりした生き物だと理解されていますが、このファ
イルの亀は、私たちがすばやく作業の結果を得ることができるように助けてくれます。このチュートリアルでは、亀の左腕にジョイントを追加
していきます。それによって、腕を動かすことができるようになります。

あなたのエディタビューには、左腕の見やすいビューがすでに表示されていて、ジョイントを追加する作業の用意ができていることでしょう。
でははじめに、亀の甲羅を隠さなければなりません。そうすれば、後ほどボディのウェイトを行うときに、これが作業の邪魔になりません。
甲羅を隠す作業を行うには、オブジェクトマネージャにある「Shell_Hypernurbs」オブジェクトの右側に並んでいるグレーの点 ( 上段の小さな点 )
を 2 回クリックしてください。するとその点は赤色に変わって、そして甲羅が隠れたはずです。

ジョイントの追加は、ジョイントツールを使います。メインメニューから「キャラクタ / ジョイントツール」を選択してください。そしてエディタ
ビューにおいて、亀の肩の上で、Ctrl キー＋クリックしてください。すると、1 個目のジョイントを追加することができます。

次のスクリーンショットのサンプルのように、「ひじ」「手首」「中指の基部」の上で、それぞれ Ctrl キー＋クリックして、腕に必要となる各ジョ
イントを追加してください。

エディタビューにおいて、各ジョイントは、黄色の円で表示されています。そしてオブジェクトマネージャにおいては、それぞれがオブジェクト
として表示されています。（Ctrl/Cmd キーを同時に押しながら、ジョイントを動かすと子オブジェクトをも一緒に動きます）ジョイントを追加
した場合、「shoulder」、「elbow」、「hand」のジョイントは、一直線にならないようにします。「elbow」のジョイントは、上面から見て、少し
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後になるようにします。これにより、IK チェーンツール（このツールについては後述します）が腕がどちらに曲がるかを認識できます）

エディタビューのメニュー ( カメラ / 上面 ) において、ビューを上面に切り替えて、必要に応じてウィンドウにズームをかけて、4 個のジョイント
が良く見えるようにしてください。上面のビューで確認できるように、各ジョイントはジオメトリの少し背後に位置しています。自動的なウェイ
ト作業が後ほど正確に実行されるようにするには、「ジオメトリの内側の、正確な場所」にジョイントを配置することが重要です。

前面ビューにおいてジョイントを作成したときに、各ジョイントを配置する「深さ」の度合いに関しては、ジョイントツールが言及できるすべは
ありませんでした。これについては、今ここで対応することができます。上面ビューは、ジオメトリの内側にジョイントを動かす「理想的な位置」
を与えてくれます。オブジェクトマネージャにおいて、「Root」オブジェクト ( ジョイントの階層内の、一番上にあるオブジェクト ) をクリックし
てください。そしてエディタビューで、ジョイントがジオメトリの内側に来るまで回転してください。もし必要なら、Root オブジェクトもそれに
合わせて動かしてください。そして、カメラを回転させて、キャラクタをいろいろな方向から見て、すべてのジョイントがジオメトリの中に収まっ
ているか確認してください。

次に、ビュー設定を「前面」に戻してください。そして腕が良く見えるように、必要に応じてウィンドウにズームをかけてください。この各ジョ
イントにそれぞれ名前を付けてください ( ダブルクリック ):「Joint」から「Joint.1」、「Joint.2」、そして「shoulder」、「elbow」、 「hand」という
名前を付けてください。

オブジェクトマネージャにおいて、「Turtle_Hypernurbs」の名前の横にある「+」のマークをクリックして、この亀のメッシュの階層を開いてく
ださい。Ctrl キーを押さえたままの状態で、「body」オブジェクトそして 3 個のジョイント「shoulder」、「elbow」、「hand」をクリックして選
択してください。そして、現在はこれらの 4 個のオブジェクトだけが選択されていることを確認してください。次に、メインメニューから「キャ
ラクタ / コマンド / バインド」を選択してください。

私たちが使うメッシュに対して、スキンオブジェクトが「子」として自動的に追加されます。そしてウェイトタグが追加されます。スキンオブジェ
クトは、ジョイントが動く際に、変形処理を司ります。そしてウェイトタグは、「バインド機能によって自動的に作成された、個々のジョイント
に対するウェイト」を収納します。

では、ウェイトを見てみましょう。オブジェクトマネージャにおいて、「Turtle_Hypernurbs」オブジェクトを「非アクティブな状態」にしてくだ
さい ( 白色のチェックマークが、赤色の×印に変わります )。次に「hand」ジョイントの上でクリックして、そしてメインメニューから「キャラ
クタ / ウェイトツール」を選択してください。するとエディタビューにおいて、「ジョイントのウェイトが、色がついた状態」を確認できるでしょう。
黒色のジオメトリは、選択されているジョイントに対してはウェイトが一切割り当てられていないことを意味します。
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今のところ、シーンは良い感じになってきています。ところが、ここで肩のジョイントを選択してみると、問題があるように見えます : ほとんど
すべてのジオメトリがこのジョイントにウェイトされています。そしてまた、ひじのジョイントに対しては、本来割り当てるべき量よりも多めの
ジオメトリがウェイト設定されています。これら両方のジョイントは、「本来は影響を与えるべきではない、ジオメトリのパーツ」に対して影響
を与えています。

ですが、どうぞご心配なく。実際のところ、自動ウェイトは正しく機能しています。この問題が生じた理由は、ボディのそれぞれすべての部分
に対してジョイントを作成しなかったからです。バインド機能を呼び出したときに、バインド機能は、たった 4 個のジョイントで、ジオメトリ
全体を自動的にウェイトしたのです。

キャラクタをアニメートするときは、通常はボディの各部分に対してジョイントを 1 つ作成します。つまり、単に 1 本の腕を空中で振りたい場
合であっても、腕以外のボディから「いくらかの動き」がやって来ることになります。ほとんどのケースにおいては、メッシュ全体をウェイトす
る機能をご希望になるでしょう。私たちが作業している単純な腕のケースにおいては、その機能を望んでいないのですが、ですがここでウェ
イトツールを使えば、その機能をより詳しく見ることができる良い機会となるでしょう。

このウェイトツールを使えば、キャラクタのジオメトリ上にウェイトをペイントできます。

では、オブジェクトマネージャにおいて、「shoulder」ジョイントを選択してください。そしてメインメニューから「キャラクタ / ウェイトツール」
を選択してください。もしも HyperNURBS を「非アクティブな状態」にすると、ウェイトが表示されます。そして、ウェイトを追加または削除
するためのペイント作業を行うことができます。ウェイトツールを選択すると、画面右下の属性マネージャ内にその各種設定が表示されます。

「可視エレメントのみ」オプションをオフにしてください。そして Ctrl/Cmd キーを押さえたままの状態で、エディタビューにおいて、亀の着色
されたウェイト部分をペイントしてください。このオプションをオフにすることによって、「他のサーフェイスの背後に隠れている、サーフェイス」
や「現実の世界における場合では、視界から遮断されるであろうと思われるサーフェイス」の上にあるウェイトを、ペイントすることも可能に
なります。

黒色のエリアをペイントすると、ウェイトが追加されます。Ctrl キーを押さえたままの状態でペイントすると、ウェイトが取り去られます。次に
挙げるスクリーンショットに表示されているように、ウェイトツールを使用してウェイトを調整してください。その際は、首の部分に十分注意し
てください ( 首がより良く見えるようにするために、作業の際にこのキャラクタの頭部を隠すと便利かもしれません )。
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ウェイトの調整が終わったら、HyperNURBS(「Turtle_Hypernurbs」) をアクティブな状態にしてください。そしてモデルツールが選択されて
いることを確認してください。

それから、回転ツールをクリックしてください。

ここでもしも「shoulder」ジョイントを選択すると、腕を回すことができるようになるはずです。もしも腕以外のパーツも動くようでしたら、
それらのパーツは「除去すべきウェイト」を残っています。前回の作業と同様にウェイトツールを使用して、それらのパーツからウェイトを除去
してください。また、「elbow」ジョイントと「hand」ジョイントも回転させてみてください。

おめでとうございます ! あなたはたったいま、腕のウェイトを完了しました。これで、次に「フォワードキネマティクス」を使って、この腕をアニメー
トさせる用意ができました。そのアニメート作業は、次の章ですぐに開始します。
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3. クイックチュートリアル‐フォワードキネマティクス / インバースキネマティ
クス (FK/IK)

「フォワードキネマティクス (FK)」そして「インバースキネマティクス (IK)」―3D アニメーションの分野で使われている用語です―これらは、2
つの異なるアニメート方法をあなたに与えます。FK は、希望する位置に腕が来るまで、階層の上から下までの間で、それぞれすべての関節を
回転させることを意味します。この方法は、アニメーションのいくつかの部分においては好都合となりますが、それ以外の部分においては不
都合を引き起こします。

例えばキャラクタの「手」を、ある特定の位置に届かせるまでに、上腕から下腕や手首をどの程度回転させればよいか、ということを述べる
のは難しいかもしれません。またあるいは、手先の方向に向かって順次作業を進めていて、それが終了した後で、上腕が高すぎる位置にある
ことに気づいたとします。それを修正するためには、キャラクタの上腕を回転させるのですが、ところがこれは子も回転させることになります
から、その結果として「下腕と手」を、本来あるべき位置ではないところに動かしてしまいます。そしてこれらの子を元の位置に戻すために、
再び回転させなければなりません。

そういった難題をふまえたうえで、ではもしも「単にキャラクタの手をつかんでそれを望む位置に動かせば、腕のその他の部位も手に従って
動くようになる」としたら、いかがでしょうか ? これこそが、IK を使ってあなたができることです。個々のジョイントをひとつずつ回転させて、
一連のチェーンに渡って順次作業をする代わりに、手の近くに「エフェクタ」を配置して、それを使って IK チェーン全体の動きを一度にコントロー
ルすることができます。

この章では、前章で取り上げた「亀」に、IK チェーンを作成します。それによって、IK を使ってその亀をアニメートすることが可能になります。
それでは最初に「QS_Joints_Final.c4d」ファイルを開いてください。あるいは、もしも前章のチュートリアルから引き続き作業を行う場合には、
前章のチュートリアルの結果を「この章の作業のスタートポイント」としてご自由にお使いください。

CINEMA 4D のキャラクタツールは、IK セットアップすばやくできます。ジョイントを選択したら、IK チェーンツールを呼び出してください。以
上です―キャラクタの腕は、IK を使ってアニメートする準備ができました ! ターゲットや制限の設定作業といった、長いプロセスはもはや不要
です。この腕の例で言えば、たった 2 つのステップを踏んだだけで、アニメートの準備が整います。

では、作業を始めていきましょう。Ctrl キーを押さえた状態で、「shoulder」、「hand」、「Joint.3」の各ジョイントを選択してください。そして
再度 Ctrl キーを押さえた状態で、メインメニューから「キャラクタ / コマンド / IK チェーン」を選択してください。前半の作業はこれで終了です。

キャラクタの腕の作業を引き続き進めていく前に、ここで透視ビューに切り替えましょう。そうすれば、腕を 3 次元で見ることができます ( カ
メラ / 透視 )。

オブジェクトマネージャに、「Joint.3. ゴール l」と「Hand. ゴール」の新たな 2 つのオブジェクトがあることにお気づきになるでしょう。そして、
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「Joint.3. ゴール l」を「hand. ゴール」の子オブジェクトにしてください。（オブジェクトマネージャでドラッグして、「Hand. ゴール」に重ねて、カー
ソルが下矢印が現れたところで離してください）この両方のオブジェクトを選択して (Ctrl/Cmd)、そして画面左側にあるツールバーにおいて、
モデルモードが選択されていることを確認してください。画面上部のツールバーから、移動ツールを選択してください。そして腕が良く見える
ように、必要に応じてウィンドウにズームをかけて、「Hand. ゴール」オブジェクトをオブジェクトマネージャ内で選択して、エディタビュー内で
オブジェクト軸を動かしてください。すると手が動いて、そして「腕のその他の部位」が、手に従って動きます。初めてこれを見るときは、こ
れが良く機能するように思われますが、腕を前後に動かして良く観察してみてください。ヒジを正しい方向に曲げるのにポールベクターを設定
する必要がありません。ただし、ヒジそのものをコントロールするには、ポールベクターを設定する必要があります。（オブジェクトマネージャ
での構造は、次のような状態になっているはずです）

これを行うには、「shoulder」ジョイントの IK タグを選択してください。

そして属性マネージャ ( 画面右下にあります ) において、「ポールを追加」ボタンをクリックしてください。そしてオブジェクトマネージャを見る
と、「shoulder」ジョイントと同じ階層レベルのところに、新規オブジェクト「shoulder. ポール」が現れたことを確認できるでしょう。このポー
ルを選択して、そしてエディタビュー内で、これを下方向に下げて、なおかつ亀の背後にドラッグしてください。
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そして、エフェクタ (「hand. ゴール」) を再び選択してください。それから再び腕を前後に動かしてください。腕の動きは、説明したとおり正
しく動きます。ただし、ヒジ（および腕のすべての回転）を完全にコントロールするには、ポールベクターが必要になります。

２つの作業のヒント :

ポールベクターが引っ張られ、腕全体が回転してしまい、手のひら（それがどこに位置しているかによります）が前方に行かないことに気づく
でしょう。この場合、ポールベクターは、少し下に置くかわりに、ヒジの後に置きます。これはわずかなステップで変更できます。理想としては、
メッシュを「スケルトン」に接続させる「バインド」設定の前に、キャラクタの完全なリグの設定をすべて完了させます。

キャラクタのリギングが完全に終了したら、「スキンオブジェクト」をオフにした後、ポリゴンメッシュは一切動かさないようにします。これは、
スキンオブジェクト自身の変形が含まれてしまうからです。しかし、キャラクタの動きによって、ポリゴンを変形させたい場合があります。そ
の場合は、スキンオブジェクトをオフにしてください。メッシュはジョイントから離れます。これで、可能です。ただし、修正するにはいくつか
のステップが必要です。:

もし、ジョイントは正しい位置ではなく、メッシュから突き出ている場合も、すばやく修正できます。

これは、「Hand. ゴール」オブジェクトを選択して前に移動して下げると修正できます。ご覧の通り、ジョイントを動かすだけで、ジオメトリを
変更する必要はありません。透視ビューを使いジョイントがメッシュの背後にあることを確認します。オブジェクトマネージャの「body」オブジェ
クトの右にある「ウェイト」タグをクリックして、「タグ」タブを切替えます。３つすべてのジョイントを選択します。「ポーズをセット」をクリッ
クして完了です。これで、スキンオブジェクトをオンにしても、メッシュが飛び跳ねることはなくなりました。

エディタビューでの作業をさらにスピードアップさせることも可能です。それを行うには、スキンオブジェクトの「タイプ」( オブジェクトタブ ) を「線
形」にセットしてください。「線形」の変形は、「球体」の方法よりもより高速に計算されますが、その結果は「球体」を選んだ場合の結果ほ
ど良くはありません。「球体」は、メッシュの収縮を防ぐことによって、より良い結果を導きだします。あなたのアニメーションのレンダリング
を行うときは、実行前に「タイプ」を「球体」に戻すようにしてください。

© Platinum, www.platinum.com.br



77CINEMA 4D R12クイックスタート

4. ポーズモーフ
ポーズモーフツールは、ジョイント、ポイント、UV、パラメータ、ユーザーデータなどのそれぞれの状態（例 : サイズ、位置、回転）を、スライダー
を使ってモーフ合成するための強力なツールです。ポーズモーフは、論理的で簡単に使えます。

ファイルの QS_Maxon_Head_start.c4d を開いてください。

ポーズモーフは、上の画像のような表情からフレンドリーになったり、落ち着いた顔からびっくりするような顔の表情を変えるのに良く使います。

「Head」オブジェクトを右クリックして、キャラクタタグメニューからポーズモーフタグを選択します。オブジェクトマネージャでタグを選択し、
属性マネージャでポイントを有効にします。初期ポーズ（基本ポーズ）は、自動的に作成されます。基本ポーズ（ポーズのリストに表示）は、ポー
ズモーフタグが適用された時点のポイント位置になっています。それ以降このリストに追加されるすべてのモーフの初期状態として参照するた
め、このリストの要素は変更するべきではありません。したがって、オブジェクトを変更する場合は、これは選択しないようにしてください。

オブジェクトを変更するには、ポーズ .0 を選択します。すでに、ポイントツールに切り替えていると思いますが、念のため、ご確認ください。

オブジェクトマネージャで「Head」オブジェクトの右にある 3 つのタグの内、白いドットが 4 つあるタグです。左端にあるタグをダブルクリッ
クしてください。
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あらかじめ設定されたポイントが自動的に選択され、CINEMA 4D が自動的にポイントモードに切り替えます。この例では、眉に影響を与える
ポイントが選択されます。これらのポイントを、下に動かし、少し後ろに動かし、わずかに回転させます。眼鏡が邪魔な場合は、オブジェク
トマネージャで表示をオフにしてください。完了したら、オブジェクトは次の図のようになります：

ヒント：軸の向きは、選択したすべてのポイント全体よって決まるため、回転が思い通りにならないことがあります。ですので、場合によって
選択したポイントを回転させる際には、ワールド軸を使ったほうが簡単なときがあります。これを行うには、使う機能（移動、スケール、回転）
を選択してから、属性マネージャのモデリング軸タブにある軸をワールドにします。

ポーズモーフを選択して、口と舌のポーズを設定するために、属性マネージャのポーズを追加ボタンをクリックします。（これらのポイントは、
オブジェクトマネージャで事前に設定されています）それぞれ関連するアイコン（４つの赤いドット）をダブルクリックします。
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すべてのポーズは設定できたので、ポーズの合成を始めましょう。属性マネージャで、（タグタブの）モードオプションを編集からアニメーショ
ンにします。ポーズモーフタグのオプションが自動的に変わり、各ポーズをどれくらい合成の度合いを、強さのパラメータで設定できます。す
べてのモーフターゲットはアニメーション可能です。
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5.Tips と秘訣
• ポーズモーフで、ジョイントポーズを作るには、一番上の階層のジョイントにポーズモーフタグを設定して、角度と階層オプションを有効にします。そ

れから、ジョイントの元の位置を変更せずに、ジョイントのポーズターゲットを回転させることができます。

• 手の指のジョイントには、階層オプションを有効にすれば、一つのポーズモーフタグだけで大丈夫です。それぞれの指のポーズを新しいポーズとして
作るだけです。これにより、片手のすべてのポーズが、一つのポーズモーフタグで管理できるので、オブジェクトマネージャをすっきりと管理できます。

• ドライバタグを使うと、ポーズを自動的にコントロールできます。ドライバタグをジョイントに割り当て、ジョイントの特定の回転方向とポーズを直接
リンクさせます。これは、例えば腕が曲がったときの筋肉の盛り上がりをシミュレートできます。

• もし、初期状態などの特定のポーズを使いたい場合、希望のポーズを右クリックして、コピー＆ペーストすると、ポーズを複製できます。

• もし、ポーズの状態をポーズモーフタグが設定されたオブジェクトとは別のポリゴンオブジェクトに変換したい場合は、希望のポーズを右クリックして
メッシュのコマンドを選びます。

• ポーズモーフの基本タブで有効になっているオプションを、オフにする場合は、注意が必要です。（ポイント、角度など）オフにすると、ポーズモーフ
のターゲットは、すべて削除されます。オプションを再度有効にしても、これらのターゲットは、復元されません。

• 間違って、初期ポーズを変更しないようにするには、ポーズを右クリックして、メニューからロックコマンドを選択してください。リストにあるポーズ
の横にある、カギのアイコンをクリックしてもロックできます。
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   © Jana Rot, www.rot.si
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6. クイックチュートリアル - クロス
CINEMA 4D には、強力なクロスエンジンが組み込まれています。このツールを使って、旗が風ではためく様子を作成したり、あなたのキャラ
クタに「カッコいい T シャツ」を着せることができます。Claude（天竺鼠くん）に着せたいのは、まさにそういった T シャツです。

クロスエンジンの良いところは、T シャツのモデリングによくある面倒な工程ないということです。あなたがすべきことは、シャツの前身頃と
後身頃を作成するだけ。搭載されたアルゴリズムで、ぴったりとした装いに仕上げてくれます。

では「QS_Cloth_Start.c4d」ファイルを開いてください。このファイルには、単一のオブジェクトとして T シャツの前後が、すでに存在しています。

もしもこのシャツが気に入らない場合は、どうぞご自由にあなたのオリジナルのものと差し替えてください。ご覧の通り、これは非常に少ない
ポリゴン数で作成されています。

T シャツの端を閉じる簡単な方法は、ポリゴンモードに切り替え、T シャツのポリゴンを全て選択します。（ビューポートで Cmd / Ctrl +a を押す）
次に、ブリッジツールを有効にして、属性マネージャのオリジナルのポリゴンを削除を無効にします。後身頃のポリゴンを１つクリックするとエッ
ジが、ハイライトします。マウスボタンを押したまま、前身頃のポリゴンにドラッグすると、前身頃のエッジもハイライトします。

ここでマウスボタンを離すと、前後のポリゴンを接続する新しいポリゴンが作成されます。選択する角は、前後身頃で同じ場所になるように
してください。そうしないと、ねじれて接続されてしまいます。

あとは、余分なポリゴン（首周り、袖口、胴回り）を削除してください。
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このシャツを少し細分化する必要があります。そうすれば、後でよりキレイ変形できます。

では「ポリゴンモードを使用」に切り替えて、シャツの前身頃と背身頃の各ポリゴンを選択してください。そして「ファンクション / 細分化」を
選択して、HyperNURBS で分割はオフにして、分割数を 2 にセットしてください。

この操作において、「シャツ側面の各ポリゴン ( ブリッジツールを使って作成したポリゴン )」は細分化しないようにしてください。ところで、こ
のままではまだ、T シャツのようにはみえません。T シャツというよりも、袖が付いた箱のように見えます。ですがご心配なく。これをいまか
ら変更していきます。クロスエンジンの使い方はとても簡単。ほとんどの機能が 1 つのタグ「クロスタグ」に含まれています。このタグを、オ
ブジェクトに割り当てます。するとそのオブジェクトが布に変わります !

では、オブジェクトマネージャで、シャツの上で右クリックして、そして「クロスタグ / クロス」を選択してください。するとクロスエンジンの
各種プロパティが、属性マネージャに表示されます。

もしもクロスオブジェクトが「別のオブジェクト」と衝突する場合は、今回のケースでは T シャツとボディの関係がそれに該当しますが、その
際は「別のオブジェクト」の側に対して、衝突タグを割り当てる必要があります。

ではオブジェクトマネージャにおいて、マウスの右ボタンを使って、キャラクタのボディ ( ポリゴンオブジェクト「Body」) を選択してください。
そして「クロスタグ / 衝突」を選択してください。

すると、「T シャツは、キャラクタのボディを通過すべきではない」ということを、T シャツが認識します。ではそろそろ、このシャツに適切な
形状にする時間です。クロスタグを選択して、そして属性マネージャにおいて「着付け」メニューに切り替えてください。

着付けメニューを開くと、衣服をフィットさせるために必要なあらゆる設定が含まれているのがわかります。他のメニューでは、布の動きの設
定します。では、「モデリング状態」の隣にある「記録」を選択してください。これは、万が一のための記録をするようなものです。例えばシャ
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ツの位置が気に入らない場合や、「胸ポケット」をシャツに追加したい場合などに、このシャツの初期状態を呼び出すことができます。次に、「ポ
リゴンモードを使用」に切り替えて、「シャツ側面の各ポリゴン ( ブリッジツールを使って作成されたポリゴン )」を選択してください。もしくは、
CINEMA 4D のメインメニューの「選択 / すべて反転」を選んでもできます。シャツの前身頃から裏身頃は選択されている状態なので、時間を
短縮できます。

これらのポリゴンは、シャツの縫い目としての役割を果たすことになります。この設定も、クロスエンジンが行ないます。では、「着付け」メニュー
において「つなぎ目ポリゴン」の「記録」をクリックしてください。そして結果を見てみると、この縫い目はまだ幅が広すぎるようです。では「服
をオブジェクトに合わせる」ボタンをクリックしてください。そしてこの T シャツに何が起こるか、ご注目ください。

「つなぎ目の幅」の値に従って、縫い目がお互いに引き寄せられました。ただし、これが必ずしもキャラクタのボディの形状にマッチするわけ
ではありません。フィットする正確さの程度は、「フレーム数」の値によって決定されます。「着付けした状態」を記録した後で、「服を自然な
状態にする」をクリックしてください。

次に Tシャツに対して、その他の力(例えば重力)の影響を受けるようにします。それによって、キャラクタの肩に Tシャツがかかるようになります。

では、「クロス NURBS」をシーンに入れてください ( シミュレーション / クロス / クロス NURBS)。そして T シャツを、このオブジェクトの子に
してください。
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クロス NURBS は、HyperNURBS オブジェクトと似たような機能をします : クロス NURBS は、子オブジェクトのジオメトリをスムーズにします
が、クロスオブジェクトに対してうまく働くように、少し異なったアルゴリズムを使っています。また、クロス NURBS の布オブジェクトに対して、
厚さを指定できます。

では属性マネージャにおいて、「厚さ」を 1 して「分割数」を 0 にします。HyperNURBS オブジェクトを作成して、「クロス NURBS」オブジェク
トを HyperNURBS オブジェクトの子にします。「クロス NURBS」オブジェクトは、服の厚みを加えるだけで、T シャツのエッジは HyperNURBS
オブジェクトでコントロールします。

すると、キャラクタに服が着せられた状態になったはずです。もちろん、アニメーションにおいて T シャツの動きが正しくなるように、微調整
がもう少し必要です。ですがご覧の通り、この「最初のステップ」は、そんなに難しいものではありませんでしたね。
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© S. Scatola, www.boxy.co.uk

© Beto Prado - www.animalda.com.br
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© S. Scatola, www.boxy.co.uk
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HAIR
このチュートリアルでは、「HAIR の世界」に入る方法と、そして「ヘア、毛皮や羽根」を簡単に作成する方法をご紹介します。

1. はじめに
様々なタイプのヘアや毛皮を作成するに当たって、この「HAIR」は強力なツールです。羽根、風に揺れる草などを、HAIR を使って作成できます。

HAIR を用いて初めての作品を完成させることは比較的簡単なのですが、この HAIR は、あらゆる美容師をも満足させる非常に多様な統合ツー
ルです。

標準のインターフェイス上部にあるメインメニューから、アクセスできます。

リスやネズミなどの毛皮や、毛羽立ったニワトリの羽、完璧な英国庭園の芝生、あるいは最新のヘアスタイルなど、制限はありません。HAIR
における唯一の制限は、あなたの空想力です。そして、HAIR は高速です‐それ以外に CINEMA 4D に対して何をご期待するでしょうか ? HAIR
は膨大な髪を、無比のスピードでレンダリングします。HAIR が提供するバリエーションは非常に優れていますから、あらゆるヘアスタイルを
作成することができます。例えばスムーズでストレートなヘアから、カールしたヘア、あなたが想像できるどんなヘアスタイルでも、作成でき
ます。
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2. 総合情報とインターフェイス
HAIR は、「ガイド」と呼ばれるものを伴って機能します。この「ガイド」は、レンダリングするヘアの仮想ヘアとしての役割を果たします。 

エディタビューにおいて表示されるガイド数は、レンダリングされるヘアの本数よりも非常に少ないです。表示されるガイドの数を増やすこと
も可能です。その見えていないヘアは、レンダリングされる際に各ガイドの間を補間します。そして当然ですが、あなたが作成したヘアを整え
るために、ヘアスタイリングツールがいくつか必要となります。HAIR が提供するツールは、ブラシ、くし、ハサミ、その他にも多数あります。

HAIR 独自の IK によって、ヘアがリアルに動くように設定されます。また、いくつかの CINEMA 4D パーティクルモディファイア ( 例えば、風 ) を、
HAIR と組み合わせて使用することも可能です。その場合は「HAIR のダイナミクス」が、ヘアが自然に見えるように設定します。ヘアを移植し
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たい場合も問題ありません。HAIR を使って、ヘアの根元を簡単に移植することができます。

では HAIR のチュートリアルを始める前に、このツールで作成できるものをご覧ください :

3. サンプル画像

© Patrick Eischen, www.patrickeischen.com

 
© Beto Prado     © Bill_Melvin_quadart.cgsociety.org

それでは、HAIR のチュートリアルに入ることにしましょう ...
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4. クイックチュートリアル‐毛皮
このチュートリアルにあたってモデル役を買って出てくれた「ヘアベルト」君ですが、彼に暖かい冬毛を生やすには、マウスを数回クリックする
だけです。毛が無い状態の彼は、少しふびんな見た目かもしれませんが、彼のボディの構造はシンプルなので、私たちの作業をより簡単に進
めることができます。

では最初に、「QS_Hair.c4d」ファイルを開いてください。

HAIR は、オブジェクト全体か、あるいはポリゴン選択範囲に限定して適用させることができます。ヘアベルト君の顔面に対しては、彼の素
晴らしいボディの毛とは別にしたいので、まずは「最初に作成する毛のタイプ ( 毛足の長いタイプ )」を適用させたいポリゴンだけを選択しま
す。オブジェクトマネージャにおいて、「Bear_mesh」オブジェクトを選択してください。ここで、あなたのインターフェイス左端にあるツール
パレット内の「ポリゴンモードを使用」モードがオンの状態になっていることを確認してください。このサンプルファイルでは、該当するポリゴ
ンが選択ずみのはずです。これから長毛を適用するヘアベルト君のボディ上にあるすべてのポリゴンが、オレンジ色でハイライトされています。
CINEMA 4D のメインメニューから「シミュレーション / ヘアオブジェクト / ヘアを追加」を選択してください。すると、このチュートリアルの冒
頭でご説明した「ガイド」が、ヘアベルト君のボディから生えているはずです。



92 CINEMA 4D R12 クイックスタート

このガイドはすべて、各サーフェイスから垂直に生えています。そしてその長さは、デフォルトの長さである 100 です。では、このシーンをレ
ンダリングしてみてください。そしてこの哀れなヘアベルト君がどんな風になるか、確認してみてください ( レンダリング / ビューをレンダリン
グを選択するか、あるいは一番左側にあるレンダリングアイコンをクリックしてください )。

もしもヘアベルト君がヤマアラシか、あるいは 90°の角度で脱水機から出てきた状態であるのならば、このチュートリアルは、ここで終了です。
ですがヘアベルト君を、もっといい感じにしたいので、チュートリアルを続けしょう。これから説明する各設定を使用して、抱きしめたくなる
ような冬毛にしてあげましょう。

ヘアを追加すると、それに該当するマテリアルが、マテリアルマネージャにおいて自動的に作成されます。
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ヘアオブジェクトは、オブジェクトマネージャ内の、オブジェクトリストの一番上に配置されます。

ヘアマテリアルとヘアオブジェクトの編集を始める前に、各ガイドを少し短くしましょう ( これで、レンダリングされるヘアも短くなります )。そ
して、ヘアに重力を適用して、ヘアスタイルを少し演出しましょう。

オブジェクトマネージャで、ヘアオブジェクトを選択してください。次に属性マネージャのガイドタブをオンにしてください。このタブには、長
さとセグメントの設定が含まれています。

長さを 21 に、セグメントを 6 にセットしてください。セグメントの設定は、それぞれのガイドのセグメント数の設定になります ( これはエディタ
内で表示されるガイドに対してのみ影響を与え、レンダリングされるヘアには影響しません )。もしもセグメントを 1 にセットした場合には、各
ガイドは直線になるので、重力がそのガイドを曲げることはできません。今回のガイドにはセグメントが６つあります。つまり、そのガイドの
長さに沿った 5 ヶ所でガイドを曲げられることを意味します ( ガイドのセグメントに関する詳しい情報は、「Tips と秘訣」をご参照ください )。

次に、フォースタブに切り替えて、「サーフェイスをヘアに」設定をオンにしてください。これによって、重力が適用された際 ( 衝突判定 )、ヘ
アの先端があらゆるサーフェイスを貫通することを防止されます。ただし現時点で重力を与えると、引き続き、ヘアの先端がポリゴンメッシュ
を貫通します。なぜなら、ポリゴンメッシュは、ヘアと相互作用させることを、ポリゴンメッシュにまだ指示していないからです。

これを行うには、まずオブジェクトマネージャにおいて「Bear_mesh」オブジェクトをクリックして、衝突タグを適用してください ( 右クリック :HAIR
タグ / ヘア衝突 )。
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そしてこの時点でアニメーションを再生してみると、重力によってヘアが下に下りたのが分かります。（ガイドのアニメーションをはっきりと見
るには、オブジェクトマネージャでヘアオブジェクトを選択している必要があります）

また新たに計算が開始されるのを防ぐために、100 フレームに行く前でアニメーションを停止してください。あるいは、「ダイナミクス」タブ
のアニメーションメニューにある、「リラックス」ボタンを押すことによって、ヘアオブジェクトのダイナミクスの計算を開始できます。アニメー
ションがフレーム 100 にセットされた状態の後で、このボタンをクリックしてください。

この現在の状態を失わないために、これが新たな初期状態であることを HAIR に伝える必要があります。単にアニメーションをフレーム 0 に
戻すと、計算がそのオリジナルの状態に戻されます。そしてヘアベルト君は再び、ショックのヤマアラシ状態に戻ります。

この状況が起きないようにするには、メインメニューから「シミュレーション / ヘア編集 / ダイナミクスを適用」を選択してください。すると、
ヘアベルト君の毛のカットとスタイリングを行なえます。

エディタウィンドウを、左面に切り替えて（F3 キーを押す）、カットツールをオンにしてください ( シミュレーション / ヘアツール / カット )。次に、
属性マネージャにおいて「可視エレメントのみ」オプションをオフにしてください。なぜなら、不可視状態のヘアもカットされるようにするため
です。そして、「形状」を「円」にセットしてください。それではカットを始めましょう。

ヘアベルト君のヘアをカットするには、彼のヘアの青色の先端の上で、左マウスボタン押しながらドラッグをしてください。この次のスクリーン
ショットのように、彼のヘアをカットしてください :
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エディタウィンドウを前面に切り替えてください。それによって、ヘアベルト君のアゴに生えているヘアの手入れとスタイリングを行えます。では、
ブラシツールをオンにしてください ( シミュレーション / ヘアツール / ブラシ )。そして「衝突」設定をオンにしてください ( これはブラシツール
の中でも最も重要な設定のうちの 1 つです。この設定はオプションタブ内にあります )。そして衝突半径を 1cm にセットしてください。この設
定により、ブラシをかけたときに、ヘアがヘアベルト君の肌を貫通してしまうことを防ぎます。ここでも「可視エレメントのみ」オプションをオ
フにしてください。

ヘアにブラシをかけたり、ヘアスタイルを整える際に、必要に応じてビューを切り替えると非常に便利です。ヘアにブラシをかけるには、ヘア
の青色の先端の上で、左マウスボタン押しながらドラッグしてください。各ガイドは独自の HAIR IK をもっています。これは、ヘアがスタイリ
ングされたときに、髪の毛らしくなるように動きます。毛を作成するには、ガイドを少し引っぱって、その先端を少しカールさせる必要があり
ます。どんな状態になるかは、次のスクリーンショットをご覧ください。

ヘアベルト君のヘアで色々とお楽しみいただいて、希望の状態にスタイリングした後は、エディタウィンドウを透視ビューに切り替えて、ヘアベ
ルト君を適切な場所に配置してください。すると、彼の様子をしっかり観察することができます。このビューをレンダリングして ( メインメニュー :
レンダリング / ビューをレンダリング )、ヘアベルト君の見た目をご確認ください。
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どうやらヘアベルト君は、薄毛に苦しんでいるように見えます。これはストレスのせいではありません。彼のヘアの設定に対してもう少し調整
しなければならないということです。ではさっそく調整しましょう。

最初に、ヘアベルト君が持っているヘアの数に注目しましょう。オブジェクトマネージャで、ヘアオブジェクトを選択してください。そして属性
マネージャ内のヘアタブにあるカウントを 100,000 にセットしてください。次にヘアを埋めるタブで、ヘアを埋めるオプションをオンにしてくだ
さい。そしてこのカウントを 80,000 にセットしてください。そして再びシーンをレンダリングしてください。すると結果は、この下ような画像
になるはずです。哀れなヘアベルト君は、ヤマアラシから邪悪で勇敢な王子のような見た目に変身しました。さらに調整を加えていきます。

ヘアベルト君のヘアの状態を、いろいろな部分を編集しなければなりません。まずはマテリアルマネージャにおいて、ヘアマテリアルをダブル
クリックします。マテリアルのダイアログウィンドウが開きます。このウィンドウには、ヘアマテリアルに関するすべてのオプションとチャンネ
ルが含まれています。
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次のステップに従ってください :

・ スペキュラ : 第一の強度を 34% に、第二の強度を 50% にセットしてください。
・ 太さ : 根元を 0.5cm に、先端を 0.03cm にセットしてください。これによって、ヘアベルト君のヘアの太さがまばらなるので、見た目がよりリアルにな

ります。
・ スケール : このチャンネルをオンにすることによって、ヘアのサイズを変えることができます。これもまたリアルにしてくれます。スケールを 100% に、

ばらつきを 80% に、量を 40% にそれぞれセットしてください。
ではシーンをレンダリングしてみてください。結果は、次のようなものになるはずです :

ご覧の通り、ヘアベルト君の「ヘアスタイルが決まらない、不愉快な一日」は、ゆっくりでありながらも確実に終わりに近づいてきています。
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彼の毛はリアルな感じになりはじめています。次はこの毛を少し縮れさせて、サラサラとツヤツヤをヘアから取り除きます。スケールチャンネ
ルの下にある縮れチャンネルをオンにして、縮れを 15% にセットしてください。

ヘアベルト君の見た目は、どんどん良くなってきています。もうまもなく、人前に出て行くことができるようになります。次に行なう作業は、こ
のヘアベルト君のまるでたった今、ドライヤーでヘアを乾かしましたというような感じを取り除いて、ヘアを少しまとめることです。この作業は、
束ねるチャンネルを使います。

では、束ねるチャンネルを選択してください。そして次に挙げるスクリーンショットと同じように設定を変更してください :
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ではシーンをレンダリングしてみてください。結果は、次のようなものになるはずです :

ところで、あとはどんな作業が残っているでしょうか ? はい、ヘアベルト君の顔にも毛が必要です。このチュートリアルの冒頭でご説明した通り、
ヘアベルト君の顔面には、異なるタイプの毛を適用させます。この顔への適用作業は、より簡単です ! 今回も、あなたのためにポリゴンをあ
らかじめ選択しておきました。このポリゴンに対して、毛を適用させていきます。
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はじめに、「ポリゴンモードを使用」がオンの状態になっていることと、そしてオブジェクトマネージャにおいて「Bear_mesh」オブジェクトが
選択されていることを確認してください。最初に、一番上のアイコンパレットにある「ライブ選択」ツールをクリックしてエディタウインドウの
横をどこでもいいのでクリックします。長毛を適用させたばかりのヘアベルト君のポリゴンは、オレンジ色でハイライトされています。エディ
タウィンドウ内で、彼のボディの隣であればどこでも良いので、そこをクリックしてください。すると、すべてのポリゴンが選択解除されます。
オブジェクトマネージャにおいて、「Bear_mesh」の隣にある、オレンジ色で縁取られている、5 つある三角形のアイコン最初のものを選択し
てください。すると属性マネージャにおいて、名前テキストフィールドの中に「HAIR Short」という記載を確認することができるでしょう。それ
から、テキストフィールドの下にある選択範囲を復元のボタンをクリックするか、ポリゴン選択範囲タグをダブルクリックしてください。以上
のすべてのステップに正しく従ったならば、ヘアベルト君の顔面と耳のところにある各ポリゴンが、オレンジ色でハイライトされたはずです。

最初に行なったヘアベルト君の長毛の作成にならって、今回の顔の毛の作成手順を以下のようなリストにしました。ここで、あなたの新規ヘア
オブジェクトに別の名前をつけてください ( 例えば「Short Fur」)。なぜなら、長い毛と混同しないためです。

1. ヘアを追加してください ( メインメニュー : シミュレーション / ヘアオブジェクト / ヘアを追加 )。

2. ガイドの「長さ」を 5cm に、セグメントを 4 にセットしてください ( 属性マネージャ )。

3. ヘアを埋めるをオンにしてください。

4. ヘアとヘアを埋めるのカウントを、それぞれ 250,000 にセットしてください。

5. ヘアのセグメント ( ガイドではありません ) を、4 に減らしてください。

6. ヘアマテリアルを開いてください ( マテリアルマネージャにおいて、マテリアルの上でダブルクリックしてください )。

7. 太さチャンネルで、根元を 0.3 に、先端を 0.01 にセットしてください。

8. ストレートチャンネルをオンにして、強度を 70% にセットしてください。

ヘアベルト君はアラスカ生まれですので、彼の見た目を少し調整が必要です。マテリアルマネージャで、いくつかあるヘアマテリアルのうちの 1
つをダブルクリックしてください。そしてカラーチャンネルを選択してください。それから、一番左にあるカラーマーカーをダブルクリックして
ください ( 次の画像を参照 )。
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そのカラーを、とても明るいグレーに変更して、OK ボタンをクリックしてください。次に、一番右にあるカラーマーカーを同様に選択して、そ
のカラーを白に変更してください。残りのヘアマテリアルについても同じ作業を行ってください。そしてシーンをレンダリングしてください。

各カラーを少し調整する必要があるかもしれませんが、結果は、基本的には次の画像と同じようになったはずです :

おめでとうございます ! あなたはたったいま、初めての HAIR プロジェクトを完成させました。とっても簡単でしょう ! では、ここで習ったこと
を活かして、他のオブジェクトにヘアを追加したり、長毛から短毛へ変化させたり、異なるヘアスタイルを作成したり、あるいは草を作成して
みるなど、色々と試してみてください。HAIR において唯一の制限となるものは、あなたご自身の想像力です。
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5. Tips と秘訣
・ HAIR 設定を最適化することで、時間を大幅に節約できます。あなたのオブジェクトには、本当に 500,000 本のヘアが必要かどうか確認してください

‐その本数を半分程度に減らしてもリアルさが失われないなら、それで十分かもしれません。

・ 短毛を作成する場合には、より多くの本数のヘアが必要になります ( ヘアベルト君の顔の場合と同じです )。なぜなら、サーフェイスが透けて見える
状況を防ぐためです。ただし、短毛に対して必要なセグメント数は、より少なめになります。なぜなら短毛は本来、堅めなものだからです。ですから、
短毛に対してセグメントのカウントを増やす必要はありませんす。

・ このチュートリアルで使われたヘアの作成方法ですが、これがリアルな毛を作成する唯一の作成方法というわけではありません。例えば、ヘアにブ
ラシをかけるときに、様々な HAIR モードを試してみてください ( メインメニュー : シミュレーション / ヘアモード / ポイント )。先端モードを選択して
いる時と違って、ポイントモードで作業をしている時は、ガイドの動きは異なります。ですから、ヘアスタイリングにおける新たな可能性を得ること
ができます。

・ ガイドのセグメント設定を色々と試してみてください。もしもガイドのセグメントを 3 に、そしてヘアのセグメントを 20 にセットすると、とても弾力の
あるヘアになります。そしてこのヘアは、サーフェイスからより遠くの距離へと突き出るようになります。このヘアをレンダリングすると、角張らない、
まるい見た目になります。このヘアは、まるで数日間シャンプーをしていないような見た目になります。
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MoGraph
この MoGraph クイックスタートチュートリアルは、「MoGraph が提供する無限の可能性」に対する詳細な洞察をあなたに与えます。

© Simone Bertolotti, www.imonfox.it



104 CINEMA 4D R12 クイックスタート

1. はじめに
MoGraph は、あらゆるジオメトリプリミティブまたはオブジェクトをクローン化させるために、設計されています。そういったオブジェクトを
コントロールすることができるエフェクタを、MoGraph は数多く提供してます。例えば : 大きなオブジェクト ( これらは、いくつかの小さなオ
ブジェクトで構成されています ) を爆発させたり、変形させたり、そして別のオブジェクトに変身させることができます ; ターゲットオブジェク
トに割り当てられた「たくさんの小さなオブジェクト」を、そのターゲットオブジェクトを用いてコントロールすることができます ; 様々なオブジェ
クトから構成されているサーフェイスを、シェーダを使って変形できます。複数の球体が突如出現して、それらが一ヶ所に集合し、ある単語を
形作るというシーンもできます。可能性は無限に広がります !

MoGraph は、クリエイティブなマインドに無限の可能性が広がる、仮想空間を提供します。このチュートリアルを終了した後は、色々なアイ
デアが浮かんでくることでしょう。心ゆくまで MoGraph の機能をあれこれ試して、そして MoGraph でできることをあなたの目で確かめてく
ださい !

2. 総合情報とインターフェイス
MoGraph は、CINEMA 4D メインメニューから MoGraph にアクセスすることができます。

ほとんどの場合、MoGraph シーンを作成するにはクローナーオブジェクトが必要です。クローナーオブジェクトには、クローンの生成と描写
に必要なすべての機能が含まれています。そしてクローナーオブジェクトは、さまざまな MoGraphエフェクタによって増強されます。次に、エフェ
クタのサンプリングとその機能についてご説明します :

・ディレイエフェクタ : あらゆるアクション、クローンしたオブジェクトのキーフレームアニメーションをタイミングを遅らせるには、このディレイ
エフェクタを使用してください (「第 5 章 Tips と秘訣」を参照 )。

・シェーダエフェクタ : シェーダエフェクタは、各クローンに適用されたテクスチャまたはシェーダを分析します。そして高さや深度の情報を使って、
クローンのサーフェイスを変形します。例えばノイズシェーダは、そのグレースケール値も含めて、シェーダエフェクタに読み込むことができます。
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そして、アニメートもできます。このアニメーションは、シェーダが適用されたクローンに対して影響を与えます。

次に挙げる 2 つのスクリーンショットは、それぞれアニメートされたノイズシェーダが適用されたシェーダエフェクタの影響を受けたクローンと受
けてないクローンになります。

・スプラインエフェクタ :

スプラインエフェクタは、スプラインがベースとなっている形状もしくはオブジェクトと、クローナーオブジェクトをリンクさせるために使います。
各クローンを作成したテキストに整列させたり、テキストやその他の形状に変形させることもできます。次の画像は、ドーナツ形になっているク
ローンの列をらせん形状に変形させるために、スプラインエフェクタ ( 減衰を「線形」にセットし、その Z 軸の方向に移動させました ) がどのよ
うに使われたかを表しています。

・ターゲットエフェクタ :
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ターゲットエフェクタは、各クローンをターゲットオブジェクトに整列させます。それにより、クローンがターゲットオブジェクトの動きに従います。
次の画像は、ボールをターゲットオブジェクトにして、ターゲットエフェクタ ( この「反発」設定はオンにセット )」が割り当てています。

これは、このチュートリアルにおいて後ほど使用されるシーンでもあります。

チュートリアルを始める前に、椅子に深く座って、この MoGraph でできることをご覧ください。おそらく、MoGraph ができることに関してご
説明するにあたっては、どんなに多くの言葉よりも、これらの画像の方が多くのことを語語ってくれるはずです...
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3. サンプル画像

Above images © MAXON Computer GmbH (David Drayton)
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4. クイックチュートリアル : ターゲットエフェクタ
このチュートリアルでは、マウスを数回をクリックするだけで、素晴らしい結果を得る方法を紹介します。MoGraph は、昔なら、完成までに
数時間かかった作業をすばやくマスターするために設計されています。

例えば、ターゲットエフェクタです :MoGraph を使用せずに、1000 個のクローンをターゲットオブジェクトに向かせるには、あなたならどのよ
うにアニメートさせますか ? 私たちは、その質問に答えるために時間を無駄にするようなことはしません。その代わりに、MoGraph を使えば、
それをいかに簡単にできるかをお見せしましょう。

私たちが作成するシーンには、次に挙げる各アイテムが必要となります :

・クローナーオブジェクト

・ターゲットオブジェクト ( 単純な 1 つのパラメトリックオブジェクト )

・ターゲットエフェクタ

・プリミティブ ( クローン化されることになるオブジェクト )

このチュートリアルに必要なのは、この 4 つの単純なアイテムだけです‐残りの作業は MoGraph が行います。あなたはクリエイティブに集中
するだけです ( 当然、いつものように ...)

クローナーオブジェクト ( メインメニュー :MoGraph/ クローナーオブジェクト ) と、立方体 ( メインメニュー : オブジェクト / プリミティブ / 立方
体 ) を、それぞれ 1 つずつ作成してください。

この立方体は、クローンオブジェクトになります。これを、オブジェクトマネージャで、MoGraph クローナーオブジェクトの子にします。ただ
しこれを行う前に、立方体の大きさを変更しなければなりません。画面右下にある属性マネージャにおいて、この立方体のサイズを X=4 cm; 
Y=1 cm; Z=4 cm にセットしてください。立方体のスケールが変更した後、この立方体に少しズームインする必要があるかもしれません。その
ほうが、シーンをよりよく把握できるになります。オブジェクトマネージャで、立方体オブジェクトを MoGraph クローナーオブジェクトの上に
ドラッグしてください。これで、立方体がクローナーオブジェクトの子になります。同時に、クローナーオブジェクトがこの立方体に影響する
ことを、クローナーオブジェクトに対して認識させたことにもなります。

もしもこの立方体にズームインし過ぎなければ、立方体が２つに追加されているのを確認できます ( これらの立方体を見るには、あなたのエ
ディタウィンドウの調整が必要かもしれません )。これらの立方体は比較的大きな間隔をとった状態で、オリジナルの立方体の上に配置されて
います。この間隔は、クローンオブジェクトで設定されているデフォルトの間隔です。後で、多数の立方体で構成されるサーフェイスを作成す
るので、それに対するクローナーオブジェクトの設定を調整していきます。

オブジェクトマネージャで、クローナーオブジェクトを選択してください。その下にある属性マネージャに編集可能な設定が表示されるので、
それをご覧ください。クローナーオブジェクトの Y の値は 50m になっています。ところが、私たちが使うクローンを Z 方向と X 方向に移動さ
せる必要があります。属性マネージャの一番上にあるモードを、線形からグリッド配列にしてください。すると各クローンが仮想の立方体の中
に配列されます。各クローンの配列を平らにするために、複製数の Y を 1 にしてください。するとシーンは、次の画像のような感じになるはず
です。
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このサーフェイスが、上手く形になってきました。次にクローン数を増やす必要があります。クローナーオブジェクトの X と Z の複製数をそれ
ぞれ 25 にしてください。サーフェイスの密度を増やすには、各クローンの間隔をせまくしなければなりません。これを行うには、クローナー
オブジェクトのサイズ X とサイズ Z を 200 から 150（左端と右端の入力欄）に変更してください。この Y の値は変更せずにそのままで問題あ
りません。というのも、立方体を Y 方向にクローンしていないからです。シーンは、次の画像のような感じになるはずです。

次に必要となるものは、ターゲットオブジェクトとターゲットエフェクタです。次の手順でターゲットエフェクタを作成してください : オブジェク
トマネージャにおいて「クローナーオブジェクト」を選択して、続いて MoGraph メニューからターゲットエフェクタを選択してください ( メイン
メニュー :MoGraph/ エフェクタ / ターゲット )。
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 Note:

 エフェクタを追加するときには、クローナーオブジェクトが選択されているかどうか常に確認してください。クローナーオブジェクトが選択され
ている場合は、エフェクタが自動的にクローナーオブジェクトのエフェクタタブに追加されます。クローナーオブジェクトを選択していないと、
エフェクタを後で手作業で追加しなければならないので、忘れてしまうかもしれませんし、エフェクタが機能しないくて、悩む原因となるかも
しれません。エフェクタに関するより詳しい情報は、CINEMA 4D のヘルプをご参照ください。

クローナーオブジェクトを選択していれば、その後にエフェクタをクローナーオブジェクトのエフェクタページに割り当てるという作業は、必
要ありません。そのエフェクタはクローナーオブジェクトに影響を与えるということを、そのエフェクタはすでに理解しています。

シーンは、次の画像のような感じになるはずです。

次に、球体を 1 つ追加して、これをターゲットオブジェクトにします。実際、球体の追加は絶対必要というわけではありませんが、このエフェ
クトがどのように機能するか、より良く ( 視覚的に ) 分かりやすくデモンストレーションするために追加します。

それでは、球体を 1 つ作成して、そして属性マネージャにおいて、その半径を 100 cm から 5 cm に変更してください。次に、この球体をターゲッ
トオブジェクトにしなければなりません。属性マネージャで、ターゲットエフェクタのエフェクタタブを開いて、ターゲットオブジェクトのテキス
トフィールドの中に、オブジェクトマネージャにある球体をドラッグしてください。以上です !

すると、エディタビューで、その球体を移動してみると、立方体の各クローンがその球体の方を常に向くようになります。

次のステップに進みます。次に、反発機能を適用させます。この機能は、ターゲットエフェクタのエフェクタタブにあります。球体をシーンの
中央 ( 球体が作成された場所 ) に置いて、この反発をオンにしてください。すると、次の画像のような感じになるはずです。
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各クローンが、球体の位置から放射状に反発するようになります。いずれかの軸に沿ってこの球体を動かして、エフェクトの効果を確認してみ
てください :
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以上で、基本的にはチュートリアルが完了しました。ただしこのチュートリアルのスクリーンショットで描写されているエフェクトをシミュレート
したかった、という点を除いては ...

そのエフェクトを完成させるには、ここで追加機能を加える必要があります : それは減衰です。では球体を、クローンフィールドの中央の少し
低いところに配置してください。

そして属性マネージャで、ターゲットエフェクタの減衰タブを開いてください。形状を無限から球体にして、そしてスケールを 20% にセットし
てください。これによって、小さな半径が定義されます。その半径内において、エフェクタが各クローンに対して影響を与えることになります。
各クローンは現在、球体から遠すぎる所で反発したままになっています。これを変更するには、ターゲットエフェクタのエフェクタタブを開いて、
距離を 20m に、距離の強度を 50% に減らしてください。

もしも球体を動かしてみると、その球体の動きによって少数のクローンだけが影響を受けて、残りのクローンは一切影響を受けていない様子
を確認することができます。球体の動きによってすべてのクローンが影響を受けるようにするには、ターゲットエフェクタを球体の子にしなけ



113CINEMA 4D R12クイックスタート

ればなりません ( オブジェクトマネージャ )。

単純にクローン数を増加させることによって、次のような画像を作成することができます :

5. クイックスタート・チュートリアル : MoDynamics
クローナーオブジェクトによってリンクしているオブジェクトに、ダイナミクスボディタグをクローナーに適用すると、面白くダイナミックな
動きを作成できます。さまざまなパラメータを実験することで、動きにどのような影響を与えるか簡単にわかります。ダイナミクス機能は、
CINEMA 4D と物理に関するごく基本的な知識だけで、とても印象的な効果を作成できます。このチュートリアルでは、この非常に強力なツー
ルをどのよう使うか説明します。

最初のステップは、クローナーオブジェクトの子に対して、MoDynamics を使ってアニメーションを作ります。まず最初に、オブジェクトに対
して MoDynamics を使った効果が、いかに簡単で、すばやく行えるか確認していただくために、クイックスタートチュートリアルのフォルダに
ある「QS_eggloop_final.c4d」を開いてください。（デモ DVD、Goodies DVD もしくは、www.maxon.net からダウンロードできます） 

アニメーションは、このチュートリアルのデモンストレーションで、ダイナミクス計算がどのくらい正確かを表します。アニメーションが再
生されるたびに、個々の卵は同じ動きと衝突をして、同じオブジェクトは同じ動きになります。これにより、アニメーションは常に同じなの
で、カメラの配置決めに便利です。もちろん、必要に応じてアニメーションを好みの状態に調整できます。このチュートリアルでは、皆様が
MoDynamics の基本的な使い方をよりわかりやすく 紹介します。
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「QS_eggloop_start.c4d 」を開いてください。このシーンは、前のシーンとよく似ていますがよりシンプルになっています。ボール（ここでは卵）
が MoDynamics によって、いかに簡単に転がっているか、きっと驚くことでしょう。「egg」オブジェクトを、オブジェクトマネージャで選択して、
ALT キーを押してください。そして、クローナーオブジェクトを MoGraph メニュー（メインメニュー）から呼び出してください。ナーオブジェク
トを呼び出します。同時に Alt キーを押すのは、選択オブジェクトを自動的にクローナーオブジェクトの子オブジェクトにするためです。クロー
ナーオブジェクトのいくつかの設定を変更します。

オブジェクトマネージャでクローナーオブジェクトを選択して、属性マネージャでモードを線形から放射にします。これにより、オブジェクトは
円状に配置されます。しかし、角度の調整も必要です。平面を XY から XZ に変更し、複製数と半径をそれぞれを 5 と 50 m にしてください。
なお、サンプルシーンでは、20 と 1000 になっています。

シーンを若干調整しましたが、まだ完成ではありません。でも、あと２クリックだけです。クローナーオブジェクトと「bowl」オブジェクトを
選択して右クリックして、ダイナミクスボディタグを割り当てます。

注 意：CINEMA 4D の Studio と CINEMA 4D Broadcast では、ワークフローが 若 干異なります。ここでは、CINEMA 4D Broadcast で の
MoGraph ダイナミクスボディタグでのワークフローで、CINEMA 4D Studio と比べる、機能は少なくなっています。CINEMA 4D Studio のダイ
ナミクスの設定は、より総合的でデフォルトの設定も異なっています。

CINEMA 4D Broadcast ユーザーなら、すぐにアニメーションを再生できますが、CINEMA 4D Studio のユーザーの場合、あと数クリック必要です。

「Bowl」オブジェクトのダイナミクスボディタグを選択して、ダイナミクスタブにあるダイナミクスのパラメータをオフにします。衝突判定タブ
に切り替え、形状を固定メッシュにします。クローナーオブジェクトのダイナミクスボディタグを選択して、個別エレメントの設定を全てにします。
タイムラインにある再生の三角ボタンをクリックして、アニメーションを再生してください。MoDynamics のアニメーションは、ほんの数ステッ
プで、すばやく簡単でありながら、面白いものができました。とりあえず、卵がゴムボールのように跳ねているので、ダイナミクスボディタグ
の属性マネージャにある豊富な設定の一つを調整してみましょう。。ここでは、摩擦の値を増やすとなだらかな動きになります。あとは、あな
たの思いつくまま、自由に設定を変更して、どんな面白いアニメーションができるか、オブジェクトを追加して作ってみてください。
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6. Tips と秘訣
・MoGraph クローナーオブジェクトには、オブジェクトモードが含まれています。多数のクローンは、リンクされているオブジェクトの
各ポイントに従って ( デフォルト設定 ) 自らの向きを決定します。また、多数のクローンによるスムーズなアニメーションを作成するには、
HyperNURBS を使用することも可能です。実際のポリゴンオブジェクトの代わりとして、クローナーオブジェクトによってこの HyperNURBS オ
ブジェクトが使用できます。HyperNURBS の設定次第では、エディタビューの表示におけるクローン数、またはレンダリングにおけるクローン
数を、HyperNURBS の分割数を使用して調整することが可能です。例えば、エディタビューではクローンが完全に不可視になる状態にしてお
いて、そのシーンをレンダリングするときには非常に多数のクローンが可視状態にする設定することが可能ということです。

・第 2 章でご説明した通り、ディレイエフェクタは、クローナーオブジェクトのキーが設定されたアニメーションのすべての動きを遅らせます。
例えば、多数のオブジェクトで構成されている顔を、別の顔に変形させたいとします : クローナーオブジェクトのモードをオブジェクトに設定
して、オブジェクトフィールドにおいて、あるオブジェクトを指定してください。すると各オブジェクトをキーフレーム毎に切り替えることが可能
になります。結果となるアニメーションは、次に続くフレームにおいて、各オブジェクトをある状態から次の状態へ単純に切り替わるので、ディ
レイエフェクタを適用できます。それによってクローナーオブジェクトがゆっくり変形します。

・信じられないかもしれませんが、MoGraph は、HAIR と組み合わせて使用することも可能です !

ポリゴンオブジェクトの上に、ヘアを生やします。そしてヘアオブジェクトを、そのポリゴンオブジェクトの子にして、次にそれを MoGraph クロー
ナーオブジェクトの子にしてください。すると、それぞれのアニメートされたクローンが、たったいま作成したばかりのヘアで覆われます‐これ
には HAIR ダイナミクスも含まれます ! それにより、私たちが作成したクイックスタートのシーンを、次に挙げる画像に似たようなものにするこ
とができます。

MoGraph と HAIR との組み合わせには、制限があるため注意が必要です。HAIR のダイナミクスは、クローンされる元のオブジェクトを参照
するため、それぞれのクローンに対して計算することができません。つまり、水平方向を向いたクローン上のヘアは、オリジナルオブジェクト
が縦になっても、横に落ちません。

・MoDynamics の精度や重力に関する設定は、を定義するプロジェクト設定にあるダイナミクスタブにあります。これらの設定は、シーン全
体に適用され、個別のクローナーオブジェクトやダイナミクスタグだけに、影響させることはできません。

それではさっそく MoGraph を使って楽しんで、楽しいアニメーションの作成をお楽しみください !
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ダイナミクス
このチュートリアルでは、CINEMA 4D のダイナミクス機能について紹介します。CINEMA 4D のダイナミクスは、あらゆるタイプのダイナミク
ス計算を作れる多様性を持った強力なツールで、オブジェクトの衝突判定、オブジェクト全般の動力、「モーター（動力）」を持った乗り物な
どを作成できます。ダイナミクスのシーンの通常の設定は、MoDynamics のシーンと似ているので、オブジェクトの衝突のような簡単なシーン
は、MoDynamics の章で行ったのでここでは行ないません。ここでは一歩進めて、モーター付きの車を「運転」してみましょう。
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「QS_eggloop_start.c4d 」を開いてください。

このシーンには、モーター付きのオールドタイマー（クラシックカー）と若干のオブジェクトが含まれており、これを多少設定を調整して、車を
「運転」してみましょう。

車のボディと車輪で構成されたポリゴンオブジェクトがあります。各車輪は、独立したオブジェクトとして作成されていますが、できるだけシ
ンプルにするために、このチュートリアルでは４つのプリミティブだけを使います。これから行うのは、タイヤを車のボディにリンクさせて、タ
イヤをモーターオブジェクトで回転させます。

最初に、モーターと２つのコネクタをメインメニュー : シミュレーション / ダイナミクスから作成します。

その３つのオブジェクトをオブジェクトマネージャで選択して、角度の H を 90°にします。

これでは、３つのオブジェクトは、車輪と同じ向きになりました。

次に、コネクタの名前をそれぞれ「Connector_front」と「Connector_back」変更にして、「Connector_front」を「wheels_front」の子オブ
ジェクトにして、「Connector_back」を「wheels_back」の子オブジェクトにします。そのあと、コネクタの各座標位置（X、Y、Z）を座標マネー
ジャで０にします。（適用ボタンを押すのを忘れないでください）モーターオブジェクトを、ポリゴンオブジェクトの「car」の子オブジェクトに
してください。

これは、座標位置を０にする必要はありません。これで、各エレメントの従属関係を定義するのに必要な位置と方向を各オブジェクトに設定
できました。早道としてはこのようになります：

「モーター」「Connector_front」「Connector_back」をオブジェクトマネージャで選択します。（複数選択するには、Ctrl / Cmd+ クリックします）

属性マネージャにオブジェクト A とオブジェクト B という 2 つのフィールドができます。このフィールドはオブジェクトのリンクに使いますモー
ターオブジェクトとコネクタには、それぞれ車のボディと車輪をリンクさせなければなりません。

オブジェクト A のフィールドに「wheels_back」オブジェクトをドラッグし、オブジェクト B のフィールドに「car」オブジェクトをドラッグします。

これで、3 つすべてのオブジェクトのリンクができました。

「Connector_front」オブジェクトは、「wheels_front」を選択する必要があるので、オブジェクト A のフィールドを「wheels_back」オブジェ
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クトに差し替えてください。

ビューポートとオブジェクトマネージャは、次の画像のような状態になっているはずです。

車が正しく設定され、あとはダイナミックな動きを追加する必要があります。これはダイナミクスタグの追加で行ないます。

ここで再度、複数選択で「wheels_front」「wheels_back」「car」「ground」のポリゴンオブジェクトを選択してください。選択オブジェクト
の一つを右クリックして、メニューからダイナミクスタグ / ダイナミクスボディを選びます。「ground」オブジェクトのダイナミクスボディタグを
選択して、ダイナミクスのパラメータをオフにします。（属性マネージャのダイナミクスタブ）
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地面は、衝突判定オブジェクトとして扱いたいですが、動いてほしくありません。

アニメーションを再生する前に、モーターにより動力を与えるために、トルクを 200 に設定します。（オブジェクトタブ）

アニメーションを再生すると、車が地面の上を走るのが分かります。別のサンプルとして、QS_Dynamics_final.c4d ファイルを開いていただく
と、オールドタイマーのトラックが、丘陵地帯を走るのがわかります。ぜひ、車の通り道に障害物を置いたり、地面を変形していろいろ実験
してみてください。ダイナミクスが反応して、自動的に変わります
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