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BodyPaint 3D スタンドアロン - パート1
基本機能
ここは	BodyPaint	3D のチュートリアルです。3D ペイントの世界の体験にあたり、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。このスタンドアロンクイックスタートチュートリアルマニュ
アルは２つのパートに分かれています。パート１では、基本機能の説明で、パート２ではより高度な機能を説明しています。このクイックスター
トマニュアルは、必要に応じて所定のファイルを開く必要があります。これらのファイルは Installation	DVD か、MAXONのホームページのダ
ウンロード	/	ドキュメントところから入手できます。

1. はじめに
このクイックスタートを分かりやすくするために、覚えるべきテキストやコツについては、分かりやすいように色をつけています。

覚えるべきテキストは、ライトブルーのハイライトになっています。

チュートリアルの作業中に何かうまくいかないとき、この色を探すと間違っているところを見つけるヒントなどが見つかるはずです。

BodyPaint	3D は、標準の「ダーク」スキームのレイアウトを使います。別のスキームも選べます。（メインメニュー :	編集	/	一般設定	/	インター
フェイス	/	スキーム）

あなたが BodyPanit	3D を購入前に体験版を使用しているか、BodyPanit	3D を購入済みかに関らず、この	BodyPanit	3D の素晴らしい可能
性については、すでに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るべく、何年も緻密に仕事をしてきました。この甲斐があっ
て皆様と３Dマーケットのニーズに沿った、創造性と新しい機能を提供しています。お客様や３D市場の要求を満たすためのアイデアやコンセ
プトが創造的に実現しました。

印刷、広告、デザイン、ビジュアルや映画といったあらゆる分野の仕事でも、BodyPanit	3D はアイデアの実現に必要なツールをすべて提
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、BodyPanit	3D なら多種多様な業界で通用する３Dの技術がすぐ習得できます。
BodyPanit	3D はあなたの仕事や趣味と創造力を結びつけ、イマジネーションに応じたどんなものでも作成できます。BodyPanit	3D は、あな
たにとって頼りになるパートナーとなることでしょう。

BodyPaint	3D はテクスチャを使ったワークフローに大革命をもたらし、今では欠かすことのできない存在にまでなりました。BodyPaint	3D
は、３D空間でモデルに直接ペイントができます。	このように革新的な方法で	BodyPaint	3D はオブジェクトにテクスチャ設定します。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、RayBrush 機能によりレンダリングした画像に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展開できます。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。（BodyPaint	3D は、BodyPanit	3D の機
能の一つで、インタフェースの右上にあるBodyPanit	3D のレイアウトからBodyPaint	3D を選ぶことで使えるようになります）
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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。

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、描画色設定

4. 属性マネージャウインドウ

1. レンダリングされたビュー

6. アイコンパレット（モード） 2. テクスチャ表示   
(UV メッシュ編集ウインドウ )

3. UV マネージャ

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

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でどう見える
かすぐに判り、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られます。オブジェクトに対して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。リラックスは手動でも調整できます。

4. 属性マネージャウインドウ

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、描画色設定

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 BodyPanit	3D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、階層の位置を変更したりできます。マテリアルマネージャは、拡張機能を備えたBodyPanit	3D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テクスチャと対応するレイヤを選択してペイントを開始するだけです。

6. ツールパレット

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同じような
機能を使ったことがあるかもしれません。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。面倒なUV 設定の準備なしで、すぐペイントができます。
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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_Start.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。

BodyPanit	3Dメインエディタウインドウの右上にある、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つのテクスチャを共有することになります。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、各チャンネルにベースの色を指定できます。

Claude は象のように灰色なのでこのボックスはこのままにしておきます。残りの設定はそのままにして、「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。これでベースとなるテクスチャが作成できたのでペイントが始めます。これまでにテクスチャ作成の経
験があれば、BodyPaint	3Dでの作業に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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3. クイックチュートリアル – 最初のペイントレッスン
左下のマテリアルマネージャ（マテリアルタブの中）にある「Mat」のすぐ隣に、作成したばかりのテクスチャが表示されています。	

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
の属性マネージャでサイズを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、サブディビジョンサーフェイスのエディタでの分割数を増やして下さい。目の画像はサブディビジョンサーフェイスがないと解
像度が低すぎるためです。（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。
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このアイコンによってビューがレンダリングされ、最終レンダリングの状態で、色とストロークの状態の状態を確認できます。

プロジェクションペイントをオンにします。(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、筆圧感知の
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。

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）。
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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
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、QS_BP3D_Final.c4d のファイルを読み込んで観察して下さい。
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4. UV編集
ここでは、UV編集についてより詳しく解説します。始めるに前に、UVがなにか理解していただくため、次のスクリーンショットをご覧下さい。

左側の球体のポリゴンは、オレンジの線で描かれています。球体のポリゴンメッシュに第２の見えない皮が覆われていると想像して下さい。そし
て、この皮を開いて、選択した位置に平らにして展開したものが、UVメッシュ（右側）になります。UVメッシュは、ポリゴンを複製して、平らにし
たものです。UVメッシュは、ポリゴンメッシュから独立して編集でき、ポリゴンのジオメトリには影響を与えません。

それぞれ独立したポリゴンは、それとリンクする対のUVを持っていますが、それぞれ独立して編集できます。独立して編集できるのは、UVに関
するポリゴンの形状のみで、たとえばカラーリングついてはそれぞれリンクしています。もし、UVが設定されているテクスチャの一部をペイント
した場合、UVとリンクしているポリゴンは、自動的にペイントされた色が塗られます。つまり、右側でペイントした結果は、即座にメッシュで確
認できます。逆に、左のメッシュをペイントすると、右側にペイントした結果が現れます。この説明で、UVに関する基本的な機能について把握い
ただけたのではないでしょうか。そして、あなたはUVをどのように編集するのか、なぜ重要なのか知りたいことでしょう。

このことをより理解していただくために、次に画像を作成しました。最初に知っておくべきことは、UVメッシュは、複雑なオブジェクトの場合、
上記のようにいつも整っている訳ではありません。複雑なオブジェクトのUVポリゴンは、展開したUV同士が重なることがあります。（BodyPaint	
3D が自動的に行った時など）個々のUVポリゴンは、個別にスケールできます。UVポリゴンは重ならないようにしなければなりません。た
とえば、ホットピンクをキャラクタの唇にペイントしたときに、唇のUVとキャラクタの首のUVが重なっていると、キャラクタの首までホット
ピンクで塗られてしまいます。つまり、首に口がある宇宙人をデザインしたのでなければ、あなたが望まない結果になってしまいます。

問題の状態をスクリーンショット：

右側にUVメッシュと基本のテクスチャがあります。テクスチャの一カ所を白くペイントしました。よく見るとUVポリゴンが重なっているのがわか
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ります。これは、テクスチャの同じ場所を共有していることになります。そのため、白い点は左の球体の２カ所に現れています。これは、UVポリ
ゴンか、UVポイントを手動で動かすか、BodyPaint	3Dの「リラックスUV」機能を適用することで修正できます。詳しい方法については追って説
明します。

UVポリゴンが重ならないようにした場合、次の問題が発生することがあります:

たとえば、ノイズバンプのテクスチャを均等に適用したい場合、UVポリゴンは同じサイズである必要があります。もし、いくつかのUVポリゴンが
他のものよりもとても大きい場合、ノイズバンプのテクスチャは他よりも細かく適用されます。

この問題に関するスクリーンショットを用意しました：

左の球体でハイライトしているポリゴン（赤）があります。右側のリンクしているUVポリゴンが同じく赤くハイライトしています。このUVポリ
ゴンが他のUVポリゴンに比べて明らかに大きくなっています。これは、周りのポリゴンを縮小したためです。右のUVポリゴンをご覧ください。
ハイライトしているUVポリゴンは、周辺のポリゴンよりも面積が大きくなっています。しかし、リンクしている実際のポリゴンのサイズは、周
辺のポリゴンと同じです。それに対応して、テクスチャのノイズは、レンダリング時に縮小されて、非常に細かいノイズテクスチャになります。

次のスクリーンショットでこの状態がはっきりとわかります:

	右の円で囲ったUVポリゴンは、左の球体の円で囲った場所と連携しています。

テクスチャの１のエリアは、2のエリアよりも荒くざらざらしています。これは、２のエリアのUVポリゴンが大きく、バンプがより細かく表示さ
れているためです。
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上記のシーンでは、2つのUVポリゴンを縮小して、球体の上から下に白い線を引いたものです。ここでは、UVポリゴンの大きさが、どのよ
うに線の太さに影響を与えるかを知ることができます。この二つの太さの異なるようにみえる線は、一つのストロークで描かれたものです。

では、もしあなたが大きさが異なるUVポリゴンに対して、絶えず変化するブラシの太さで芸術的なストライプを描こうとする場合、どうすれ
ばいいでしょうか？

答え :	プロジェクションペイントツールをお使いください。コマンドパレットに、次のアイコンがあります。

この賢い、小さなツールは、オブジェクトに対して常に同じ太さのブラシで、描くことができます。ペイントされた芸術的なストライプは、UV
が設定されたテクスチャ上では、線の太さが変化しています。次のスクリーンショットの線は、プロジェクションペイントで描かれた線です。
右側のUVメッシュ上では、線の太さが違うのがわかります。UVが小さくなっているところは、線が細くなっています。

これは非常に重要で、BodyPaint	3D の作業で最適な結果を得るには、この基本的な考えを理解していただく必要があります。

次に、UVツールについて見ていきましょう。QS_BP3D_02.c4dファイルを開いて下さい。このファイルには、ペイント用にUVを準備したカ
タツムリの頭が含まれています。最初に、インターフェイスの右上のレイアウトのポップアップリストをクリックして、デフォルトのレイアウトから、
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「BP	UV	Edit」のレイアウトに切り替えます。

BodyPaint	3D の UV 編集のインターフェイスに切り替わりました。UV 編集に特化した機能がこのレイアウトには含まれています。

次に、このUVに対応したマテリアルを作成します。左のコマンドパレットから、「ペイントセットアップウィザード」ツールのアイコンをクリッ
クします。

ウインドウが開くので、一番上の白いチェックマークをクリックし、続いて「次>>」を2回クリックして、「終了>>」をクリックして、最後に「閉
じる」をクリックします。

今回カラーチャンネル用のテクスチャを作成しました。右側にUVポリゴンが表示されています。もし、表示されていない場合、テクスチャ表示の
「UVメッシュ」メニューから「UVメッシュを表示」オプションを選んで下さい。
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「ペイントセットアップウィザード」は、キャラクタから「UVスキン」を手動で分ける手間を省いてくれ、きれいにテクスチャの上に展開してく
れます。ぱっと見た感じではメッシュはうまく展開されているようです。しかしながら、よく見てみると数カ所、赤く囲んでいるところは修正
が必要です。１と２はポリゴンが重なっていて、3と４については、サイズが小さすぎます。まずは、１のエリアを拡大してみましょう。

中心で２つのUVポリゴンが、重なっているのがわかります。これを修正するために、「UVポイント編集ツールを使用」をアクティブにします。
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それから移動ツールをアクティブにします。

そして、問題のポイントが、UVポリゴンに重ならないところに位置を変えます。

２〜４についても、この手順で修正することができます。次のスクリーンショットを参照して下さい:

問題の箇所が修正されたので、メッシュにペイントすることができます。

ここでは、手動で問題点を修正する方法を紹介しました。しかしながら、BodyPaint	3D には、複雑なUVポリゴンを自動的に「リラックス」
させるツールもあります。このツールについてはこれから紹介します。
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「QS_BP3D_03.c4d」を開いて下さい。サルの鼻と口だけジオメトリがあります。これはデモンストレーションに最適です。（なお、このチュー
トリアルの作成のために虐待された動物はいません。すべての動物はバーチャルタレントです！）

もし、レイアウトが「BP	UV	Edit」でない場合は切り替えて下さい。

「ペイントセットアップウィザード」を開始します。

２回、「次>>」をクリックして、「終了」押した後、最後に「閉じる」をクリックします。最初の作例のようにUVメッシュがウインドウの右に
表示されます。左側のコマンドパレット左側のコマンドパレットから「UVポリゴン編集ツールを使用」を選び、インターフェイスの右下にある
UV マネージャから「UV マップ」タブを開きます。そして、UV マップタブの中の「投影法」ページに行きます。
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「投影法」から「正面」をセットします。他のタイプの投影法も対応するボタンクリックして、投影法にどのような違いがあるか確認できます。
違いを確認した後、「正面」に戻して下さい。

「正面」モードは、エクティブなエディタビューが、反映されます。サルの顔のために、なぜこのモードを選んだのかわかります。

サルの鼻の部分のUVポリゴンが、重なっているのが見えます。BodyPaint	3D の「リラックスUV」ツールを使い、この問題を直します。

UV マネージャの「UV マップ」タブから、「リラックスUV」ページを開きます。このページに、「適用」ボタンがあります。「境界ポイントを固定」
と「隣接しているものに固定」オプションのチェックが外れた状態にして、「適用」ボタンをクリックします。UVメッシュは、おそらく十分リラッ
クスしているはずです。

左 :	「リラックスUV」を適用前　右 :	「リラックスUV」を適用後

それぞれのUVポリゴンは他のポリゴンと隣り合い、重なったUVポリゴンはありません。これを手動で行うことは事実上不可能ですし、実際
やるとなると嫌になってしまうでしょう。さあ、これで UVメッシュはペイントするための準備ができました。わずか数ステップで、あなたの
本来の目的であるUVメッシュへのペイント作業に集中できます。

人間の顔のようなオブジェクトをきれいに展開するには、動かしたくないUVポイントを予め選択して、リラックスUVの選択ポイントを固定
にチェックを入れて実行するとその点は動かないので、目や鼻、輪郭などが残った状態で UVリラックス可能です。
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5. BodyPaint 3D 変換プラグイン
はじめるまえに、重要なルールをお伝えします。

初期設定では、BodyPaint	3D は、レイヤを持つことができる画像を .tif 形式で保存します。しかし、この画像は他のソフトで読み込んだり、
再保存された場合、レイヤ情報はなくなります。もし、画像編集にPhotoshop をお使いの場合、.psd（Photoshop）形式で保存する設定に
して下さい。

BodyPaint	3Dと他の外部アプリケーション（Maya、3ds	Max、Softimage、LightWave	3D）とやり取りに必要はファイルは、BodyPaint	
3D のフォルダ内にある「Exchange	Plugins」フォルダか、www.maxon.net のダウンロードページにあります。必要なファイルをすべ
て、適切なディレクトリにコピーして下さい。もし、Maya を使っている場合、ファイルがロードされ、スクリプトマネージャを使って、
BodypaintExchangeLoadPlugin.mel;	BodypaintExchangeUI.mel;	usersetup.mel が実行される必要があります。（詳細は、BodyPaint	3D
のヘルプを参照して下さい）

Maya の場合、テクスチャと一緒にオブジェクトを変換するには、次のメニューコマンドを実行します。

あなたが使用されているソフトウェア用の BodyPaint	3D	exchangeプラグインの入手先については、BodyPaint	3D のリファレンスドキュメン
ト（メインメニュー :	ヘルプ）を参照してください。オブジェクトの変換はとても簡単です。オブジェクトを選んで、Send	to	BodyPaint コマン
ドを使ってBodyPaint	3D に送るだけです。（BodyPaint	3D は、自動的に起動します）BodyPaint	3Dでオブジェクトにペイントしたら、Send	
Scene	Back コマンドで元のアプリケーションに戻します。

ジオメトリ、マテリアル、ライト、UV、その他テクスチャデータは変換されます。BodyPaint	3D のリファレンスマニュアルでは、変換プラグイ
ンの設定方法が詳しく説明されています。以下の情報はMaya のものになります。
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MAC
[Maya 5]

Macintosh HD / Applications / Alias Wavefront / maya 5.0 / maya
•	Maya の実行ファイルを右クリックして、パッケージの内容を表示を選びます。

		パスは次のようになります:	Contents	/	MacOSClassic	/	plug-ins.

•	スクリプトのパスはこちら :	Macintosh	HD	/	Users	/	Shared	/	Alias	/	maya	/	scripts.

[Maya 6]

Macintosh	HD	/	Applications	/	Alias	/	maya	6.0	/	maya

•	Maya の実行ファイルを右クリックして、パッケージの内容を表示を選びます。

		パスは次のようになります:	Contents	/	MacOS	/	plug-ins.

•	スクリプトのパスはこちら :	Macintosh	HD	/	Users	/	Shared	/	Alias	/	maya	/	scripts.

[Maya 6.5]

Macintosh	HD	/	Applications	/	Alias	/	maya	6.5	/	maya

•	Maya の実行ファイルを右クリックして、パッケージの内容を表示を選びます。

		パスは次のようになります:	Contents	/	MacOS	/	plug-ins.

•	スクリプトのパスはこちら :	Macintosh	HD	/	Users	/	Shared	/	Alias	/	maya	/	scripts.

[Maya 7]

Macintosh	HD	/	Applications	/	Alias	/	maya	7.0	/	maya

•	Maya の実行ファイルを右クリックして、パッケージの内容を表示を選びます。

		パスは次のようになります:	Contents	/	MacOS	/	plug-ins.

•	スクリプトのパスはこちら :	Macintosh	HD	/	Users	/	Shared	/	Alias	/	maya	/	scripts.
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PC
[Maya 5]

•	Plugin:	C:	\	Programs	\	AliasWavefront	\	Maya5.0	\	bin	\	plugins

•	Scripts:	C:	\	Documents	and	Settings	\	username	\	My	Documents	\	maya	\	5.0	\	scripts.

[Maya 6]

•	Plugin:	C:	\	Programs	\	Alias	\	Maya6.0	\	bin	\	plugins

•	Scripts:	C:	\	Documents	and	Settings	\	username	\	My	Documents	\	maya	\	6.0	\	scripts

[Maya 6.5]

•	Plugin:	C:	\	Programs	\	Alias	\	Maya6.5	\	bin	\	plugins

•	Scripts:	C:	\	Documents	and	Settings	\	username	\	My	Documents	\	maya	\	6.5	\	scripts

[Maya 7]

•	Plugin:	C:	\	Programs	\	Alias	\	Maya7.0	\	bin	\	plugins

•	Scripts:	C:	\	Documents	and	Settings	\	username	\	My	Documents	\	maya	\	7.0	\	scripts

MacOSと異なり、Maya スクリプトは、Windows の各ユーザーごとにインストールする必要があります。
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6. コツと秘訣
BodyPaint	3D 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イスにも同時に塗られます。ただし、このオプションをオンの時に、目的でないオブジェクトが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、サブディビジョンサーフェイスの
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、該当するサブディビジョンサーフェイス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メッシュがサブディビジョンサーフェ
イス	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、エッジが１つのポイントに集中するようなUVメッシュにしないで下さい。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。BodyPanit	3D	/	BodyPaint	3D 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。

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。



26 BodyPant 3D R16 クイックスタート

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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BodyPaint 3D R16 スタンドアロン パート 2
追加機能
1. はじめに
あなたが BodyPanit	3D を購入前に体験版を使用しているか、BodyPanit	3D を購入済みかに関らず、この	BodyPanit	3D の素晴らしい可能
性については、すでに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るべく、何年も緻密に仕事をしてきました。この甲斐があっ
て皆様と３Dマーケットのニーズに沿った、創造性と新しい機能を提供しています。お客様や３D市場の要求を満たすためのアイデアやコンセ
プトが創造的に実現しました。

印刷、広告、デザイン、ビジュアルや映画といったあらゆる分野の仕事でも、BodyPanit	3D はアイデアの実現に必要なツールをすべて提
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、BodyPanit	3D なら多種多様な業界で通用する３Dの技術がすぐ習得できます。
BodyPanit	3D はあなたの仕事や趣味と創造力を結びつけ、イマジネーションに応じたどんなものでも作成できます。BodyPanit	3D は、あな
たにとって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
BodyPanit	3D	Release	16 は、さらなるスピードアップとワークフローの改善を行い、多くの新機能を提供します。R16 の新機能については
www.maxon.net でご覧いただけます。

BodyPanit	3D を起動して、最も重要なステップから始めましょう。BodyPanit	3D 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 :

ビューポート ( 透視ビュー )

アイコンパレ
ット（モード）

マテリアルマネージャ 座標マネージャ

属性マネージャ

オブジェクトマネージャアイコンパレット（ツール）

レンダリングされたビューポート
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ライトブルーの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、パラメトリックオブジェクトグループの選択ウインドウが開きます。
ここには BodyPanit	3D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。

２番目のアイコンをすばやくクリックすると、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。次の作業を始める前に立方体の分割数を増やします。画面の右下にある属性マネージャにあ
るX	/	Y	/	Z	方向の分割数のそれぞれ値を3のします。

注意 : パラメトリックオブジェクトのポイントやエッジ、ポリゴンを編集するには、ポリゴンオブジェクトに変換する必要があります。オブジェ
クトが最初に作成される場合、パラメトリックオブジェクトです。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（ターコイズ色の球体が、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、ジェネレータオブジェクトです。これは、最も大切なサブディビジョンサーフェイスオブジェクトです。

ポリゴンオブジェクトが	サブディビジョンサーフェイス	オブジェクトの子オブジェクト（サブディビジョンサーフェイスオブジェクトを作成して、
オブジェクトマネージャでポリゴンオブジェクトをサブディビジョンサーフェイスにドラッグ&ドロップ）になっている場合、メッシュはより細か
く（仮に）分割されます。見た目も細かいポリゴンで構成されます（オブジェクトは自動的に、なだらかでに丸く見えます）次のスクリーンショッ
トのように、外側のメッシュ（ライトブルー）が立方体ポリゴンの実際の分割を表示しています。
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内側のメッシュ（黒）はさらに細かく、サブディビジョンサーフェイス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、ビューポー
トメニューのオプションメニューからIsoline編集を選び（オフの状態にする）、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、オブジェクトの状態がエディタではっきりわかると思います。左のアイコンパレットにあるポリゴンモードに切り替えま
す。ただし、このチュートリアルでは、ポリゴンオブジェクトやプリミティブオブジェクトにサブディビジョンサーフェイスオブジェクトを適用した
効果がもっともよくわかります。立方体の分割状態が分かり、最終結果を簡単に確認できます。

特にモデリングではとても有効です。オブジェクトにはわずかなポイント（エッジやポリゴン）だけなので、これだけで編集できると非常に管
理しやすくなります。オリジナルのワイヤーフレームのポイントを一つドラッグすれば、細かく分割されたサブディビジョンサーフェイスのメッシュ
がドラッグされたポイントに追従します（次の画像は同じ立方体です。一方がサブディビジョンサーフェイスありで、もう一方がサブディビジョ
ンサーフェイスなしです）。

細かく分割されたポリゴンオブジェクトのモデリングは、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にとどまります。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りま
せん。
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3. 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しないとつまらなく見えます。テクスチャは色、反射、構造など、モデル
の表面に重要な属性を与えます。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
等で凸凹な見た目にします。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形します。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）を与え、人間の肌やロウソクといった透き通るような質感にします。短くまとめると、テクスチャはオブジェ
クトの雰囲気、色や表面の構造を構成に必要不可欠で、オブジェクトの形状と同じぐらい重要です。

各マテリアルチャンネルの概要から始めましょう。

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」にします。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敗な
どを表現できます。設定により、反射、発光チャンネルのそれぞれに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。

反射：マテリアルに鏡面反射とハイライト、ハイライト色の性質を与えます。

環境：擬似的に環境を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値で、サーフェイスの高さと深さを擬似的に表現します。

法線 : このチャンネルは、「法線（ノーマル）テクスチャ」を使うためのものです。法線は、ローポリゴンオブジェクトに必要な要素を持っ
たRGBテクスチャを適用することでハイポリゴンのように見せることができます。ハイポリゴンのオブジェクトをローポリゴンオブジェ
クトに置き換えることで、レンダリング時間を抑えながら、見た目は同じような結果が得られます。

アルファ：テクスチャの透過度をマテリアルのグレースケールで指定します。黒は透過度100％で、白は不透明になります。

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。
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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「作成	/	新規マテリアル」を選択します。

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、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
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
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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。現在虹彩の画像は眼球に対して、
右にずれているように見えます。これを確認するために両方の eyelid( まぶた ) のサブディビジョンサーフェイス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。

サブディビジョンサーフェイス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。



38 BodyPant 3D R16 クイックスタート

このテクスチャタグ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。

「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。
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たとえば、CINEMA	4D	Visualize もしくは CINEMA	4D	Studio をお使いの場合、SSS: 内部拡散反射のシェーダを使うと人間の肌を非常にリア
ルにレンダリングできます。このシェーダを発光チャンネルに適用（テクスチャの左横に横にある小さな三角をクリックして、特殊効果 /SSS:
内部拡散反射を選んでください）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、ロウソクや翡翠などに
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作成	/	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- 金属は光沢のある質感表現に大変適しています。	 Banzi- 木材は、様々な種類の木目を描写します。

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。



41BodyPant 3D R16クイックスタート

4. クイックチュートリアル ー ライト
「現実世界」のシーンでライティングに慣れている方にとっては、BodyPanit	3D	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としてよく使われるすばらしい照明方法で、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。

QS_Light.c4d を開きます。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。「作成 / 環境	/	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つように位置を
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。「作成	/ライト	/	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。

BodyPanit	3D 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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ライトがスポットライトに変更されました。スポットライトはフラッシュのように働きます。BodyPanit	3D 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（Cmd	/	Ctrl	+	r	）します。

これでオブジェクトに対して、ライトが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。BodyPanit	3D のライトは実際のライトより優れた点として、影の種類を選択できるだけでなく必要に応じて影の有無も選べます。
これはどんなスタジオカメラマンにとっても、大変便利です。

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。影が完全に黒くならないように、少し影の
濃度を落としましょう。

「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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BodyPanit	3D	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）」はシャープな輪郭を持った影、「シャドウマップ（ソフト）」
はソフトな輪郭の影、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、最もリアルな影の表現になります。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るようです。次の手順で変更します。属性マネージャの詳細メニューに切り替え、「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。
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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できます。（もし、ご使用のグラフィックカー
ドがサポートしている場合、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）:	オプション/ 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。）

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。

シーンに新規のライトを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照明して、コントラストを少しソフトにします。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、	もう少し生き生きとさせてみましょう。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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通常であれば、無限遠ライトの位置はシーンを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面白い色の輪郭ができ、
背景から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。全方向ライトをうまく使うと、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。通常ライトが
少ない方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すべてのライトの
緑のチェックマークをオフにします。これでそのライトの影響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照明位置を決める最高の秘訣があります。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からの視点」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、エディタビューのカメラメニューの「使用カメラ	/	デフォルトカメラ」を選びます。
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5. クイックチュートリアル ー レンダリング
これまで駆け足で、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。
BodyPanit	3D 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）

最も自分がやりやすい方法で行って下さい。頻繁にエディタビューを全体をレンダリングする必要はなく、一部分だけで充分な場合があります。
そんなときは、「レンダリング	/	部分レンダリング」を選択します。カーソルが十字型に変わるので、レンダリングしたい範囲をドラッグして囲
みます。
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他にも、特定のオブジェクトだけレンダリングできます。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。	

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。
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エディタビューでレンダリングするとシーン全体を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できません。画像やアニメーショ
ンを保存するには、「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。

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、タイプを選択されたフレームから
アニメーションに変更して、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（メインメニュー :	レンダリング/レンダリング設定を編集 ...）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。
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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。

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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スカルプト
スカルプトのクイックスタートチュートリアルへようこそ。CINEMA	4D	R14から導入された強力な新しいスカルプトツールにより、包括的なオー
ガニックモデリング機能がユーザに提供されます。このチュートリアルでは、CINEMA	4D のスカルプトツールの使い方と下図のようなオブジェ
クトの作り方を紹介します。

左はベースオブジェクトになりますが、細部のディテールがなく、見た目は少し味気ないですね。右側は同じオブジェクトをスカルプトツール
で修正したものです。豊富なツールセットを使うことで非常に詳細なサーフェイスを作成できます。このチュートリアルを完了した後、各ツール
でどんなことができるか、ぜひいろいろ触りながら、体験してみてください。

どの導入チュートリアルは、CINEMA	4D の基本的なスカルプト機能の紹介を目的としているため、頭部のスカルプトのみとなっています。
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実際に作業を始める前に、モチベーションを上げるために、この亀の完成版を見ておきましょう。

©Augenpulver-Design, www.augenpulver-design.de
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「Sculpting_Turtle.c4d」を開いてください。

インタフェースの右上のレイアウトのドロップダウンメニューからSculpting を選んでください。

スカルプトを始める前に、オブジェクトを選択して分割する必要があります。オブジェクトマネージャの右にあるオブジェクトタブをクリックし
てください。パラメトリックオブジェクトのプリミティブ（立方体、トーラスなど）から作業を始める場合、あらかじめオブジェクトを選択して
編集可能な状態にするアイコンをクリックするか、"c" キーを押してポリゴンオブジェクトに変換してください。
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オブジェクトマネージャで「head」オブジェクトを選択してください。左のアイコンパレットのモデルモードを使うがオンになっていることを確
認して下さい。なっていなければ、モードを切り替えてからオブジェクトマネージャをスカルプトレイヤタブに切り替えてください。

次に、分割ボタンを 6回クリックしてください。最初のクリックで、ポリゴンオブジェクトをスカルプトオブジェクトの変更され、オブジェクト
に自動的にスカルプトタグを追加します。1回目のクリックでは、メッシュのスカルプトレベルは 0になっていますが、クリックするたびにメッ
シュはどんどん分割されていきます。6回クリックすると、メッシュの分割レベルは 5になっているはずです。（分割レベルはスカルプトレイヤ
タブのレベル欄に表示されています）また、ワイヤーフレームの表示はポリゴンモデリングでは便利ですが、分割レベルが高いスカルプトでは
どうしても邪魔になってしまいます。スカルプト時にポリゴンメッシュのワイヤーフレームが邪魔な場合は、盛り上げブラシを選択して、キーボー
ドのWキーを押してください。

これでワイヤーフレームが非表示になります。もう一度押すと表示されます。ブラシストロークをアンドゥしたい場合は、アンドゥボタンを押す
だけです。また、一般的にスカルプトを行うには、マウスで操作するよりもグラフィックタブレットの方が便利で、より正確にストロークをコ
ントロールできます。

ベースオブジェクトにスカルプトレイヤを追加しましょう。スカルプトレイヤタブで、レイヤメニューからレイヤを追加を選びます。次に、盛り
上げブラシを選択して、属性マネージャでステンシルタブに切り替えます。スカルプトプロジェクトにある「tex」フォルダから、Turtleskin.png
テクスチャをステンシルの画像フィールドにドラッグ&ドロップします。もしくは、画像フィールドの右にあるボタンをクリックして、ダイアロ
グウィンドウからテクスチャを選択でも大丈夫です。
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© dimitris katsafouros
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選択したステンシル画像がビューポートに表示されます。属性マネージャの透過で透明度を調整できます。最初は、値を 0.5にしておくと調
度良いでしょう。もし、ステンシルの画像がビューポートに表示されていない場合は、属性マネージャのステンシルタブにあるステンシルの表
示を有効にします。属性マネージャのステンシルタブにあるオプションのタイルX、タイルYにチェックを入れます。これでステンシル画像の
外にあるオブジェクトのサーフェイスに対しても、確実にステンシル効果が適用されます。最後に、ステンシルのサイズを調整する必要があり
ます。ブラシによるステンシルの適用結果は、ステンシルとオブジェクトのサイズによって決まります。つまり、オブジェクトとカメラの距離に
合わせて、ステンシルのサイズを拡大や縮小をして調整しなければなりません。ステンシルは、カメラのビューの角度に対して常に平行に位
置しています。ステンシルをスケールするには、属性マネージャのステンシルタブにあるスケールパラメータで変えるか、Tキー	+	右マウスボ
タンを押しながらドラッグして、希望のサイズに調整します。なお、ブラシの設定タブで、サイズを50、筆圧を5%にしておきます。
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次に、ビューポートを横から見た状態に切り替え、スカルプトレイヤでレイヤ１を選択した状態で、ブラシで亀の頭部をペイントしてください。
ビューの角度を変えながら、隠れている部分にもステンシルを適用していきます。なお、カメラからオブジェクトまでの距離は変えずに、カメ
ラの角度だけを変えてください。そうしないとステンシルのサイズが変わってしまいます。ペイントが終わって結果を確認する場合は、Qキー
を押すとステンシル画像が非表示になります。（もう一度押すと再度表示されます）

ヒント:	もし、グラフィックタブレットをお使いの場合、サイズと筆圧の右横にある fx ボタンをクリックすると、ペンの筆圧などをパラメータ
とリンクさせることができます。亀の頭部の状態が次の図のような状態になるようにしてください。



57BodyPant 3D R16クイックスタート

ステンシルのサイズはそのままで、オブジェクトをズームして、次の図とサイズを合わせてください。

ブラシサイズを10 に下げて、唇とまぶたの部分をペイントしてください。次のような状態になるはずです:

次のステップでは、マスクを適用します。スカルプトパレットの下の方にあるマスクボタンをクリックしてします。先ほどと同じように新しいス
カルプトレイヤを追加します。サイズの値は10 のまま、筆圧を5%にします。レイヤ2が選択された状態で、亀の首の部分を下の図のような
状態になるようにペイントします。
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ヒント:	Ctrl キーを押しながらペイントするとマスクを消すことができ、Shift キーを押しながらペイントすると、境界をぼかすことができます。
通常のスカルプトブラシでは、Shift キーを押しながらペイントすると、スムーズ効果が適用されます。また、Cmd	/	Ctrl キーを押しながらブ
ラシを適用するとブラシ効果の影響方向が逆転します。つまり、盛り上げブラシなら凹むようになります。

次に、スカルプトパレットのマスクを反転ボタンを押して、盛り上げブラシを選択します。ブラシサイズを50 にして、筆圧を5%にします。頭
部のサーフェイスをこれまでと同じようにペイントすると、マスクされた部分には盛り上げブラシが影響していないのがわかります。

スムージングに関するヒント:	喉の部分のスムージングを行うにあたり、レイヤ1に対しては影響を与えたくありません。（せっかくのウロコの
凹凸がなくなってしまいます）影響を与えないようにするには、スムージング作業を行う間レイヤ1を非表示にしてください。
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最終的な結果は、下図のような状態になっているはずです:

亀の頭部の最後の仕上げとして、もう一つのブラシ :	ナイフブラシを使います。スカルプトパレットのマスクをクリアボタンを押してマスクを削
除してください。もしくは、スカルプトレイヤタブにマスクのチェックを外しマスクを隠します。この場合後からマスクを再度使用することがで
きます。新しいレイヤを追加して、ナイフブラシを選択します。筆圧を10%に設定して、つまむの値を 0.25にします。次の図のように、鼻の
横に沿って谷間を作るようにペイントしてます。
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これで、亀の頭部のスカルプトが完了しました。あとは、オブジェクトを焼成します。焼成機能は数百万ポリゴンのオブジェクトを現実的なポ
リゴン数に減らしながら、レンダリングでは同じ結果になるようにする機能です。焼成で作成された変位と法線テクスチャは、レンダリング
時にジオメトリを分割するので、ビューポートではローポリゴンのオブジェクトで作業しながら、レンダリング時には詳細なディテールを表現
できます。焼成は、スカルプトされたサーフェイスには影響しません。オブジェクトをベイクするには、スカルプトパレットのスカルプトオブジェ
クトを焼成ボタンをクリックし、次の図のような設定を使います:

すべての設定が終わったら、焼成ボタンをクリックします。レンダリングする前に、元のオブジェクトを隠すことを忘れないでください。忘れると、
ハイポリゴンとローポリゴンの両方のオブジェクトが同時にレンダリングされてしまいます。

今回のチュートリアルで、既存のオブジェクトを使ったスカルプトの基礎でしたが、もちろん、シンプルな球体から始めることもできます。た
とえば、CINEMA	4Dでスカルプトツールを使って、複雑なオブジェクトを作る場合、球体や他のプリミティブを作成して、編集可能（Cキー）
にすれば、ほぼ制限無くスカルプトが行えます。
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© Toni Ramon Sanchez

© Josh Grundmeier - www.fuseanimation.com
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