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まえがき
MAXONは、新しいCINEMA	4D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。インター
フェイ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. イントロダクションビデオ
・	レベル：3D 初心者で、CINEMA	4D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/en/support.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：メインメニュー :	ヘルプ

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/ヘルプを表示 ...）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、本製品とダウンロードマニュアルでは、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USBスティックもしくは、MAXONのウェブサイトもしくはオンラインアップデータを通じてダウンロードでき
ます。



© Dimitris Katsafouros
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CINEMA 4D R18 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が身についていることでしょう。このクイックスタートで
使用するファイルは、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、Installation	USBスティックか、MAXONのサイト(www.
maxon.net) のサポートページのドキュメンテーションからダウンロードできます。

 
© www.station-nullzwei.de

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。

あなたが CINEMA	4D を購入前に体験版を使用しているか、CINEMA	4D を購入済みかに関らず、この	CINEMA	4D 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、CINEMA	4D 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、CINEMA	4D 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。CINEMA	4D 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。CINEMA	4D 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
CINEMA	4D	Release	18 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。R18R の新機能については
www.maxon.net でご覧いただけます。

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 :

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 CINEMA	4D 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. サンプル画像

                      © Clement Vaucelle © Marco Dattilo - www.marcodattilo.com

© Erdal Ugur - www.apachedesign.com
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© Soonyup Song – leoncafe1@gmail.com

© Josh Grundmeier - www.fuseanimation.com
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CINEMA	4D でのナビゲーションを続けましょう。

一番左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、ビューを上下左右に移動できます。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ビューが分割された状態で使えます。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、エディタで好きな方向にオブジェクトがドラッグできます。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、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
クトがロックされた軸方向以外に移動することを防ぎます。どの軸もロックされている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、オブジェクトを特定の軸に沿ってスケールできます。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します。

	 重要 : もし、ポイント編集モードもしくはエッジ編集モードの場合、選択されたポイントかポリゴンだけがスケールされます。なお、立方体を
編集可能にすると、小さなオレンジ色のハンドルは見えなくなります。

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。オブジェクトの周囲に 3
つのリングがあるのが分かります。リングの一つをクリックしながらドラッグすると、対応する軸で回転します。（ピッチ・ヘディング・バンク）。
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© Dimitris Katsafouros

© Kay Tennemann / mostyle.tv
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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。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。もし、
このチャンネルのパララックスオフセット機能が有効な場合、結果はよりリアルなものになります。しかし、変位と品質が同じという
わけではありませんが、パララックスのオプションはレンダリング時間が圧倒的に短くなります。

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 installation	USBスティックから読み込みます。	

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
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、
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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。
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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。
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© Marco Dattilo – www.marcodattilo.com
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© Enrique Rueda – www.amscenes.com

5. 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、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。
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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。

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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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。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（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。CINEMA	4D 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。
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「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。	

 

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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© www.kingcoma.com
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6. コツ と秘訣

© Uli Staiger - www.dielichtgestalten.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 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。

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
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。真摯な３Dアーティストなら本棚や資料には、写真、照明、ディレクション、
演技、画像作成や絵画に関する書籍が入っていることでしょう。こうした貴重な情報はすべてオンラインで見つけることもできます。

インターネットは常時変化するので検索エンジンで CINEMA	4D をキーワードにして検索するのは良いアイデアでしょう。

インターネットは、モデリングするものの情報を見つけられます。画像検索を使えば、どんなオブジェクトでも写真や絵を見つけることができ
るでしょう。通販カタログもオブジェクトがどんな見え方をしているか参考になるはずです。

プロがモデリングしたオブジェクトやハイエンドなテクスチャを探しているならwww.turbosquid.com もチェックしてみてください。このサイ
トでは、そうしたオブジェクトやテクスチャデータを購入したり、フリーデータをダウンロードして、自分のシーンに加えたり、自分の制作の
参考にしたりできます。
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テクスチャはインターネット上で見つけることができます。ただしほとんどの画像は著作権に守られており、商用利用することはできません。
ですのカメラで写真を自分で撮影して、テクスチャにするほうがいいでしょう。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います。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。まず何をするかを考えてから、技術を習得してくだ
さい。

© www.meusch.com



26 CINEMA 4D R18 クイックスタート

BodyPaint 3D
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。

© Kaan Özsoy - www.idapictures.com

1. はじめに
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、CINEMA	4D の機能
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の一つで、インタフェースの右上にある CINEMA	4D 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）

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。

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 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、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 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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© Stefan Tsvetkov – render3.cghub.com  © Valentino Szemere – www.apaxcreativi.ch

 © Victor M. Jiménez – alvi3d.blogspot.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_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。

CINEMA	4D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。
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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。

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。
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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）。

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。
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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。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。

4. コツと秘訣
CINEMA	4D	/	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。CINEMA	4D	/	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。
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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。
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© Marco Dattilo – www.marcodattilo.com

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。

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	/	レンダリング設定を編集 ...）の「特殊効果 ...」ボタン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」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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2. 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。
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）

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。
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。
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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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3. クイックチュートリアル – グローバルイルミネーション
皆さんご存知のように、現実の世界では光は独自に拡散し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つの部屋の壁に窓が１つあると想像して下さい。ライトから放たれた光が窓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。部屋は拡散された光（間接照明）によって照らされています。

レイトレーシングでは、この間接照明を考慮しません。例えば照明が１つだけ使用されている場合、影の中にある他のすべては見えなくなりま
す。これまで壁の穴から光源が入る部屋のヴァーチャルなシーンを作成した経験があるかも知れませんが、ヴァーチャルな世界の光源はオブジェ
クトに当たるとそれを照明するだけで、光はそれ以上広がりません。しかし、グローバルイルミネーションは違います。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なら、ライトが一つもなくて
も照明ができます。新規ファイル（何もないシーン）を開きます。「作成	/	環境	/	空」で空オブジェクトと、「作成	/	環境	/	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。トーラス（作成	/	オブジェクト	/	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間接照明で照明します。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新規マテリアルを１つ作成 ( 作成		/	新規マテリアルか、マテリアルマネージャの空いているところをダブルクリック)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「反射」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。

別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。	



47CINEMA 4D R18クイックスタート

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	/	レンダリング設定を編集」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。

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、照明を自動的に入れます。GI を使用中は、自動照明機能は自動的にオフにな
り、シーンを明るくなり過ぎるのを防ぎます。

「作成	/	オブジェクト	/	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（マテリアルマネージャで Ctrl+ドラッグ）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。
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次に青色の球体をライトとして使うことにします。この球体はカメラから見える必要はなく、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、球体そのものはカメラから見えないようにします。

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。

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、概要を説明します：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。
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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、
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。どのようにするか見ていきましょう。
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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。

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
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ることができません。

CINEMA	4D の ProjectionM	Man のシーンに戻ります。インターフェイ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。

コツ :	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。

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 :	作成	/	カメラ	/	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。
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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：

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、新しい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。ロングショットでより複雑なカメラアニメーションを行うためや、マッピングを補うために、さらにカメラを追加できます。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 棟のビルがある街全体をテクスチャ設定する場合などに、とても便利です。
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7. コツと秘訣
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決断しなければならないことはよくあります。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、変更はいつでも可能です。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。

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むと、GI のシーンで照明として機能します。オブジェクトが画像のカラーで
発光します。ここで HDRI を使用するとよりいい雰囲気なります。HDRI は輝度情報を持つ特別な画像フォーマットで、照明効果には最高の選
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生き生きとすることができます。「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られます。「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。	
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© www.meusch.com

 
© www.segnoprogetto.it
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© Victor M. Jiménez – alvi3d.blogspot.com
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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・フォトリアリスティック・レンダラー（Non-Photorealistic	Renderer）の頭字語であるNPR は、
高度な写実的画像の生成とは逆の働きをします。たとえばセルアニメ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をアニメ風にしたい場合は、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、さまざまな可能性を
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できるはずです。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。
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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	/	レンダリング設定を編集 ...」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。

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）レンダリングするか指定します。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する
必要はありません。いろんな種類の sketch	マテリアルを作成して、オブジェクトごとに指定できます。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同じように、どのマテリアルチャ
ンネルの中に設定できますが、発光チャンネルに設定するようにお勧めします。Sketch のシェーダは独立して働くことができるので、レンダ
リング設定で 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印刷やスクリーントーン風に、「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

© Johan-Bernd Zweverink
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 © Michael Stehle Design

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で、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るようにします。

「QS_SaT_Start.c4d」を開いて下さい。

マテリアルマネージャで「作成	/	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「反射」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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ヒント:	マテリアルは、マテリアルマネージャで選択（ワンクリック）しても編集できます。マテリアル設定がインタフェースの右下にある属性
マネージャに表示されます。こうすることにより、別のフローティングウインドウを開かずにすみます。マテリアルをダブルクリックすると、マ
テリアル編集が開きます。

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、私たちのキャラ
クタにはあまり適しません。カラースライダをダブルクリックして新しいグラデーションのカラーを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_middle」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。



64 CINEMA 4D R18 クイックスタート

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ると
他のキャラクタ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_
back」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。

メインの属性マネージャで追加した Sketchマテリアルを選択して、プリセットを Pencil	(Soft	Sketch) に変更して、シーンをレンダリングしてく
ださい。
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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。

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。
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5. コツと秘訣
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、膨大な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 の柔軟性を積極的に使いこなしましょう。一つのシーン内で、異なったスタイルを
各オブジェクト個別に指定できるように、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。

まず初めは、数えきれない程のプリセットを使って Sketch	and	Toon の知識を身につけて下さい。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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              © www.station-nullzwei.de für Conze Informatik GmbH
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© Takagi Leon
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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る「動きのあ
るキャラクタを、すばやく作成すること」は、ほとんどの人が、なんとか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。

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キャ
ラクタのアニメーションを作成できるかどうか」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、ものすご
く長く引き伸ばされた腕」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。
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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、アニメーション設定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（ジョイントとリグの作成）
最初に、CINEMA	4D のキャラクタ・リグの作成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「基本ポーズ」(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、それぞれの追加したポーズに対して、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、一つのタグ内に収納されています。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
を変更してはいけないかどうか」の心配は不要です。各ポーズはそのまま連動します !	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。

VAMP 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」という手間を省けます。すべてが視覚的に表示されるので、例えば足のコントローラを、
画像内で直接クリックすると、コントローラがすぐに選択されます。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グの作成を行うには、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
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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
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、ご心配はいりません。次のチュートリアルですべてご説明します。

© Ki Yong Sim – sim4130@naver.com
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3. 自動リグと CMotion を使った作業
 基本リグの作成 :

3D アニメーション用のキャラクタのリグは、3D グラフィックの作業でも最も複雑で厳しい練習が必要な物の一つです。残念ながら、
CINEMA	4D	R17 でもボタン一発でというわけには行きませんが、キャラクタのリグとアニメーションに悩むことはなくなりました。さまざまな
新機能とツールが追加されたことにより、キャラクタの作業がとても簡単になりました。

準備 :

CINEMA	4D を起動して、GUI のレイアウトを Standard になっていることを確認して下さい。シーンファイルの MaxonMan.c4d を開きます。
中には、このチュートリアル・コースで CMotion を使って動かすためのキャラクタのメッシュが含まれています。	キャラクタの作業をやりやす
くするために、プロジェクトにある他のオブジェクトはすべて隠します。隠すには、オブジェクトマネージャにあるEnvironment オブジェクト
を非表示にします。（オブジェクトマネージャで、Environment オブジェクトの右横にある上下に並んだ小さな点の上の方を赤くなるまでクリッ
クします）これで、プロジェクト内で見えるのはキャラクタだけになりました。ここで、ビューポートを４分割にして、ビューが前面、右面、上
面、透視の各ビューが見えるようにしておくとべんりです。ビューポートは、このチュートリアル用に正しく設定されているはずですので、すぐ
に始められると思います。
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最初に行うのは、新しいキャラクタシステムの配置です。キャラクタメニューからキャラクタを選びます。同じ名前とアイコンがオブジェクトマ
ネージャに現れます。新たにオブジェクトが作成され、ビューポートにはグレーの矢印が現れます。

属性マネージャで、キャラクタオブジェクトの初期設定が確認できます。ここに、さまざまなパラメータが現れます。キャラクタオブジェクト
が作成されると、デフォルトでオブジェクトタブが有効になります。ここには、４つのタブメニュー：ビルド、調整、バインド、アニメートがあり、
これは、キャラクタのアニメーションのための４つの工程を表しています。

これらのタブの下に、必要なキャラクタリグのタイプを選べる、テンプレート選択メニューがあります。ここでは、Advanced	Biped（上級向
けの人間 / 二足動物）、Biped（人間 / 二足動物）、Quadruped（四足動物）などが選べます。このチュートリアルでは、Biped を選択します。
これで、人型のリグを作成できます。このリグは、人間のキャラクタを動かすのに必要十分なものです。より複雑な操作を行うための上級向
けのリグは、Advanced	Biped のリグを使って行います。Quadruped なら、四本足の動物のリグも作成できます。

Biped オプションを選択しても、まだリグは作成されていません。テンプレートオプションのすぐ下にあるコンポーネントメニューに、Root ボ
タンがあります Root ボタンをクリックするとRoot が作成されます。これが作成するリグ全体のスタート地点になります。さらに、Root のボ
タンの他に別のボタン：Spline	(FK) ボタンが現れました。（Spine は背骨という意味です）クリックするとき、ボタンの右側の下三角を押した
ままの状態にすると、２つのオプションが現われます。一つは、FK（フォワードキネマティクス）と IK（インバースキネマティクス）です。ここ
では、Spine(IK) の方を選んで作成します。Spine(IK) を選んで、マウスボタンを話すと、Root の子として Spine が作成されます。Spine を作
成すると、頭部や腕や足の作成のためのオプションが現れます。
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作業を続ける前に、透視ビューでモデルを確認しましょう。作成したリグのパーツは、キャラクタモデルとスケールが一致していません。小さ
すぎるようです。ただ、これはこの段階では問題ではありません。すべてのコンポーネントを作成した後から、個々のコンポーネントの位置の
調整をします。ここで、Leg ボタンを Cmd	/	Ctrl+ クリックすると、両足が作成されます。

注意として、先のリグコンポーネントのボタンが表示されていない場合、オブジェクトマネージャでどのコンポーネントが選択されているか確認
して下さい。たとえば、Leg（足）を作りたい場合、Spine（背骨）が選択されている必要があります。もし、Root が選択されているとSpine
しか作成できません。コンポーネントを作成するとき、SHIFT+ クリックすると、新しく作成されたコンポーネントは選択が切り替わらずに、
選択されているコンポーネントが引き続き選択されたままの状態になります。

足が作成できたら、次は腕（Arm）を作成しましょう。オブジェクトマネージャで Spine を選択してから属性マネージャを見ると、Arm(FK)、
Arm(IK) のオプションから選べます。FK と IK のいずれでも、まずは上腕と前腕のみ作成されます。指は後から好きな本数を好きなだけ作
成できます。（３本指でも５本以上でも可能）このチュートリアルでは、上腕と前腕のエレメントのみを使います。Arm	(IK) ボタンを Cmd	/	
Ctrl+Shift クリックで、両腕を追加します。Head ボタンを押して、頭部も追加します。これでリグが完成しました。

3. リグをメッシュに合わせて調整 :

では、ここまでの作業を確認してみましょう：まず、キャラクタに必要なすべてのコンポーネントを持ったリグを作成しました。ただし、リグ
のサイズが小さすぎるようです。ですので、リグをメッシュに合わせて、スケールする必要があります。最初に、オブジェクトマネージャでキャ
ラクタオブジェクトを選択して、属性マネージャのオブジェクトの属性にあるタブを〈調整〉に切り替えます。ビューポートでのリグの表示が、
大きくかわりました。各ジョイントは、それぞれ緑、赤、青の線と丸になりました。
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まず、リグをメッシュの位置に合わせます。オブジェクトマネージャで、Root オブジェクトを選択して移動ツールを使い、キャラクタの骨盤に
当たる部分の中心まで上に移動させます。また、右面に切り替えて、Root オブジェクトが横から見ても中心になるようにしてください。次に、
移動ツールからスケールツールに切り替えてリグを拡大して、キャラクタのメッシュ対してリグのサイズを大体でいいので合わせます。個々の
コンポーネントの長さが、多少合っていなくても気にしないでください。あとで、微調整して合わせます。だいたいのサイズを合わせたら、移
動ツールに切り替えて個々のサイズを合わせます。それでは、足から始めましょう。足の付け根に当たる部分の丸を選択して、足に合わせて
位置を移動します。一方の足を調整すれば、CINEMA	4D は自動的にもう一方の足を調整してくれます。また、前面と側面のそれぞれで足の位
置を合わせます。

それぞれの先端を合わせていきます：腕、足、指、足先は、それぞれ階層構造になっています。たとえば、太ももを動かすとすねや足も一緒
に動きます。このことを常に頭において、どのような階層になっているか認識している必要があります。

上位階層のコントローラの一つ（例えば太もも）を移動する場合、下の階層のコントローラ（膝、かかとなど）も一緒に動いてしまいます。こ
れを防ぐには、キーボードの７キーを押しながら太もものコントローラを動かすと、親子関係にあるコントローラも下の階層に影響を与えずに
動かすことができます。

リグの位置を調整を行い、足を下に下げて、足先が少し外側を向くようにします。これは上面ビューで作業すると分かりやすいでしょう。

続けて、背骨と腕を同じように行なっていきます。背骨は、実際の背骨のように、あまり後ろに配置しないようにしてください。中心に近いと
ころにしてください。次に、肩と腕もメッシュに合わせて位置合わせをします。

ヒントの一つ：ジョイントによるキャラクタの膝とヒジの変形は、アニメーションではとても重要です。ちゃんと変形させるには、関節部分の
ジオメトリは、ある程度の分割されている必要があります。今使っているモデルの膝とヒジは、ポリゴンエッジの列がそれぞれ３つあります。
リグの関節がそれぞれそのポリゴンエッジの中心にくるようにしてください。これにより、ジョイントがメッシュに対して最適な影響を与えます。
さらに、膝と肘の部分はわずかに曲げておきます。ポールベクターは、膝やヒジが曲がっているときの向きをコントロールします。最終的なリ
グがメッシュに合わせて膝やヒジを予め曲げておくとよいでしょう。

手首はカフスボタンの隣に配置してください。指を作成している場合、６つのジョイントがここに存在することになります。これは、指のジョ
イントが含まれているからです。正しいジョイントを見つけるには、手首で右クリックして表示されたリストから、正しいジョイント（名前の最
後が…IK_Hand のもの）を選びます。最後に、頭を調整します。これで、リグをキャラクタのメッシュに合わせる作業が完了しました。
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キャラクタのメッシュにリグをバインド

メッシュへのリグのバインドを行う前に、まずはプロジェクトを保存しておくことをおすすめします。保存後、オブジェクトマネージャでキャラ
クタオブジェクトを選択します（つまりリグを選択）。属性マネージャで、オブジェクトの属性のメニューにあるタブを〈バインド〉に切替します。

そうすると、ビューでのリグの見た目が変わります。ジョイントやコントローラなどが見えるようになりました。それでは、始める前にビューポー
トでいずれかのジョイントをダブルクリックします。バインドタブには、オブジェクトという対象フィールドがあります。オブジェクトマネージャ
から、ポリゴンオブジェクトである体（Body）と目（eyes）をドラッグして、対象フィールドにドラッグします。複数オブジェクトを対象のフィー
ルドに入れる場合、それぞれ個別にドラッグしてください。注意 :	オブジェクトを対象フィールドにドラッグ &ドロップするとき、オブジェクト
を選んでからマウスボタンは離さないでください。クリックしてマウスボタンを離してしまうと、オブジェクトが選択確定状態になり、属性マネー
ジャに選択されたオブジェクトが表示され、バインド機能を隠れてしまいます。隠れてしまった場合は、再度キャラクタオブジェクトを選択し
なおしてください。

注意 : サブディビジョンサーフェイスオブジェクトはオブジェクトフィールドに入れないでください。

キャラクタのメッシュをリグにバインドする作業は以上です。しかし、アニメーションタブに移る前にキャラクタが正しく動くか確認のために、
この作業を終了する前にもう一つ重要な工程があります。見た目にはキャラクタのメッシュにリグがバインドされただけですが、内部的には非
常に複雑な作業を行っているので、その点に注意してください。リグが正しく動かすには、多数のボーン、ヌルオブジェクト、コントローラー
が必要です。これらは、CINEMA	4D によって自動的に生成されていますが、非表示になっています。これらのコンポーネントは、アニメーショ
ンの作成している人にはあまり関係ありません。

アニメーターにとって重要なのは、コントローラーです。これらのコントローラーは、あやつり人形のヒモに当たります。ですので、アニメー
ションの設定作業を行うには、これらのコントローラーだけが非常されていあれば十分です。プロジェクトに様々な要素が散らばっていると、
作業の流れが悪くなってしまいます。これを解消するために、属性マネージャの表示タブで、リグのコンポーネントの表示状態をいつでも変
更できます。	オブジェクトマネージャで、キャラクタオブジェクトを選択して、属性マネージャの表示タブに切り替えます。リグのコンポーネン
トの表示オプションがいくつかあるのがわかります。ビューポートのオプションは、ビューポートでのリグの表示で、マネージャのオプションは、
オブジェクトマネージャでのキャラクタのリグの表示になります。最初に、マネージャのオプションのオブジェクトマネージャから、〈コントロー
ラー〉を選びます。これで、オブジェクトマネージャで、コントローラーのみが表示されるようになりました。これらのオブジェクトは、キャラ
クタの操作に使います。
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シンプルな歩行アニメーションの作成

これで、キャラクタをアニメーションさせる準備ができました。オブジェクトマネージャでキャラクタオブジェクトを選択して、属性マネージャ
にあるオブジェクトタブにあるタブをアニメーションに切り替えます。右にある〈歩行を追加〉ボタンを押してください。これで、キャラクタオ
ブジェクトに、CMotion オブジェクトが適用されます。これは、ウォークサイクルようなくり返しのアニメーションや移動アニメーションが作成
できます。オブジェクトマネージャで、作成された CMotion オブジェクトを選択して、属性マネージャで、オブジェクトの属性を確認します。

 
歩幅の値を 60cm にします。	オブジェクトメニューの下にあるオブジェクトリストに注目し、リストにある足の一つ (L_Leg	もしくは	R_Leg) を
選択してください。CINEMA	4D は、選択しているテンプレートの足に対して、自動的に Lift	(P.Y) のアクションを追加します。パラメータは下
に表示されます。この場合、リフトアクションは、L_Leg（もしくは R_Leg）の子オブジェクトになっています。その名前の通り（日本語のパラメー
タだとリフトになります）、歩行の動きの間、対応する足を持ち上げます。緑色の再生ボタン（ビューポートの下にあります）をクリックしてみ
てください。すると、キャラクタはその場で歩き出し、足を持ち上げます。もし、このアクションが自動的に追加されない場合、手動で調整
する必要があります。C モーションオブジェクトの属性マネージャで L_Leg オブジェクトを選択して、アクションをリフト	(P.Y) にして追加ボタ
ンを押してください。（デフォルトでリフトが選択されているはずです）また、R_Leg にも同じアクションを追加します。同じアクションを追加
する場合、別々に選択して追加しなくても、複数選択した状態で追加ボタンを押すと一度にアクションが追加できます。

アニメーションを停止して、必要ならフレームを 0 に戻してください。Lift	(P.Y) のパラメータを選択します。設定は下に表示されます。リフト
の値を10cm にします。また、もう一方の足の設定も同じ設定にしてください。

もしくは、オブジェクトリストにある変更したパラメータを右クリックして、コピーを選択します。それからもう一方のLiftの設定を右クリックして、
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置換を選びます。これにより、Lift の動きがもう一方の足にコピーされました。再度、アニメーションを再生すると、先程より足を高く上げて
歩くようになったのがわかります。

オブジェクトリストに、別の Lift 設定があります。これは、階層の Root の位置を持ち上げるものです。これにより、歩くときに腰の位置が上
下するようになります。ウォークサイクルの動きを見ると、あまり元気がなさそうな感じです。Lift	(P.Y.)のパラメータを3cmにして、アニメーショ
ンを再生します。少しリアルな腰の動きになりました。こんな感じでいいでしょう。続けて腕の設定に移ります。今は両腕を横に広げた状態
になっていて、普通歩いているときには、腕の位置はこんな風にはなっていません。腕の位置を、体の横に変えましょう。CMotion の属性マ
ネージャで L_ArmとR_Arm を選びます。下にパラメータがいろいろ現れ、中には水平と垂直があります。これらの値は、選択している腕の
もしくは、腕が向いている手のゴールの向きに影響を与えます。

L_Arm の垂直の値を -45cm に、水平を 45cm に設定します。R_Arm は垂直と水平の値をそれぞれ -45cm にします。これで、両腕が曲がり、
体の横にくるようになりました。次に、ウォークサイクルに合わせて、腕を振るように設定します。これまで、リストにあるアクションだけを操
作していました。アクションは、CMotion の中でも重要な機能の一つです。キャラクタの動きは、アクションに設定されたパラメータによっ
て決まります。属性マネージャの CMotion のリストからL_Arm を選択して、アクションのドロップダウンリストからプッシュ	(P.Z) を選択して、
追加ボタンを押します。プッシュ	(P.Z) パラメータが、リストに表示され、L_Arm に適用されています。追加されたパラメータを選択して、プッ
シュ	(P.Z) パラメータの値を30cm にします。下のグラフの中で右クリックして、コンテキストメニューからスプラインプリセット	/	sin を選びま
す。直線がサインカーブになります。

調整を完了する

アニメーションを再生してみると、腕がどのように振られているかよくわかります。シンプルなウォークサイクルのアニメーションが作成できま
した。もちろん、ここからさらに微調整していくこともできます。プッシュ	(P.Z)アクションをもう一方の腕にコピーペーストします。動きを合
わせるには、腕の設定を一つ調整する必要があります。それぞれの左右腕の動きは、左右の足と動きと一致しています。これでは自然な動き
からは程遠い状態です。これを修正するには、C モーションのリストからL_Arm を選択して、フェーズの値を +25% に変更します。腕の動き
を反対にするために、R_Arm のフェーズの値は先ほどとは逆の -25% を入力します。たとえば、キャラクタがその場から歩き出して、カメラ
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からフレームアウトさせることもできます。これを行うには、CMotion の属性マネージャのオブジェクトタブにある、方向のパラメータを足踏
みから直進切り替えます。（パスを選べば、指定したスプラインに沿って歩かせることもできます）

さらに、リフトアクションのサインカーブを調整することで、キャラクタのプッシュも調整できます。このカーブは、足をどれくらい上げ下げす
るか指定します。カーブがスムースであれば、足はスムースに上下されます。カーブの頂点をカーブの最後の方に持って行くと、キャラクタは、
力強い感じの歩きに変わります。

アクションは追加もできます。たとえば、Root に対してロールとツイストアクションを追加して、ロールとツイストの角度をそれぞれ 4°にする
とより自然な感じになります。また、特徴のある姿のキャラクタの場合は、ウェイトマネージャを使えば、バインドの時に簡単に調整できます。
ジオメトリをジョイントで正確に変形させるには、スムーズのパラメータを使います。もしくは、マッスルを使って、筋肉の隆起を追加できます。
キャラクタの動きや特徴の調整をするパラメータやオプションが多数用意されていますので、あなたにもリアルなアニメーションを作れます。

4. クイックチュートリアル - 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 3 つあるタグです。左端にあるタグをダブルクリッ
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クしてください。

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。（眉をさらに下げニラむ感じにするには、
眉の最後のポイントを選択解除して、眉を個別に回転させます。ただ、このチュートリアルでは、ポイント全体を一緒に下げるだけにしておき
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。
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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（3 つのオレンジのドット）をダブルクリックします。

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. コツと秘訣
•	 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、希望の各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。

•	 Cinema	4D	R17 からスカルプトレイヤをポーズの生成に使えるようになりました。フェイシャルアニメーションを行いたい場合、スカルプトレイヤを追
加してポーズモーフにしたい各表情をレイヤごとに作成します。スカルプトが完了後、スカルプトをポーズモーフにコマンドを使えば、スカルプトレイ
ヤと同じ数のポーズモーフターゲットが作成されます。
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© Ki Yong Sim – sim4130@naver.com
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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。メインメニュー :	メッシュ / コマンド/ 細分化 ... を選びます。

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「シミュレーションタグ/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「シミュレーションタグ/クロス衝突」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。
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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
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、「リラックス」
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。
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では、「クロスサーフェイス」をシーンに入れてください (シミュレート/	クロス /クロスサーフェイス )。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。

クロスサーフェイスは、サブディビジョンサーフェイスオブジェクトと似たような機能をします: クロスサーフェイスは、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、クロスサーフェイ
ス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で、「厚さ」を1か２して「分割数」を 0 にします。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、「クロスサーフェ
イス」オブジェクトをサブディビジョンサーフェイスオブジェクトの子にします。「クロスサーフェイス」オブジェクトは、服の厚みを加えるだけで、
Tシャツのエッジはサブディビジョンサーフェイス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

© Marcelo Biscola – www.artnetdigital.com.br
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© Creatives: Nico Cortinove & Vinicius Pegoraro (Leo Burnett Brazil) – 3D Artist: Beto Prado

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総合ツー
ルです。

標準のインターフェイス上部にあるシミュレートメニューから、アクセスできます。
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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。

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。
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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
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 :
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© Kay Tennemann
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© Kaan Özsoy – www.idapictures.com
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3. 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「シミュレート/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。
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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。

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。



96 CINEMA 4D R18 クイックスタート

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、各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
示されるガイドとダイナミクスの動き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。たとえば、ガイドのセグメントが３
のみのヘアの動きは、重力の影響があるととても硬い感じなりますが、ヘアタブのセグメントが12 なっていれば、見た目のレンダリング結果
はスムーズになります）。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、重力でそのガイドを曲がりません。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、「コツと秘訣」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垂れ下がったのが分かります。（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「シミュレート/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 (シミュレート/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 :

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
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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。

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
が必要ということです。ではさっそく調整しましょう。
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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。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。

次のステップに従ってください :
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・	 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。
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。
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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 :

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:
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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。

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。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 :	シミュレート/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.	 ヘアと補間ヘアのカウントを、それぞれ 250,000 にセットしてください。

4.	 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。

5.	 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 )。

6.	 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。

7.	 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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4. コツと秘訣
・	 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。

・	 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。

© CreativeDirection Dinko Lacic, MTV Production AixSponza GmbH
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1. はじめに
MoGraph は、あらゆるジオメトリやプリミティブオブジェクトをクローン化す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 (「6.	コツと秘訣」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。
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。
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・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 : 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向かって整列させます。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。
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これは、あとでこのチュートリアルで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ってくれるはずです...



109CINEMA 4D R18クイックスタート

© Vincent – www.vincentlondon.com

© Kay Tennemann – mostyle.tv
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3. 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の方に向けるには、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 :	作成 / オブジェクト/ 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。



111CINEMA 4D R18クイックスタート

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。

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）に変更します。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 方向にクローンを作成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。



112 CINEMA 4D R18 クイックスタート

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)。

 注意 :

	 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 !
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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。

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 :

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 ...
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そのエフェクトを完成させるには、ここで別の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のが
わかります。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:
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4. 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、Installation	USBスティックもしくは、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。

「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。クローナー
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	cm 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、	リジッドボディタグ（シミュレーションタグ/リジッドボディ）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リジッドボディタグでのワークフローは、CINEMA	4D	Studioと比べると機能が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。
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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」オブジェクトのリジッド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リジッド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、リジッド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。

5. コツと秘訣
・	 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、サブディビジョンサーフェイ
ス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サブディビジョンサーフェイスオブジェ
クトが使用できます。サブディビジョンサーフェイスの設定次第では、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、サブディビジョンサーフェイス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。

・	 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。
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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、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。

© Kaan Özsoy – www.idapictures.com
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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。

「QS_Dynamics	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 :	シミュレート/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）
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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
クトに差し替えてください。（ドラッグ &ドロップ）

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。
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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、メニューからシミュレーションタグ/リジッドボディを選びます。「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）

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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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）
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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。

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。
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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。

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。
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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。

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:
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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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