
 

 

卒業研究論文 

2011 年 2 月 

 

航空機のプロモーション 

ムービーの制作 
(所属ゼミ：和島ゼミ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア情報学部 

ソフトウェア情報学科 4年 

ソ 19021 千葉 竜也 

  



1 
 

目次 

1. 序論 .................................................................................................................................................... 3 

1.1. 背景 ......................................................................................................................................... 3 

1.2. 研究の流れ .............................................................................................................................. 3 

2. 開発環境 ............................................................................................................................................. 3 

2.1. モデリング .............................................................................................................................. 3 

2.2. アニメーション制作 ................................................................................................................ 3 

2.3. codec の変換 ............................................................................................................................ 4 

2.4. シーンの結合 ........................................................................................................................... 4 

3. 企画 .................................................................................................................................................... 4 

3.1. ストーリー .............................................................................................................................. 4 

3.2. シーン設計 .............................................................................................................................. 4 

4. モデリング ......................................................................................................................................... 7 

4.1. 情報収集 .................................................................................................................................. 7 

4.2. テクニック .............................................................................................................................. 8 

4.2.1. 背景画像を利用したモデリング ....................................................................................... 8 

4.2.2. UV Map の利用 ................................................................................................................... 9 

4.2.3. 自前のテクスチャ制作 ..................................................................................................... 9 

4.3. 問題点 .................................................................................................................................... 10 

5. アニメーション制作 ......................................................................................................................... 10 

5.1. 手順 ....................................................................................................................................... 10 

5.1.1. 3D モデルの読み込み ...................................................................................................... 10 

5.1.2. キーフレーム毎の設定 ................................................................................................... 13 

5.1.3. レンダリング条件の設定 ................................................................................................ 14 

5.1.4. レンダリング .................................................................................................................. 16 

5.2. テクニック ............................................................................................................................ 16 

5.2.1. 空の表現 ......................................................................................................................... 16 

5.2.2. 下方の雲の表現 .............................................................................................................. 17 

5.2.3. 離陸後の機体の動き ....................................................................................................... 19 

5.2.4. タイヤの回転 .................................................................................................................. 21 

6. シーン結合 ....................................................................................................................................... 21 

6.1. ファイル形式の変換 .............................................................................................................. 21 

6.2. 結合 ....................................................................................................................................... 22 

6.2.1. プロジェクト作成 ........................................................................................................... 22 

6.2.2. ムービー・音声ファイルの読み込み .............................................................................. 23 

6.2.3. タイトルの挿入 .............................................................................................................. 24 

6.2.4. ファイル出力 .................................................................................................................. 26 



2 
 

7. 考察 .................................................................................................................................................. 27 

7.1. 制作結果 ................................................................................................................................ 27 

7.2. 改善案 .................................................................................................................................... 28 

8. 文献目録 ........................................................................................................................................... 29 

付録 ......................................................................................................................................................... 30 

A. 絵コンテ .................................................................................................................................... 30 

B. オブジェクト ............................................................................................................................ 34 

 

  



3 
 

1. 序論 
1.1. 背景 

創作ゼミでも 3DCG のアニメーションを制作したが、このときは特に実際の仕事で CG を作ることを

想定せずに自分で作りたいものを作っただけであった。しかし、仕事として CG ムービーを作る場合は

必ず顧客からの要望に応じたものを作る必要があるので、必要とされるものを分析してそれに応じたも

のを作らなければならない。そこで、「航空会社の乗客に向けての機体のプロモーションムービー」を

作るという状況を想定してテーマを決定した。 

 

1.2. 研究の流れ 

一般的に 3DCG ムービーで使われているテクニックやセオリーを研究するため、一般の人が制作した

ムービーを Web で検索して 20 本ほど視聴した。これを踏まえて素案を絵コンテにまとめ、担当教員と

意見交換を行い必要なモデルをリストアップした。創作ゼミの時に Shade を使用してアニメーション制

作したが、動画に向いていないという意見をもらったので、使用アプリケーションを LightWave とし、

これを用いてモデリングとアニメーションを行った。旅客機の形状は航空力学に基づいたものなので、

ここでオリジナリティを出すと不自然さが出てしまうので実際の飛行機(米ボーイング社の 747-8 [1]) の

図面を参考にして制作した。シーン制作には Layout を使用し、カメラの位置やオブジェクトの動きをキ

ーフレームごとに設定してレンダリングした。 

制作したシーンの結合には Adobe Premier Pro を用いた。BGM、音声の追加もこの際に行った。 

 

2. 開発環境 
2.1. モデリング 

LightWave v9 の Modeler を使用した。これは 3D オブジェクトの作成に特化したツールであり、基本

的な三次元図形をベースにして望む形状を作るのに適している。さらに UV マップを指定してテクスチ

ャを貼ることでリアルさを高められる。このアプリケーションのオブジェクトのファイルは lwo 形式と

呼ばれる独自のものだが、他のアプリケーションで制作した obj 形式のものなども読み込んだり、他の形

式で書き出すこともできる。本研究ではオブジェクトと背景の一部の制作に使用した。 

 

2.2. アニメーション制作 

LightWave v9 の Layout を使用した。こちらはアニメーション制作用のツールであり、Modeler で制

作したオブジェクトを読み込んで動画を作ることができる。オブジェクトやカメラの動き、ライティン

グなどの設定は lws 形式のファイルに保存される。基本的な機能の他にも様々なプラグインに対応し、

リアルな背景などを自動生成することもできる。 
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2.3. codec の変換 

 XMedia Recode を使用した。これは動画のファイル形式や codec の変換の機能を持つ動画変換アプリ

ケーションである。フリーウェアながら様々な動画の形式に対応する。ここでは LightWave で作成した

Cinepak Codec のファイルからの MPEG-4 形式への変換に使用した。 

 

2.4. シーンの結合 

Adobe Premier Pro を使用した。これは動画や音声の合成だけでなく、エフェクトや画面切り換え、

字幕の追加など様々な機能を持つ動画編集アプリケーションである。ここでは動画を結合して BGM、字

幕を入れるのに使用した。 

 

3. 企画 
3.1. ストーリー 

航空機の魅力を外観と内装の両方を見せなければならないので、序盤と終盤で飛行場内の航空機内の

航空機の動きを、中盤では内装をじっくり見せる。 具体的には 

1. 機体は停止した状態。カメラを管制塔から機体の方向へ移動させる。 

2. 機体がプッシュバックしていく様子をカメラが追っていく。 

3. 離陸する。機体は滑走路を加速しながら移動しカメラは上空から機体に向かって移動する。 

4. 離陸する。カメラは地面から上を見る。 

5. 客席紹介。2 階から 1 階へとカメラを移動させ客席を映す。設定としては飛行中とする。 

6. 着陸する。カメラが空港を大きく動き機体の横に移動させる。 

7. 停止する。カメラを飛行場の外に移動させ再度機体の横に移動させる。 

 

このような全体の流れを確認、検討するため絵コンテを描いた。実際に描いたものを付録 A に示す。 

 

3.2. シーン設計 

ここではそれぞれのシーンの構成について説明する。シーンの番号などが絵コンテと異なるのは、検

討の結果変更があったためである。 

 

シーン A-1(3 秒) 

カメラ：管制塔の北 600m→静かに上昇し管制室へ移動。注視点は北から南へ移動 

機体：ターミナル(北方面)を向いてセンターボーディングで待機中 

効果音挿入  

 

シーン A-2(3 秒) 

カメラ：管制室から外へ西に向けて移動。少しずつ 4ｍ降下していく。注視点は東から西へ移動 

機体：以前ターミナル(北方面)に向いて待機中 

効果音挿入 
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シーン B-1(5 秒) 

カメラ：北西ターミナル上部 30m から機体を見下ろし、機体の動きに合わせて東の方向へ 40 度視点

移動 

機体： 北を向いた状態から 10ｍ南へ後退 

音声：CA の機内アナウンス 

 

シーン B-2（5 秒） 

カメラ：センターボーディング下から機体のタイヤの動きが分かる位置を南へ後退 

機体：北を向いた状態から 20ｍ南へ後退 

音声：CA の機内アナウンス 

 

シーン B-3(7 秒) 

カメラ：機体前方西を向いた状態から、機体の動きに合わせて東方向へ 50 度視点移動 

機体：東を向いた状態から、90 度南へ転換 

BGM・効果音挿入 

 

シーン B-4(11 秒) 

カメラ：西の上空 300m・－70 度から航空機の動きに合わせて滑走路へ急降下。機体の前輪を追いか

けるような視点で－110 度まで視点移動 

機体：機首を西に向けながら加速し、50 度の角度でカメラの上を通過 

BGM・効果音挿入 

 

シーン C-1(5 秒) 

カメラ：コックピット方面から 2 階エコノミークラスの後方へ移動 

機内：エコノミークラスの椅子が並んでいる 

BGM 挿入 

 

シーン C-2(2 秒) 

カメラ：60 度の角度で 2 階から 1 階までの階段を下る 

機内：1 階のエグゼクティブクラスと 2 階のエコノミークラスに繋がる階段があり、上から下に掛けて

色が異なる 

BGM 挿入 

 

シーン C-3(20 秒) 

カメラ：1 階エグゼクティブクラスの後方から機首方向へ移動し、機内スクリーンの前で停止 

機内：エグゼクティブクラスの椅子が並んでいる 

音声：ナレーション・BGM 挿入 
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シーン C-4(7 秒) 

 カメラ：機内スクリーンの前から右方向へ移動し、ゆっくりファーストクラスへ移動 

 機内：機内に設置してあるスクリーンとファーストクラスの椅子が並んでいる 

 音声：ナレーション・BGM 挿入 

 

シーン C-5(5 秒) 

 カメラ：ターンしながら機首の方まで移動 

 機内：機内に設置してあるスクリーンとファーストクラスの椅子が並んでいる 

 音声：ナレーション・BGM 挿入 

 

シーン C-6(10 秒) 

 カメラ：ゆっくり機体の後方に向かって動き出し、ファーストクラスの椅子の隣で停止し、90 度右回

転。個室の中へ進入し椅子に座るような視点で 90 度右回転。 

 機内：機内に設置してあるスクリーンとファーストクラスの椅子が並んでいる 

 音声：ナレーション・BGM 挿入 

 

シーン C-7(15 秒) 

カメラ：1 階エコノミークラス(機体の中間あたり)から後方にかけて移動し、機外へ 

機内：機内スクリーンとエコノミークラスの椅子が並んでいる 

音声：ナレーション・BGM 挿入 

 

シーン D-1(3 秒) 

カメラ：飛行中の機体の後方から機首へ移動。機体を注視点に 40 度から 140 度へ回転 

機体：上空 10,000m を西から東へ時速 1000km で飛行 

BGM・効果音挿入 

 

シーン D-2(2 秒) 

カメラ：機体の前方 50ｍ東→西向けて機体に急接近 

機体：上空 10,000m を西から東へ時速 1000km で飛行 

BGM・効果音挿入 

 

シーン E-1(3 秒) 

 カメラ：滑走路の東側から北西に向けて移動 

機体：空港西側 500ｍ、高度 100ｍから徐々に滑走路に向かって降りてくる 

BGM・効果音挿入 
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シーン E-2(7 秒) 

 カメラ：管制塔の上から降りてくる飛行機を目線で追い、一気に滑走路に迫っていく 

機体：滑走路にランディング態勢。時速 200ｋｍで進行 

BGM・効果音挿入 

 

シーン E-3(4 秒) 

 カメラ：機体の左後方から機体の速度に合わせて進行 

機体：ランディング。時速 200ｋｍから一気に減速し停止 

BGM・効果音挿入 

 

シーン E-4(10 秒) 

 カメラ：機体の正面で待機。機体が迫ってくると同時に空港外の網の所まで後退し、20ｍ上昇し再度

機体の左側に 90 度回転しながら 0ｍまで降下 

機体：滑走路の中間に停止した状態  

BGM・効果音挿入 

 

4. モデリング 
4.1. 情報収集 

機体 

Google などで現在使用されている航空機の図面などについて検索したが、日本語のサイトにはなかな

か図面まで載っているものは見つからなかった。そこで、「aircraft」「plan」で検索した所、米 Boeing

社の旅客機 747-8 の図面の PDF [1]が見つかったので、それを参考資料として使用した。 

 

客席 

今回制作した機体は全長 76.25m のジェット旅客機型二階建て旅客機であるが、現行機でも客席の配置

は機体によって異なるので、ほぼ同型の 747-400 の「機内座席配置 国際線 K13」 [2]を参考資料とした。 

 

管制塔 

Google の画像検索 [3]で見つけた青森空港のターミナルの写真を観察し、Google Map で計測した青森

空港のターミナルの寸法などを参考にした。 

 

ボーディングブリッジ 

Google の画像検索 [3]で見つけた青森空港、成田空港、インチョン空港(ソウル)のボーディングブリッ

ジの写真を形状の参考にした。水平方向の寸法については Google Map で青森空港のボーディングブリ

ッジを拡大表示して計測したものを使用した。また、青森空港の屋上から撮影した写真も参考にした。 
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ジェットエンジン 

 Google の画像検索 [3]で JAL、ANA、ジェットエンジンをキーワードにして見つけた写真を参考にし

た。 

他に、米 Boeing 社の旅客機 747-8 の図面の PDF [1]も参考にした。 

 

4.2. テクニック 

ここではモデリングの際に使ったテクニックについて説明する。 

 

4.2.1. 背景画像を利用したモデリング 

ポリゴンメッシュを変形させて機体を制作したが、その際資料からキャプチャした画像を正面図、平

面図、側面図に背景として表示させ、それに合わせて点を移動させることでモデルの機体に近い形を制

作した。 

 
図 4.1 背景画像を利用した機体の制作 

 

また、機体全体を一つのモデルとして制作しようとしたところ、オブジェクトが大きすぎるせいか作

業中にエラーが頻発したため、機体を前、中、後の 3 つのパーツに分けて制作し、それを結合させて一

体化した。しかし結合部がスムーズにつながらずズームしたときに凹凸が見えてしまったため、面の端

点を微調整して違和感をなくした。 
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図 4.2 機体（結合前）                  図 4.3 機体（結合後） 

 

4.2.2. UV Map の利用 

イスの背もたれ全体に 1 枚のテクスチャを貼り付けた時に、端の部分があまりにも不自然に見えてし

まった。そこで、肩の継ぎ目の部分にだけ UV マップを使用し、斜めにテクスチャを貼り自然に見える

ようにした。 

 

図 4.4 デフォルトの状態                図 4.5 一部を UV Map で貼った状態 

 

4.2.3. 自前のテクスチャ制作 

 青森空港の滑走路の写真を参考にして、ペイントを使って中央区間線、ブラストパッドなどを描いて

作成した。 

 
図 4.6 作成した滑走路用のテクスチャ画像 
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4.2.4. リアルさの追求 

客席の下側の腰掛け部分を制作する際に、初めは単純に「角の部分を丸めた直方体」のポリゴンメッ

シュを使用して、それにテクスチャを貼り付けてみた。しかし、その状態でレンダリングしたものは明

らかに本物と見た目が違っていた。原因はテクスチャではなく形状ではないかと考えて資料の写真と見

比べたところ、中央の膨らみの形がかなり違っていることに気づき、点の位置を調整して実物に近づけ

た。同様に背もたれ部分に人間の体に適度にフィットする窪みを作るなど、細部の形状にこだわった。 

また、クッション状のオブジェクトを制作して組み合わせることで実物に近づけた。 

 

図 4.7 オブジェクトの追加 

 

4.3. 問題点 

動作の重さ 

オブジェクトを組み合わせる際にドラッグで移動しようとすると、異常に重くなる現象が起きた。原

因は 3D モデルを詳細に作りこんでポリゴン数が増えてしまったためと考えられる。作業に支障が起こら

ないようにするためカメラに映らない部分のポリゴンの数を減らして対処した。 

 

5. アニメーション制作 
5.1. 手順 

5.1.1. 3D モデルの読み込み 

Layout を起動し、Modeler で制作したオブジェクトを読み込む。 

追加オブジェクト 
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図 5.1 オブジェクトの読み込み(1) 

 

3D モデルを読み込むと Scene Editor に自動的にファイルが追加される。Scene Editor ではオブジェ

クトだけでなくカメラ、ライトの管理も行う。 

 

図 5.2 Scene Editor 

 

このようにして読み込んだオブジェクトやカメラを動かして一連のアニメーションを作る。これらの

設定を保存するファイルをシーンファイルと呼ぶ。 

 1 つのオブジェクトでもアニメーションは作れるが、通常は複数のオブジェクトを使用するので、カメ

ラなどの設定をする前に使用するものをすべて読み込む。 
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図 5.3 オブジェクトの読み込み(2) 

 

 

図 5.4 オブジェクトの読み込み(3) 
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5.1.2. キーフレーム毎の設定 

動画を作るときは原理的に各フレームでの静止画をレンダリングすることになるが、全てのフレーム

についてオブジェクトやカメラの位置・方向を設定するわけにはいかないので、いくつかのキーフレー

ムを設定してそのときのオブジェクトやカメラの位置・方向を決める。それ以外のフレームでは自動的

に補間が行われる。  

最初に 0 番のフレームでオブジェクト、カメラの状態を設定する。 

 
図 5.5 0 フレーム目の状態 

 

次にタイムスライダを移動させ、別のキーフレームでのオブジェクト、カメラの状態を設定する。 
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図 5.6 120 フレーム目の状態 

これを繰り返してオブジェクトとカメラの一連の動きを作る。 

 

5.1.3. レンダリング条件の設定 

今回は 60 フレーム(1 秒あたり 60 枚の画像を使う)の動画を制作するので、プリファレンスの一般タブ

でフレーム数を 60 に設定する。また、近年はワイド画面のモニタが主流になりつつあるので、レンダー

オプションの一般タブで解像度を SWXGA LCD(1366×768)にする。さらに出力タブを使い、ファイル

形式を一般的な動画の形式である AVI 形式とする。これは、後で After Effects や Premier Pro で効果の

追加や編集を行うためである。このとき圧縮の設定を他のものにして動画を制作すると、使用した環境

ではスムーズに再生されなかったので、色々試した結果 Cinepak Codec by Radius を採用した。 
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図 5.7 レンダリングの条件設定 

 

 

図 5.8 Codec の設定 
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5.1.4. レンダリング 

レンダータブのレンダーシーンをクリックしてレンダリングを開始する。レンダリングにかかる時間

はオブジェクトのポリゴン数やテクスチャ、総フレーム数などに依存するが、長いものでは 100 時間ほ

どになる。 

 

図 5.9 レンダーシーンの実行 

 

5.2. テクニック 

ここではアニメーションの制作の際に工夫した点について説明する。 

 

5.2.1. 空の表現 

背景の空は Sky Tracer の機能を使って制作した。初めは Altitude(雲の層の下限の高さ)、Density(雲

の濃さ)、Luminosity(雲の通した光の散乱強度)、Opacity(雲の層の不透過率)、Contrast(雲が空をどの

ように覆うか)等のパラメータを色々変えてレンダリングしてみたが、図 5.12 のように雲の形が丸く、綿

状になり、飛行機などのオブジェクトとなじまなくなってしまった。 

そこで、Texture オプションをクリックし Texture Value(雲の層の強さ)、Frequencies(繰り返しの頻

度)、Contrast(コントラスト)、Small Power(雲の形状をきめるパラメータ)の数値を変えてみたところ、

形や薄さが自然になってきたので最終的にこのやり方で空を表現した。 
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図 5.10 基本の設定画面          図 5.11 Texture パラメータ設定画面 

 

図 5.12 Texture 調整なしの背景画像      図 5.13 Texture 調整ありの背景画像 

 

5.2.2. 下方の雲の表現 

 上空から機体を見下ろすシーンでは、飛行機が雲の上を飛んでいるという雰囲気を出したい。しかし

上記の Sky Tracer はあくまで背景としての空を生成するものであり、層状になった雲を表現するのは不

可能である。そこで、Ground Fog という機能を使い、地形の上に漂う霧を追加してレンダリングのテス

トを行った。その結果図 5.14 のような霧を出すことができたが、一枚の画像をレンダリングするだけで

10 分という膨大な時間を要してしまった。また、見た目も求めていたような雲海のイメージにはほど遠

い。 
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図 5.14 Ground Fog による霧の表現 

 

 そこで、機体の下方に雲のテクスチャを貼り付けた平面のオブジェクトを配置してレンダリングを行

ってみた。何通りか角度を変えて試し、それらしく見えることがわかったので、最終的にこの方法で上

空から見下ろすシーンを作成することにした。 

 

図 5.15 雲のテクスチャ画像 
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図 5.16 平面オブジェクトによる雲の表現(1)    図 5.17 平面オブジェクトによる雲の表現(2) 

 

5.2.3. 離陸後の機体の動き 

 飛行機は離陸後に徐々に加速しながら仰角を上げていくが、これを自然に見えるように再現するため、

次のような工夫をした。 

 
図 5.18 動きの工夫(1) 

 

 まず滑走路を走っている間はそれほど速度の変化はないので 300 フレーム目の次のキーフレームを

510 フレーム目にとる。 
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図 5.19 動きの工夫(2) 

 

 この後はキーフレームを短い間隔でとり、少しずつ機体の前進、上昇と角度の変更をした。 

 

図 5.20 動きの工夫(3) 
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5.2.4. タイヤの回転 

 離陸(着陸)時など、航空機のタイヤが接地して移動する場合には、それに合わせて車輪を回転させた。

その際、タイヤが滑らずに動いているように見せるために回転の速さを調整した。 

 

6. シーン結合 
6.1. ファイル形式の変換 

 LightWaveで作成したムービーファイルのCodecはCinepak Codecであるが、このままではPremiere

で読み込めないので XMedia Recode による変換を行う。まず「ファイルを開く」からムービーを開き、

「形式」タブでプロファイルをカスタム、形式を AVI、ファイル拡張を avi、ビデオコーデックのコーデ

ックを MPEG-4 とする。なるべく画質を落としたくないので、「ビデオ」タブでビットレートを最高値

の 50000bps とする。「リストに追加」「エンコード」ボタンを押すと変換が始まり、MPEG-4 形式のム

ービーが作成される。 

 
図 6.1 ファイル形式の設定 
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図 6.2 出力形式の詳細設定 

 

6.2. 結合 

6.2.1. プロジェクト作成 

 Adobe Premiere Pro CS5 で動画の結合を行った。Premiere を起動すると新規にプロジェクトを作る

か、以前に作ったプロジェクトを使うかを選択するメニューが表示される。 

 最初は新しいプロジェクトを作るが、プリセットには今回出力したい形式は含まれていないので、カ

スタムの一般タグを選択しタイムベースを 60、フレームサイズを 1366×768 にしてプロジェクトを作成

した。 
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図 6.3 プロジェクトの新規作成 

 

6.2.2. ムービー・音声ファイルの読み込み 

 結合するムービーと音声ファイルをドラッグ＆ドロップしてプロジェクトに追加する。さらにそれら

をシーケンス上にドラッグ＆ドロップする。ムービーはビデオトラックへ、音声はオーディオトラック

へ移動する。 
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図 6.5 シーケンスへのムービー・音声の追加 

 

6.2.3. タイトルの挿入 

 タイトルタブをクリックし新規タイトルを開き、静止タイトル、ロールタイトル、クロールタイトル

をそれぞれ選び設定画面を出す。フォントを選択したキーボードから文字列を入力し、ロール・クロー

ルオプションボタンをクリックしタイトルの種類を選択して OK を押し、プロジェクトに出来たファイ

ルをシーケンスにドラッグ＆ドロップする。 
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図 6.6 タイトルの作成 

 

 

図 6.7 シーケンスへのタイトルの追加 

 

 



26 
 

6.2.4. ファイル出力 

 ファイルサイズを抑えた、発表用とスペックの高い PC で再生するための高画質版の二つの形式を作成

した。「ファイルタブ」→「メディア」を選択して設定を行う。発表用のファイルでは形式を Windows 

Media、プリセットをカスタムとする。ただし、デフォルトでは配信先が低ビットレート設定しか選択で

きないので、ハイバンド幅 3 を追加してそれを利用する。ビットレートモードを固定、解像度を 1366×

768、フレームレートを 60 にし、最大ビットレートと画質の 2 つを最大に設定する。一方、高画質版で

は形式を Quick Time、プリセットをカスタム、ビデオコーデックをアニメーション、解像度を 1366×

768、フレームレートを 60、フィールドタイプをプログレッシブ、縦横比を正方形ピクセルとした。 

 

図 6.8 発表用設定画面       図 6.9 最終版設定画面 
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7. 考察 
7.1. 制作結果 

 2 分 30 秒のムービーが完成した。しかし制作の目的である航空機のプロモーションに使用できるかど

うかという点ではかなり難点がある。以下でそれらについて分析する。 

 

目的の絞り込み 

 今回の目的は航空機のプロモーション映像の制作であったが、どのようなものを見せれば乗客を惹き

つけるのか、また航空会社が求めている物が何かなどの分析が不十分なまま制作に入り、制作した機体

や内装を見せてはいるものの「ここを見せたい」というポイントを絞ることが出来なかった。 

 航空機のプロモーションをテーマとしていたが、このようなケースの内情を知るには実際の関係者と

のやりとりが不可欠であり、仮想的な顧客として航空会社を想定したことに無理があったのではないか

と思われる。 

 

想定外の分割 

客席紹介のシーンは視聴者に対して自分がその中を歩いているように見せるつもりで、2 階から階段を

経由して 1 階に移動して内装を映すシーンを 30 秒程度の一連の物として作成するつもりであった。しか

し、レンダリング時間のプレビューが 100 時間以上になったため、6～8 秒の短いシーンに分割して制作

した。Premiere でそれを結合するときにシーンの間に暗転と字幕を挟んでつなぎとしたが、想定したも

のとは違うものになってしまった。 

 長いシーンの制作が難しいことが分かったので根本的に考え方を変え、あまり長距離のカメラ移動は

せずにエコノミー、エグゼクティブ、ファーストクラスの 1 つのシートをじっくり見せる方針に変更し、

それぞれを個別の紹介映像として完結させる形にした。このことで落ち着いた雰囲気の客席紹介映像が

できた。 

 

スケジューリング 

 昨年度の制作では Shade を使用したが、発表会で他ゼミの教員から LightWave の方がムービー制作に

向いているとの指摘を受けたので今回は LightWave を使用することにしたが、様々な面で使い勝手が異

なり、操作を覚えるためにかける時間の見積もりが難しかった。練習の意味も兼ねて客席から作り始め

たが思うように進まずモデリングにかなりの時間を取られた。3 年次から LightWave を覚えていればも

っと独創性を発揮できる部分に力を割けたと思う。 

 

codec の形式 

 LightWave で作成したシーンを Premiere で編集するために XMedia Recode を使って codec 形式を

MPEG-4 にしたが、LightWave のレンダリングの際に MPEG-4 にしていればこの作業は不要であった。

シーン制作がほぼ完了する段階で Premiere での読み込みテストを行ったためにやり直しの時間がなか

ったので仕方なく今回の方法を取った。 

 昨年度は Shade でシーンを制作してそれを Premiere で結合したが、そのときは問題なく読み込めた
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ので今回も入力ファイルの codec については特に意識していなかった。昨年度すんなりいったせいで、

今回 Premiere で問題が起こると考えていなかったことが発見の遅れにつながった。 

 テストをもっと早く行っていればその時に気づくことができたはずである。 

 

詳細な内装 

当初は航空機が飛ぶ様子を外から見たイメージしかもっていなかったが、この制作の目的を機体のプ

ロモーションに据えたことで乗客にとっての関心事である内部の様子を見せる必要に迫られた。 

そのため、内装をじっくり見せなければならないので客席や窓、ライトなどのオブジェクトを作りこ

むことになり、結果的に目的に沿ったものができた。 

 

7.2. 改善案 

人物の使用 

 今回のムービーには人物が登場しない。まともに人物のモデルを作成しようとすると、モデリングだ

けでなくボーンやウェイトマップの設定など様々な作業が必要になる。しかし、今回のムービーでは飛

行機の乗り心地の良さをアピールする必要があるので、人が機内でリラックスしている様子を見せるこ

とができればその効果はずっと高められるだろう。リアルな人物を作るのが無理でも、模式的な人型を

作って配置してみるという手段はとれるかもしれない。 

 

シートの差別化 

JAL クラス別シート情報を参考にしてファーストクラス・エグゼクティブクラス・エコノミークラス

などを制作した。各椅子の材質や形、背もたれの角度などを微妙に変えることでクラスの違いを分かり

やすくした。しかし、改めて航空機の内装と比べればまだ手を付け加える所が多々ある。 

参考にした写真をもっと詳しく観察し、LightWave の操作に早い段階で触れていれば、より良いもの

が作れるはずである。 

 

連続したシーンの制作 

今回は時間的な制約のために客席紹介を別々のシーンに分けて制作したが、時間をかけてレンダリン

グすれば一連のシーンとしてもっとわかりやすいものができるだろう。 
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付録 

A. 絵コンテ 

 

[A-1] 

管制塔の後ろから旅客機が飛んでいる姿を映し、

ゆっくり管制塔の中へ移動し、機長と管制官との

やりとりの音声を入れる。 

[A-2] 

コックピットに視点が変わり、管制官と

のやりとりが続く。 

[B-1] 

客席紹介のシーンへ変わる。2 階のエコノミーク

ラスから階段を下り、1 階のエグゼクティブクラ

ス・ファーストクラスの順にカメラが進み、先頭

から一気に後方にあるエコノミークラスに向け

て直進する。 

[C-1] 

CA の機内アナウンスと共に飛行機が滑走路に向

けて動き出す。（絵コンテの時点ではモーション

は未定であった） 
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[C-2] 

滑走路を上空から見下ろし、飛行機の動きに合

わせてカメラを下ろす。 

[C-3] 

前輪が浮かぶタイミングに合わせてカメラが地

面へと近く。 

[C-4] 

徐々に上昇する飛行機をカメラがゆっくり追い

かける。 

[D-1] 

カメラの位置は動かさず注視点だけを管制塔に

向ける。移動中に昼から夜へと時間が変わり、

滑走路にライトが点灯する。 
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[D-2] 

視線方向を飛行機側に戻す。 

[E-1] 

違うデザインのジャンボジェット機が着陸

してくる。 

[E-2] 

最初の飛行機の後方を通って左前方で停止す

る。 

[F-1] 

飛行機が停止したら、カメラを飛行場を囲む

フェンスまで下げる。 
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[F-2] 

フェンス越しに空港を見る。フェンスにはと

ある人の奇妙な顔写真が映っている。 
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B. オブジェクト 

a. 機体外観 

 米 Boeing 社の 747-8 [1]を参考にしてモデリングした。ジェットエンジンは 2 つの球体のポリゴン

メッシュを背景に表示させたジェットエンジンの画像に合わせて変形させ、それらを結合させて制作し、

それを主翼に 4 基設置した。また、車輪についてはホイールとゴム部分を一本の線で描き、それを回転

させて制作した。二階建てであるため窓もそれぞれの階に配置し、ガラスの質感に近いテクスチャを使

用した。 

なお客席視点の動画も作成するので、内側からも表示されるようにカリング設定を行った。サイズは

76.25×68×18.87m である。 

 
図 B-1 機体外観の三面図 
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b. 客席（ファーストクラス） 

JAL クラス別シート情報 [2]を参考にして制作した。リラックスできるようにシートの周りをパーテ

ィションで囲んだ。平面図のシート右側に見える窪みは背もたれを倒し足掛けを伸ばすためのコントロ

ールパネルである。シート自体のサイズは 460×550×745mm、パーティションを含めると 1800×950

×1000mm である。これを機体の 1 階に 14 台配置した。 

 

図 B-2 客席の三面図（ファーストクラス） 

 

図 B-3 背もたれを倒したファーストクラスのシート 
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c. 客席（エグゼクティブクラス） 

これも JAL クラス別シート情報 [2]を参考にした。ファーストクラスのパーティションが全体を囲む

形であるのに対し、こちらは後方のみを囲むものとして差別化を図った。また、シートの材質を変える

ことでもランクの違いを表現した。シート自体のサイズは 450×460×735mm、パーティションを含め

ると 480×500×750mm である。これを機体の 1 階に 20 台配置した。 

 
図 B-4 客席の三面図（エグゼクティブ） 

 

 

図 B-5 背もたれを倒したエグゼクティブクラスのシート 
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d. 客席（エコノミークラス） 

これも JAL クラス別シート情報 [2]を参考にした。ファーストクラスやエグゼクティブクラスとは異

なり、シートが複数繋がった作りになっている。多くの旅客機ではエコノミークラスのシートは幅が狭

く、3 連、4 連、3 連のように配置されているが、ここでは快適さを優先してシート 1 つあたりの幅をエ

グゼクティブクラスと同等にし、2 連と 3 連のものだけを使った。サイズは 2 連、3 連のものがそれぞれ

450×920×735mm 、450×1380×735mm である。1 階窓側には 2 連のものを左右に 22 列ずつ、中央

には 3 連のものを 25 列配置した。2 階には 2 連、3 連、2 連の並びを 8 列配置した。 

 

図 B-6 客席の三面図エコノミークラス 2連） 
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図 B-7 客席の三面図（エコノミークラス 3連） 
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e. 階段 

絵コンテ制作時は螺旋階段を制作するつもりだったが、Google の画像検索 [3]で見つけた JAL、ANA

などの機内写真を見ると螺旋階段を使用している機体は少なかった。今回は実物の機体に近づけるとい

うことを目標にしていたので直線式の階段を制作した。 

図 B-8 階段 

 

 段の端に見える細い線は滑り止め用のゴムである。ペイントでカーペットとゴム部分を繋ぎ合わせた

画像を作成し、それをテクスチャとして使用した。途中から色が変わっているのは 2 階側のエコノミー

クラスと 1 階側のエグゼクティブクラスとの差を出すためである。 

 

図 B-9 階段部分のテクスチャ画像 
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f. 内装（壁・窓） 

 飛行機は電車やバスと違い、細長い窓が特徴である。Google の画像検索 [3]で見つけた JAL、ANA な

どの機内写真や、航空機のカタログの機内写真を参考にした。 

 

図 B-10 機内から見た窓 

 

g. 空港 

滑走路と周囲の山地を含むオブジェクトである。ある程度ズーム状態で表示される管制塔側の山地を

起伏まで詳細に作り、遠景しか映らない部分については平面で表現した。サイズは 1300×1900×200m

である。 

 

図 B-11 空港 三面図 
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h. 建物 

青森空港をモデルにして制作した。搭乗受付や土産物売り場などを含む建物を一つのオブジェクトに

した。サイズは 30×250×45m である。 

 

図 B-12 建物の三面図 
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i. 管制室 

 青森空港の管制塔をモデルにして制作した。管制官からの視点の動画を作るため、ガラス部分の材質

は半透明に設定した。また、管制室内部のマイクや PC のディスプレイなどのオブジェクトも別途制作し

て配置した。 

図 B-13 管制室の三面図 

 

 
図 B-14 管制室内部 

 

 

 

 

 

レーダ管制卓 通信処理装置管制卓 案内灯スイッチ 
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j. ボーディングブリッジ 

建物から航空機に客が搭乗するためのボーディングブリッジである。通路を伸縮させるための構造や

機体へのアタッチメント部分など詳細にわたって作り込んだ。サイズは 16×3×8m である。 

 

図 B-15 ボーディングブリッジ 三面図 

 

 

図 B-16 ボーディングブリッジの入口拡大 
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k. ジェットエンジン 

 航空機の心臓部にあたる物である。2 基しか搭載されていない機体もあるが、今回制作したのはジャン

ボジェット機なので、4 基設置した。サイズは 6×4×4ｍである。 

 

図 B-17 ジェットエンジンの三面図 

 


