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1. 序論 
1.1. 背景 

近年、3DCG という単語をテレビで見る機会が増えている。アニメ映画のみならず、実写映画や地上

波放送の番組などにも 3DCG の技術が使われている。私は高校生の頃から 3DCG に興味があり、昨年の

創作ゼミナールで初めて本格的に 3DCG に触れ、さらに興味を持った。このときの制作テーマは単に自

分が作りたいものであったが、実社会で業務として CG を制作する場合は顧客からの要望を聞き取り、

目的に応じたものを制作する必要がある。そこで卒業研究ではムービー制作の技術を高めることと、顧

客との意見交換を通じて要求を把握する能力を養うことの 2 つを目的に、同ゼミに所属する合気道部部

長を顧客として部員勧誘のためのプロモーション映像の制作をテーマとした。 

 

1.2. 研究の流れ 

初にテーマを決め、おおまかなストーリーを考えた。次にストーリーを絵コンテで詳細化するとと

もに、登場するキャラクターの特徴も図に描き出してどのレベルまで作りこむかを決めた。どのように

制作するかを自分の技術と相談しながら描けば、制作途中に躓くことなく作業ができる。絵コンテの完

成後に、それを参考にして LightWave の Modeler でキャラクターをモデリングし、Layout でシーンフ

ァイルを制作し、オブジェクトの動きやカメラワーク、ライティングなどの設定をしてムービーファイ

ルをレンダリングした。レンダリングには時間が掛かるので、その間はモデリングや別なシーンの制作

を行った。レンダリングしたムービーから XMedia Recode で codec を MPEG-4 形式にしたものを作成

した。さらに、After Effects でエフェクトを追加し、Premiere で音の追加やシーン編集などを行った。

この流れで制作を行った。 
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2. 開発環境 
2.1. モデリング 

LightWave の Modeler を使用した。Modeler は、球や直方体などの三次元図形をベースにして、変形

を加えてオブジェクトを制作することができるツールである。ここでは、登場するキャラクター、背景

の制作に使用した。LightWave のオブジェクトファイルは lwo 形式と呼ばれる独自の形式のものである

が、obj などの他の形式のファイルの読み込み、出力にも対応する。 

 

2.2. アニメーション 

 LightWave の Layout を使用した。Layout は、Modeler で制作したオブジェクトファイルを使用して

アニメーションの設定を行い、動画ファイルを作成するツールである。アニメーションの設定は lws 形

式のシーンファイルに保存される。ここでは、アニメーション制作とレンダリングに使用した。 

 

2.3. 効果の追加 

 Adobe After Effects CS5 を使用した。このツールは、動画や静止画に燃え盛る炎や光の粒子、ドット

アニメーションなど様々な効果を入れる機能を持つ。ここでは実写動画とレンダリング画像との合成に

使用した。 

また、LightWave の Layout でもパーティクルの機能を使用し、主人公と不良の気を表現した。 

 

2.4. codec 変換 

 codec 変換には XMedia Recode を使用した。フリーウェアであるが、様々なファイル形式、codec に

対応し、ビットレートやフレームなどの詳細な設定をして動画の変換をすることができる。 

 ここでは LightWave で制作したエンコード形式 Cinepak codec のファイルを、以下で述べる Premiere 

Pro CS5 で読み込める MPEG-4 の形式に変換するために使用した。 

 

2.5. シーンの結合 

シーン結合、映像編集には Adobe Premiere Pro CS5 を用いた。映像編集のみならず、音声の加工や、

別の動画との合成、簡単なエフェクトの追加などの多彩な機能を持つ。非常に使いやすく、これも直観

的な作業ができる万能動画編集ソフトである。 
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3. 企画 
3.1. 情報収集 

 合気道の技の動きには、Web 上にある動画を見るだけでは分からないものがある。主に手の動きが細

かい。構えた時、技をかける直前、直後ではまったく別の動作でそれぞれ意味のある動きをしている。

動きを詳細に知る必要がある技については部員の方々に実演してもらい、それを録画した。指が主役に

なる技の時は、全体だけではなく、手だけの録画も行った。また、合気道のことだけではなく、モデル

にした人物の利き腕や、咄嗟に反応した時にどちらの方向を向くかなど、動きを忠実に再現するための

検証も行った。 

 

3.2. ストーリー 

 夕方の河川敷を歩いていた主人公が、不良と衝突してしまい、因縁をつけられてしまった。いきなり

殴りかかってきた不良に、主人公が華麗な技で対抗し、あっという間に組み伏せた。怒りの収まらない

不良が、後日主人公を呼び出し、復讐を行おうとするストーリーとする。 

 

3.3. 絵コンテ 

 ひとつのシーンを数秒以内と設定して、一コマずつ描く。簡単で分かりやすい絵で、台詞や雰囲気、

その場面に使う予定のエフェクトや音なども、必要であれば書く。これを参考にしてアニメーションを

作るので、妄想ばかり先行して自分が出来ないようなことは書いてはいけない。後で困って、時間の無

駄になってしまう。 低限描くべきことは、このシーンで何がやりたいのかだけである。今回は使うの

は自分だけなので、細かいところは気にしていないが、周りとの共同作業をするのであれば、分かりや

すく描く必要がある。実際に描いた絵コンテを付録 A に載せた。 

 

シーンの構成 

 今回の制作の目的は部員勧誘に役立てることと自分の技術向上であるが、前半の河川敷のシーンでは

部員勧誘に主眼をおいて合気道の技をリアルに再現し、後半の路地裏のシーンは新しく学んだ技術を多

用してエンターテインメント性のあるものにする。 

 

3.4. 舞台背景の設計 

 ここでは舞台背景となる２つのオブジェクトの設計計画について説明する。 

河川敷（前半の舞台風景） 

主人公と不良が初めて出会うシーンの背景なので、見通しを良くするため建物などは配置しない。川

と河川敷より少し高い位置に歩道、車道を作る。主人公たちが戦闘するのは歩道部分なので、その周辺

を特に細部まで作りこむ。時間帯は夕方とする。 

 

路地裏（後半の舞台風景） 

人気の無い寂れた郊外の住宅街をイメージして作る。建物、地面には暗い色のテクスチャをメインに

し、寂れた雰囲気を出す。時間帯は日中とする。 
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4. モデリング 
モデリングには LightWave の Modeler を使用した。LightWave は Modeler と Layout に分かれてい

て、モデリングには Modeler、アニメーション制作やシーンレンダリングには Layout を用いる。Modeler

ではモデリングに必要な機能だけをアクティブにするので、全てを同時に使うよりも PC の動作が重くな

らずに済む。四画面ビューポートは、それぞれ上面、底面、背面、正面、右面、左面、パースペクティ

ブ、UV と任意で割り振ることができる。また、どれかが邪魔な場合は、三画面、二画面、一画面に変更

することも可能である。モデリングソフトによっては、線から始まり絵を描くようにモデリングするも

のがあるが、この Modeler は 初に多面体や球体のポリゴンを形成し、そこから線を追加して形を整え

ていくという、まるで粘土をこねるような直観的な作業ができる。ポリゴンの表示方法も多彩で、ワイ

ヤフレームのみから、テクスチャを設定したポリゴンをリアルタイムで反映することもできる。 

このようにして作成したオブジェクトを付録 B に示す。 

 

4.1. テクニック 

ここではモデリングの際に工夫した点について説明する。 

 

顔制作のベース形状 [1] 

球から作る方法と、直方体（box）から作る方法の２種類がある。球は直方体より頭の形に近く、作り

やすく見えるが、頂点にあるポイント（点）の編集が必ず必要になるのと、 初からライン（線）がい

くつか引いてあるので、思った通りにできない可能性もある。そこを不便にとるかは人次第であるが、

直方体をベースにする方法だと、 初はエッジ以外のラインがないうえ、初期の形状が顔とはだいぶ異

なるが、ラインの追加によって自分の思った通りに 初から制作できることと、テクスチャが貼りやす

いという理由で、今回はこちらの方法を採用した。 

 

ポリゴンの量 

 細部までモデリングをすると、リアルさが増してとても見栄えが良い。しかし、作りこみを行えば行

う程ポリゴン数が増えていき、PC への負担も増えてしまう。さらに、アニメーションを制御する時のパ

ーツ数が膨大な数になってしまう。スペックの高い PC を複数台用意し、大人数で分業して３DCG アニ

メーションを作るのならそれでもいいのかもしれないが、本研究で用意できる環境では無理なので、見

えない箇所のポリゴンは消してしまった方がよい。単純なモデルになってしまうが、テクスチャを貼り

付けることでリアルに見せることができる。気をつけないといけないことは、テクスチャも使いすぎる

と PC への負担が掛かることだ。テクスチャは LightWave 上で画像編集できるので、ライティングに合

わせて調整を行うと一枚のテクスチャだけでリアルな表現ができる。 

 

肘や膝 [2] 

 肘や膝などの関節部分は変形時に歪みやすい傾向があるので、あらかじめ曲げたり、くぼませた状態

で基本形状をモデリングし、アニメーションで動かした時のポリゴンの不自然な変化を抑えた。 
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スムージングとサブパッチ 

直方体をベースにして身体を作ると、やはり角が目立ってしまう。ラインを追加すれば、丸みを帯び

て身体に近づくのだが、それだとポリゴンが増えてしまい、データ量も増えてしまう。ある程度形が整

ったら、スムージング機能を使うのが効果的である。もうひとつの方法はサブパッチ機能である。スム

ージングがレンダリング時にだけポリゴンの補間計算をするのに対して、サブパッチは、モデル自体の

ポリゴンを形状補完して、丸くて有機的な形状をつくることができる機能である。Tab キーを押すだけ

で出来るのでとても便利である。しかし、サブパッチ機能を使うとポリゴン数が増えてしまう。それだ

と、先に述べたようにデータ量が増えてしまい、後の作業に負担がかかってしまう。さらに、ただ適当

にオブジェクトを作ってサブパッチを適用しただけでは、思うような形に変化しないこともある。サブ

パッチ時の変化を考えながら、モデリングを行うことを忘れてはならない。スムージングとサブパッチ

には、どちらも良いところがあるので、パーツによって上手く使い分けることが大事だ。どうしてもサ

ブパッチだけに頼りたい時は、表示サブパッチレベルをさげると、作業時に PC の動作が重くなったりす

るなどの弊害もなくなる。 

 

モーフマップ 

 モーフマップとは、ポリゴンに変化を与えてから登録することで、直線補間で移動させられる機能で

ある。Modeler 画面の右下にあるアイコン（Morph Map）をクリックし、ポップアップメニューから新

規を選択してから制作を行う。モーフマップを設定したオブジェクトは、Layout の Morph Mixer プラ

グイン機能を使うことで自由に動かすことができる。設定されたモーフマップは同時に複数適用するこ

とができ、組み合わせ次第で様々な表情を作ることができる。 

 

図 4.1 モーフマップの制作 
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図 4.2 Morph Mixer の追加 

 

 

図 4.3 モーフマップの一例（左：変化前、中：単一モーフ適用後、右：複数のモーフ適用後） 
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ウェイトマップ 

ウェイトマップとは、ボーンの動きに対して、ポリゴンの影響範囲を決める機能である [1]。当然モデ

リング、ボーンの設定後にこの設定を行うことになる。作業は特定のボーンの影響範囲に色を塗るよう

にして行う。影響範囲は自動で決めることもできるが、そのままでは実用に耐えないので、今回はこの

機能を使った後で、手作業で範囲の追加や削除を行った。影響の強さは数値で指定することができる。

しかし、色々と試したところ、それほど差はなかったため、今回は 0％か 100％のいずれかで塗った。 

 

図 4.4 ウェイトマップの作業画面 1 

 

ウェイトマップの自動生成 ボーンの選択 影響範囲 設定中のボーン 
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図 4.5 ウェイトマップの作業画面 2 

 

4.2. 問題点 

ポリゴンの結合 

人の身体を一からすべて作っていくのは時間がかかるが、人間の体は左右対称なので、身体の半分を

作った後に鏡面コピーで複製すると効率が良い。しかし、このままレンダリングして見ると、身体の中

央にラインができてしまう場合がある。これは、右と左の身体が正しく結合されていない証拠である。

鏡面コピー時に、ポイント結合のチェック欄にチェックをすれば解決するのだが、それでもラインが浮

き出てしまう場合がある。理由は二つあり、ひとつはエッジが違う場所に複製されてしまった場合であ

る。これはそのエッジを選択して手作業で消せば解決する。もうひとつは、鏡面コピーするときに、ポ

リゴンが中央にいなかった場合である。肉眼では中央にいるように見えていても、実際はそうでない場

合がある。その時は、ちゃんと距離をあわせて再び複製するか、一旦、距離を離してからポイントの統

合を行う。ポイントの統合とは、 初に選択したポイントを、後に選択したポイントに統合する機能で

ある。 

 

変形時のオブジェクトの挙動 [3] 

ボーン、ウェイトマップの設定を終えて関節をひねってみると、明らかに分かる程の捻じれが出来て

しまう。ボーンのアイテムプロパティの「ツイスト」にチェックを入れるとある程度は解消されるが、

モデリングやボーン、ウェイトマップの設定が正確でないと、意味がない。ボーンを増やして関節を制

御することで滑らかになるが、ボーンの回転のさせ方に気をつけないと、思わぬ箇所が曲がってしまい、

ウェイトマップの着色ウェイトマップの消去 
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それに伴なってウェイトマップの設定も複雑になってしまうなどの問題が起きて、本研究では採用しな

かった。 

 

5. アニメーション制作 
アニメーション制作にはLightWaveのLayoutを使用した。操作系統はModelerとほとんど変わらず、

直観的な作業ができる。Modeler と Layout の二つに分かれているおかげで、前述のように PC の動作が

重くならずに済む反面、Modeler と Layout を往復するという作業が加わってしまい、作業効率が悪くな

ってしまう。hub 機能という、Modeler で行った修正を Layout に連動させる機能もあるが、hub を使用

するためには PC 側に高いスペックが要求されるためか、研究室の PC ではうまく動作しなかったので

hub 機能を使用せずシーン制作を行った。 

 

5.1. 作業手順 

5.1.1. オブジェクト・シーンの読み込み 

Layout を起動し、Modeler で制作したオブジェクトファイルを読み込む。 

 

図 5.1 オブジェクトファイルの読み込み 
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図 5.2 1 つのオブジェクトファイルの読み込み 

 

 アニメーションは１つのオブジェクトだけで出来ないこともないが、通常は複数のオブジェクトを使

うので、続けて必要なオブジェクトを読み込む。読み込んだオブジェクトはシーン編集クラシックパネ

ルにリスト表示される。ライト、カメラもこのパネルで管理する。 

 
図 5.3 複数のオブジェクトファイルの読み込み 

新たに読み込まれたオブジェクトファイル 

読み込まれたオブジェクトファイルシーン編集クラシックパネル
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Layout ではこのようにして読み込んだオブジェクトの動きやカメラの移動の情報などを統括する「シ

ーンファイル」を扱う。新しいシーンに別のシーンファイルを読み込むこともできる。図 5.4 では、建物

や階段に対し、主人公のサイズが大きく見えるが、読み込んだ後で拡大、縮小を使い、サイズを調整す

る。 

 

図 5.4 シーンファイルの読み込み 

 

5.1.2. レンダリング条件の設定 

今回は 60 フレーム（1 秒当たり 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設定する。 

近年はワイド画面のモニタが主流になりつつあるので、カメラのアイテムプロパティで解像度を

SWXGA（1366×768）にする。また、後で Adobe After Effects CS5 や Adobe Premiere Pro CS5 で効

果の追加や編集を行う必要があるので、ファイル形式は一般的な動画の形式である AVI 形式とする。

codec は、LightWave のレンダリング設定画面で Cinepak Codec を選択する。使用した環境では他の

codec による動画がスムーズに再生されなかったため、試行錯誤した結果この設定を採用した。 

読み込まれたシーンファイル 
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図 5.5 カメラのアイテムプロパティ  図 5.6 圧縮プログラムの設定 

 

 

5.1.3. キーフレーム毎の設定 

 シーン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やポーズ・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状態を決める。それ以外のフレームでは自

動的に補間が行われる。 

 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。 

解像度 



15 
 

 

図 5.7 0 フレーム目の状態 

 

 次にキーフレームの時間を決め、タイムスライダを移動させてオブジェクトに動きを付ける。このと

き変更すべきものは一般にはオブジェクト・カメラの位置や方向だが、図 5.6 のようなボーンが設定され

たオブジェクトではボーンの回転なども同時に行う。 

 
図 5.8 40 フレーム目の状態 

 

これを繰り返して一連のシーンを作る。 
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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するか F10 キーを押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 50 時間ほど（レンダリング中の残り時間は 100 時間を超える）にもなる。オプションタブのレン

ダーオプションをクリックすれば、設定のほとんどを変更できる。レンダリング中は図 5.10 のように進

捗状況が表示され、完了したフレーム数や残り時間を確認できる。 

 

図 5.9 レンダーオプション 

 

 

図 5.10 レンダリング中の進捗状況表示 
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5.2. テクニック 

5.2.1. カメラワーク 

複数台のカメラ使用 

ひとつのカメラでひとつのシーンを撮るのではなく、複数のカメラでひとつのシーンを複数撮り、編

集でつなげることによって、一瞬のシーンを強調した。 

 

焦点距離 

操作系での名称は焦点距離となっているが、いわゆる画角の変更である。画角を広げると全体が遠く、

狭めると近く見えるので、この機能を利用して、通常よりもスピーディーにズームするアニメーション

を制作した。 

 

5.2.2. ライティング 

ラジオシティ 

 ラジオシティとは、オブジェクトの表面での光の反射を計算に入れたライティングのことである [4]。

この機能を使うとリアルなライティングを実現できる。しかし、レンダリング時間がかなり掛かってし

まう。新しいバージョンで高速化されてはいるが、ラジオシティの有無でレンダリング時間に差が出て

しまう。本研究では速さを重視したため、ラジオシティに頼らず普通のライトのみでレンダリングを行

った。 

 

影は脇役 

 物体にライトを当てることによって、影が出来る。アニメーションをリアルにするためには、必要な

効果ではあるが主役ではない。どうしても影が気になって仕方がないシーンは、思い切って影レイトレ

ースのチェック欄を外してしまい、影をなくした。 

 

5.2.3. その他 

セルアニメ調レンダリング 

初めにレンダリングのテストをしたところ、背景に対して人物の色合いに違和感があったので、Super 

Cel Shader [1]というプラグインを使い、漫画やアニメのように色の近い領域を平均化して、背景になじ

ませた。 
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図 5.11 Super Cel Shader の適用（左：適用前、右：適用後） 

 

髪の毛 

髪の毛の生成には Sasquatch Lite [1]を使用した。Sasquatch Lite は、草原や毛髪を簡単に作ること

ができるフィルタである。生成する箇所は指定することができる。主人公については、色、反射光、線

（髪の毛）の長さや太さ、密度などの設定を色々試し、雰囲気に合うものができた。しかし、不良の髪

型は部位によって髪の長さや向きが異なるなど複雑な形をしているため、地肌に直接毛髪を生やす方法

では上手く生やすことができず、髪の毛の形に似せたオブジェクトを制作し、それに髪の毛を生やした。 

 

図 5.12 サスカッチライトの設定 
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図 5.13 主人公の髪の作成（左：髪なし、右：髪あり） 

 

 

図 5.14 不良の髪の作成（左：髪なし、中：髪ベースオブジェクト追加、右：髪あり） 

 

5.3. 問題点 

キーフレーム削除の際の想定外の動作 

Layout の作業中、キーフレームの削除を行うと、オブジェクトが思わぬところに移動していることが

ある。この現象が起きた時の要因は、複数のキーフレームから若い順番のキーフレームを削除した場合

である。アンドゥ（Ctrl+Z）しても戻らないので非常にやっかいだ。その場合は諦めて 初から作業を

やり直すしかなく、解決策は見つからなかった。 

 

サーフェイスエディターでの色・質感の削除 

自分で設定した色や質感を、サーフェイスエディターに登録することで、もう一回使いたいときにす

ぐ呼び出すことができる。しかし、もしいらなくなった場合、設定を消すのにかける手順は非常に複雑

である（サーフェイスが設定されているポリゴンに別のサーフェイスを設定し、一度保存してから再度

オブジェクトファイルを開く）。本研究では、新しく作った色や質感の設定をいらなくなった設定に上書

きして再利用し、削除の手間を省いた。 
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PC のスペック不足 

レンダリング作業中に、PC の動作が不安定になる時があり、重い動画を作成している時にはレンダリ

ングが異常終了することがあった。原因は PC の本体メモリかビデオメモリの不足かと思われる。根本的

な解決方法ではないが、ひとつの作業ごとに新規データを作り、こまめなセーブを行った。 

 

6. シーン結合 
6.1. 作業手順 

6.1.1. ファイル形式の変換 

 XMedia Recode で、動画ファイルの codec の変換を行った。変換時の設定は、コーデックを MPEG-4

として、使用可能な 大値の 50000bps の固定ビットレートを選択した。これを使うことにより、

LightWave での出力ファイルに近い解像度や画質の AVI ファイルを Premiere に読み込めるようになっ

た。 

 

図 6.1 XMedia Recode での変換時の設定（左：形式タブ、右：ビデオタブ） 

 

6.1.2. Adobe After Effects CS5 での作業 

合成動画制作には Adobe After Effects CS5 を用いた。このツールは、その他にエフェクトやテキスト

追加編集の機能を持つ。Adobe Premiere Pro CS5 も同様の機能を持つが、それぞれ得意分野が異なり、

After Effects はエフェクト追加、Premiere は編集に向いているので、ここでは After Effects を動画の

合成のみに使用した。 

 

動画の合成を行うには、 初に前景用と背景用の動画、静止画をプロジェクトに読み込む。次に、編

集を行う素材をプロジェクトからコンポジションへとドラッグ＆ドロップする。これで編集の準備が完

了する。 
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図 6.2 After Effects の操作画面 

 

次に、前景の使用したい部分を、ロトブラシツールを使っておおまかに指定すると、自動的に人物な

どが抜き出される。 

 

図 6.3 ロトブラシによる使用部分の指定 

ロトブラシツール ロトブラシのスパン 

プロジェクト コンポジション
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図 6.4 使用部分の抜き出し 

 

Alt キーを押しながら、使用部分の境界線をなぞって修正し終えたら、合成する背景を追加する。これ

で背景との合成が完成する。 

 
図 6.5 合成結果 
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6.1.3. Premiere Pro CS5 への読み込み 

Premiere Pro CS5 を起動すると、プロジェクトの新規作成か既存のものを使用するかを選択するメニ

ューが表示される。 初はプロジェクトを新規に作るが、この際プリセットの選択肢には適切なものが

ないので「カスタム」を選択して図 6.6 の様にタイムベースを 60 フレーム、フレームサイズを 1366×

768、ピクセル縦横比を正方形ピクセル、表示形式を 60fps タイムコードに設定する。 

 

図 6.6 プロジェクト作成のメニュー 

 

 シーンファイルや BGM など必要な素材を Premiere Pro CS5 のプロジェクトに読み込む。専用のボタ

ンはあるが、そのままドラッグ＆ドロップで読み込む方が簡単である。読み込んだファイルをシーケン

スの中に入れて編集を行う。静止画や動画などはビデオトラックに、音声素材はオーディオトラックに

読み込まれる。 
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図 6.7 Premiere の作業画面 

 

6.1.4. エフェクト 

Premiere にはエフェクト用のプラグインがある。静止画や動画、音声に対する効果の追加にはビデオ

エフェクト、オーディオエフェクトを使用した。シーンの切り替えの効果の追加にはビデオトランジシ

ョンを使用した。 

図 6.8 は「稲妻」のビデオエフェクトを使用した例である。この他に「水平方向指定」のエフェクトも

使用した。 

シーケンス 

プロジェクト 

ビデオトラックオーディオトラック エフェクト 
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図 6.8 ビデオエフェクト（左：メニュー、右：詳細設定） 

 

 
図 6.9 「稲妻」のビデオエフェクト 

 

図 6.10 は「暗転」のビデオトランジションを使用した例である。図 6.11 はこのトランジションの中の

フレームを並べたものであり、全体が連続的に暗くなっていくことがわかる。この他に「ホワイトアウ

ト」、「ディザディゾルブ」、「分割ズーム」、「段階ズーム」のトランジションも使用した。 
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図 6.10 ビデオトランジション（左：メニュー、右：詳細設定） 

 

 

図 6.11 「暗転」のビデオトランジション 

 

6.1.5. タイトルの作成 

 タイトル作成機能を使い、動画内にテロップや字幕を挿入した。タイトルの作成は「新規」から「タ

イトル」を選択してタイトルウィンドウを立ち上げ、フォントを選んで文字列を入力して行う。作成し

たタイトルは、動画や静止画と同じ扱いとなるため、ビデオトラックにいれて編集することになる。 
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図 6.12 タイトル作成 

 

 
図 6.13 タイトルウィンドウ 
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6.1.6. 動画の出力 

編集が完了したら、エンターキーを押してレンダリングを行う。レンダリングが終わったら、書き出

しを行い、アニメーションが完成する。発表用のものは WMV 形式、ビットレートを 10kbps、コーデッ

クを Windows Media Video 9 Advanced Profile とし、 高画質版は Quicktime 形式、ビットレート制

限を 1000kbps、コーデックをアニメーションとする。いずれも 60 フレームで解像度は 1366×768 であ

る。 

 

図 6.14 書き出し設定（左：WMV、右：QuickTime） 
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6.2. 問題点 

codec と Premiere の相性 

 当初は効果を追加するシーンを除き、LightWave で作成した動画を直接 Premiere Pro CS5 で結合す

る予定であった。しかし全体の 70%のシーンが完成した後で結合のテストを行おうとしたところ、動画

が Premiere で読み込めないことが判明した。Premiere のマニュアルとメーカーの解説ページを使い調

査した結果、LightWave での出力の際に使用した codec である Cinepak Codec に Premiere Pro CS5 が

対応していないことが分かった。そのため、ファイルを変換するという過程を経なければならなくなっ

たので、 終的な動画の画質が落ちてしまった。 

 LightWave の出力の際の codec の設定を未圧縮にし、解像度などの他の条件は変えずに出力した動画

は Premiere Pro CS5 で読み込むことが出来たので時間さえあれば解決する問題だが、それまでの

LightWave での動画出力にかかった日数から再レンダリングしていては締め切りに間に合わないと判断

し、今回は XMedia Recode による形式変換を行う方法を取った。 

 

7. 考察 
7.1. 達成度 

結果として前半 1 分 30 秒、後半 3 分 31 秒のムービー作品が完成した。 

前半のムービーは想定通りのものができた。主人公が技を決めるところをもっと具体的に見せられれ

ば更に良かった。後半のムービーでは、Premiere のエフェクトや After Effects を使用した演出など、新

しい試みができた。しかし、コーデックや解像度の問題を解決する傍らアニメーションを制作したので、

時間が無くなってしまい、モデリングをした人体を使った殺陣が少なくなってしまった。 

総合的には、それぞれ目的に応じたものができた。モデリング面では、直方体のポリゴンから人体を

モデリングする技術を学ぶことができた。 

 動画作成に関わる様々なアプリケーションを使用し、それらを連携させたコンテンツ制作行うことが

できた。 

 

7.2. 反省点 

 前回の創作ゼミナールでも LightWave や Premiere を使用したので、これらの作業は問題なく進むだ

ろうと思っていたが、実際にやってみると新しい問題が出てきてしまい、それを解決するのに時間がか

かってしまった。そのためには、LightWave や映像制作の知識を深め、不明確な事があれば、まず試し

てからその結果で方針を決めていけばよかった。 

 モデリングは、人間に見える形を作ることを優先してしまい、可動箇所や表情を作ることなど頭に入

っていなかった。そのため、アニメーション制作時にオブジェクトに不具合が生じると、Modeler に戻

り修正する作業を繰り返すことになってしまった。見た目にこだわることも大事だが、動かすことを考

えながらモデリングすることも大事だった。 

 なるべくローポリで作るようにモデリングを心掛けたが、鼻や耳、関節などの箇所でポリゴンを増や

してしまい、完全なローポリにはならなかった。ローポリ且つリアルな 3DCG を制作するには、人間の

オブジェクト用の UV テクスチャを用意する必要があった。 
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 アニメーション制作は、オブジェクトファイルやライトの設定などを含んだ全体的なファイルサイズ

が大きく、シーンレンダリングに時間がかかってしまうせいで、アニメーションの動きを確認すること

が簡単にできなかった。そのため、プレビューやフレームごとにレンダリングして、アニメーションを

確認するしかなかった。これでは確認が不十分で、何回か作り直す場面もあった。ハイスペックな PC を

用意するか、オブジェクトファイル以外のライトやテクスチャなどの設定を一時的に消し、オブジェク

トだけでシーンレンダリングするか、シーンレンダリングを行うフレーム数を少なくして、レンダリン

グ作業を行えばよかった。 

 

7.3. 改善案 

 今回は卒業研究という締切のある条件下での制作だったが、もし十分なスペックの PC と、LightWave

と連携がとれるすべてのソフトウェアと、時間があるとすれば、モデリングでは、人の体を細かいパー

ツにわけてモデリングし、撮影した写真を加工して作成した UV テクスチャを使い、実写のような質感

があるモデルができる。アニメーション制作では、キャラクターの動きや表情が一目で伝わるようなモ

ーション、モーフマップを作成したり、LightWave のエフェクト作成機能で風や汗などの効果を加えた

り、実写との合成部分も増加させたりなど、演出が多様になる。これらの条件で制作を行えば、より良

い作品ができる。今後、機会があればこのような作品を制作してみたい。 
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付録 A. 絵コンテ 

 以下に実際に描いた絵コンテを示す。なお、キャラクターの顔の文字「主」、「不」、「ロ」はそれぞれ

主人公、不良、不良ロボであることを意味する。 

 

 

(1) 

ゆっくりと歩を進める主人公 

(2) 

主人公の向かい側から、不良が歩いて

くる 

(4) 

二人の肩がぶつかった 

(3) 

両者の距離が近づく 
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(5) 

お互いを見合う 

 

両者、上からのカット 

(6) 

笑顔で謝る主人公 

(8) 

笑顔のまま、謝り続ける主人公 

(7) 

因縁をつける不良 
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(9) 

殴りかかろうとする不良 

(10) 

不良のパンチが主人公の頬に当たる 

(12) 

悪態をつく不良 

(11) 

倒れる主人公（スローモーション） 
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(13) 

満足してまた歩き出す不良 

(14) 

倒れた主人公が静かに立ち上がる 

(16) 

音に気付いて不良の足が止まる 

(15) 

ゆっくり立ち上がり、不良を睨む主人公 
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(17) 

主人公が猛スピードで不良に近づく 

(18) 

不良の顔のアップ 

(20) 

主人公の反撃になんとか反応する不良

 

手で押しあう形になる 

(19) 

さらに拡大していき、不良の眼球が映る
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(21) 

握力勝負へと発展する 

(22) 

力は互角で、両者とも譲らない展開 

(24) 

主人公の笑みが目に映る 

(23) 

不良が何かに気づいて前を見る 
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(25) 

気味が悪くなり、退く不良 

(26) 

笑顔の意味を問う不良 

(28) 

挑発に乗るわけにいかず、動かない不良

(27) 

不良の言葉を無視し、挑発を始める

主人公 
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(29) 

突然、力を抜く主人公 

(30) 

不良の横を通り過ぎようとする 

(32) 

しかし、一瞬の間に合気道の技で

返り討ちにあって倒れる不良 

(31) 

隙を見逃さず攻撃を仕掛ける不良 
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(33) 

失神する不良 

(34) 

不良が動かないのを確認する主人公 

(36) 

場面転換 

 

月日が流れたことをテキストで表示 

(35) 

倒れた不良を背に主人公が歩き出す 
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(37) 

人気のない路地裏 

(38) 

主人公が歩いてくる 

(40) 

奥には不良が座っている 

(39) 

周りを気にしながら歩を進める 
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(41) 

主人公に気付く不良 

(42) 

手に持っていた紙を見せる主人公 

(44) 

紙飛行機を折った主人公 

(43) 

突然、紙を折り始める 
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(45) 

作った紙飛行機を飛ばす主人公 

(46) 

紙飛行機は真っすぐ不良へ向かっていく 

(48) 

沈黙が流れる 

(47) 

不良に命中する 
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(49) 

紙飛行機を拾う不良 

(50) 

そのまま口へと運ぶ 

(52) 

思いっきりゴミ箱を蹴り上げる 

(51) 

立ち上がり、近くのゴミ箱を見る 
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(53) 

ゴミ箱は主人公へ向かっていく 

(54) 

両手をクロスさせて、ゴミ箱の直撃を

防御する主人公 

(56) 

急いで探す主人公 

(55) 

不良の姿が消えている 
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(57) 

路地裏の角を曲がる主人公 

(58) 

曲がった先には複数の不良がいて、

主人公は囲まれる 

(60) 

不良ロボに指示を出す不良 

(59) 

集団の中心には、さっきの不良がいる



46 
 

 

(61) 

主人公めがけて、不良ロボたちが

一斉に襲い掛かる 

(62) 

雪崩のように迫る不良ロボ 

(64) 

驚く不良 

 

焦りながら残る不良ロボたちに指示を

出す 

(63) 

一体ずつ倒れる不良ロボ 

終的に主人公が残る 
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(65) 

二体の不良ロボが主人公に近づく 

(66) 

片方の不良ロボが襲いかかる 

(68) 

おびえるもう一体の不良ロボ 

(67) 

軽くあしらわれ倒れる不良ロボ 
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(69) 

立ち向かうが、あっさりやられる二体目の

不良ロボ 

(70) 

不良を睨む主人公 

(72) 

不良の腰には黒帯が巻かれている 

(71) 

覚悟を決めた不良が主人公に近づく 
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(73) 

以前の主人公のように挑発する不良 

(74) 

動じない不良 

(76) 

動かない不良 

(75) 

動かない主人公 
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(77) 

動かないまま時間が経過 

 

昼から夜へと変わる 

(78) 

根負けしたと言い、握手を求めてくる

主人公 

(80) 

まぶしい笑顔で手を差し出す主人公 

(79) 

警戒する不良 
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(81) 

握手する二人 

(82) 

握手した手に技をかけられ、地面に

倒れる不良 

(84) 

不良を絞め落とす主人公 

(83) 

倒れた不良を持ち上げる 
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(85) 

倒れた不良を見下ろす 

(86) 

不良の黒帯を取り上げる 

(88) 

エンドロール 

(87) 

主人公はどこかへと歩き出す 
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付録 B. オブジェクト 

a. 主人公 

 ムービーを通しての主人公である。モデルにした人物の意見を取り入れて、少し太い体型にして、眉

毛も太くした。ボーンは、両腕に 6 本、両手（指を含む）に 40 本、両足に 10 本、胴体に 5 本、顔に 3

本の計 64 本入れ、それぞれについてはウェイトマップを設定した。髪の毛の生え際は、すべて角度のあ

る形にしてアニメのキャラのように見えるモデリングを行った。直立状態でのサイズは 7000×2000× 

9000mm である（LightWave 上の巻尺で測定）。今回の制作においては特に実際の人間のサイズに合わ

せる必要が無かったため、意識せずにモデリングしたのでこのようなサイズになった。 

 
図 B-1 主人公の三面図 
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b. 不良 

主人公の敵役として登場する人物である。悪役としての威圧感を出したかったため、モデルにした人

物より若干大きくした。ボーンの数は前述の主人公と同じ 64 本である。モデルにした人物の髪の毛が特

殊なものだったため、その髪型に近い形の直方体をモデリングして頭に重ねた。直立状態でのサイズは

7002×1900×9200mm である。 

 
図 B-2 不良の三面図 
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c. 不良ロボ 

 上記の不良の子分として後半に登場する。不良をベースとしてサブパッチを削除し、その副作用で粗

が目立ってしまう箇所にはプロテクターとしてポリゴンを重ねて制作した。サブパッチが無くなった分、

格段に軽くなり、複数ロードしても重くならないのが利点である。サイズは不良と同じである。 

 

図 B-3 不良ロボの三面図 
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d. 河川敷 

前半のシーンで使う河川敷である。海面は、暗い青色（R0 G80 B159）を半透明にして、くぼみを作

るテクスチャ（dented）を貼り付けた。草原には、異なる草の画像をバラバラに張り付けて、画一的に

ならないようにした。サイズは、32×12×9m である。 

 

図 B-4 河川敷の三面図 
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e. 路地裏 [5] 

後半のシーンの舞台である路地裏である。サイズは、89×51×18m である。 

 
図 B-5 路地裏の三面図 
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f. 建物 [5] 

路地裏に配置した建物である。ここには北東端のものを示す。当初は窓ガラスを半透明にして内部も

見せるつもりであったが、ライティングの設定をどう変えても内部に光が当たってしまい、不自然にな

ってしまったため、窓を不透明にしてガラスに近い質感を持つテクスチャを貼り付けた。これ以外の 5

つの建物は、これを複製して、パイプや換気扇の数を調整して違いを出した。サイズはすべて 17×11×

12m である。 

 
図 B-6 建物の三面図 
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g. 階段 [5] 

直方体のオブジェクトにラインを入れ、ポイントの位置を調整しながら制作した。北東端の建物と塀

の間に配置した。サイズは 6.5×6.8×4.6m である。 

 

図 B-7 階段の三面図 

 

 

 

 


