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タイトルについて
タイトル「ブリューゲル」は「ヒエログラフ」の開発段階でのコードネームです。



ブリューゲルの仕様書　～目次

雉　 キジの巻 コンセプトシートとメモ、優先順位など

亀　 かめの巻 　　　 全体説明/フローチャート他

虎　 トラの巻 　　　 シナリオ設定ウインドウからコンテ設定ウインドウの流れ

鯖　 サバの巻　 演出設定ウインドウ/オブジェクト部分

　　 サバの子供の巻　　　 オブジェクトの準備

兎　 ウサギの巻 描画設定ウインドウと背景画像のインポート

　　 ウサギの子供の巻 ポーズと表情の準備

蛙　 カエルの巻 リアルモデルキャプチャー

馬　 ウマの巻 記号入力設定ウインドウ

龍 タツの巻 完成確認とプリントアウト



ブリューゲルの仕様書3.0について　＞　関係各位のみなさまへ

この仕様書においては、ニュアンス的に、かなり無理ことを記載している箇所が多く見受けられると感じら
れると思います。それは、今回の開発がプロトタイプとして行われることを理解しながらも、完成という最
終形態のイメージがあってこそ、成立するプロトタイプであるという意味あいを考えて、この仕様書が作成
されているからです。あえて、今後の打ち合わせにおいて、その開発の方向性を正確に見極めるために、そ
ういうスタイルをとっていますので、その点含みおき下さい。

この紙面を素に、打ち合わせを行ったのち、再度、次の仕様書を実質的な内容として作成いたします。

表記記号について　＞　仕様書の読み方

この仕様書においては、今回の実質的な仕様として盛り込みたい箇所は、赤い縦線を引いてあります。
その太さと本数には、ニュアンス的な強弱がありますが、あまり気にしないで、ただそこであるとご理解下
さい。



 ブリューゲル　仕様書-雉の巻-2000+23th FEB-000 　　  

キジの巻
2000年 2月 24日 木曜日



 ブリューゲル　仕様書-雉の巻-2000+23th FEB-001 　　  

　　　デジタルコミュニケーションにおいて、動画を使用した表現
（テレ・プレゼンツ）が従来のテレビメディアの枠にとどまらず、イ
ンターネットなデジタルコミュニケーションにおいて、動画を使用し
た表現（テレ・プレゼンツ）が従来のテレビメディアの枠にとどまら
ず、インターネットなど、ＰＣ端末への発信の場で行われている。こ
れらの多様化と需要は、今後よりいっそうの増加が加速することが予
想される。また、様々なＤＴＶ技術やＣＧ技術の一般への普及、およ
び低価格化は、映像制作プロダクションの役割を多様化している一方
で、新規参入者の増加を可能にしている。プロフェッショナルな、業
務レベルでの制作にとどまらず、プライベートな映像コンテンツの制
作も盛んである。

　　　このような、今日の映像コンテンツの制作において、そのシュ
ミレーション的な、プランニングの段階における作業では、部分的な
デジタル化は行このような、今日の映像コンテンツの制作において、
そのシュミレーション的な、プランニングの段階における作業では、
部分的なデジタル化は行われているものの、いまだ総括的なサポート
を行えるアプリケーションツールは見あたらない。たとえば、ドラ
マ・ナラティブコンテンツの作成を例にとってみると、ほとんどの映
像制作の現場、プロダクションや映像作家、また映像を教える教育の
場において、ワープロソフトで映像フレーム付きの台本（テキストだ
けの）コンテを作成して、プリントアウトしたのち、手書きで画コン
テを書き込んだり、切り張り作業を行い、コピーして配布というのが
常で、全然デジタル化されていない作業だということができる。必然
的に、リテイクや、変更点が発生した場合、再構成を行うのが困難な
のはいうまでもない。なぜデスクトップ環境だけで、画コンテの作成
が行われにくいかを考えると、現状のＣＧ作成ソフトやドローソフト
の多くが、高機能であるため、ハンドリングが複雑であること。反対
にワードプロセッシングソフトが兼ね備えているドロー機能、グラフ
機能では、時間軸や空間軸で思考し進行する映像コンテンツのシュミ
レーションを行えきれない点、さらに、そういった画コンテの作成を
可能とする単一ツールがないことがあげられる。

バーチャル画コンテプロセッシングソフト「ブリューゲル」（課題）

ワード入力をもとに、時間軸、空間軸でＣＧ作画が可能な画コンテプロセッシングソフト
絵本作成も可能な３Ｄリンクなワープロソフトでもある。

また、映像制作の手順の中で、当初の必要過程の一つである絵コンテ
作成だが、従来の手法で、必然とされるのが、コンテ制作者演出家の
描画技術・絵のうまさである。絵が下手な人にとっては、非常に苦労
する作業になっているのも事実だろう。
　　　多くの分野で映像プレゼンテーションが行われるようになった
今日だが、このことは同時に、多くの映像制作に経験則的に不慣れな
人々、文章や口頭説明を受けただけでは、最終的な映像作品の完成を
イメージできない人々が、制作に参入していることをも意味してお
り、いままで以上に共通の完成イメージを共有するツールとして、画
コンテは、より重要なファクターとなっている。
この環境を含めた画コンテ制作が困難だという問題は、実際の制作プ
ロダクションレベルにとどまらず、 映像を教える教育の場において
も、あてはまる当てはまる問題である。

　　　ここで企画する画コンテプロセッシングソフトはこれら、私の
様に映像制作に携わる人間なら、だれもが感じているジレンマを考慮
しつつ、デスクここで企画する画コンテプロセッシングソフトはこれ
ら、私の様に映像制作に携わる人間なら、だれもが感じているジレン
マを考慮しつつ、デスクトップ上だけで、単一ソフトの使用で、ワー
ドプロセッシングされた内容を反映して、簡単にドラマシーンの画コ
ンテの作画が可能な、映像コンテンツ作成シュミレーションソフトで
ある。



 ブリューゲル　仕様書-雉の巻-2000+23th FEB-002 　　  

開発上のポイント、メモ

コンセプト上、必要なこと

○　文字を書いて絵が作れるコト

○　時間の構築する概念を持てない人が、理論だって考えられる仕組
　　みを与える。

○　記号論的思考という、表現の核心を文字から始める。

○　文字、記号、絵という、２Ｄ表現の意味あいの違いを意識して
　　使い分けられること。

○　全てにおいて、グリッド的な尺度を用意して、そのゲージがある
　　ことで、整理できること理解できることを用意する。

○　アイデアを定着させることから始まるナニカ（映像作品）のため
　　のツール。クオリティーという完成を目的としたアプリケーショ
　　ンではなく、必要なぶんだけ、イメージの可能性や広がり、同時
　　に限定、具体化のためのアプリケーションツール。

○　通常のワープロソフトとは、清書のためのツールという出発点を
　　もっており、そのための使いやすさ、使いにくさがある。

　　そうではなく、目的を限定しながらも、コミュニケーションとア
　　イデアの定着が出発点であるワープロソフトであること。

○　従来の３Ｄソフトが、３Ｄならではの、という解釈で語られるこ
　　とがらに重点を置かれ、また描画することにおいて独立したソフ
　　トであるのに対し、文字という補足、または文字の補足として成
　　立すること。またそのために必要な操作性としてのアッセンブラ
　　ージュ。

○　物事を構造という順番で考えていくための、方法論としてのツー
　　ル。

○　たとえば、画像張り付けに優れたワープロなのが、このソフトだ
　　とすれば、すべてのハンドリングが文字ベースで行われる３Ｄソ
　　フトという方向性が、その先にある。

　　最終的な完成を定義するなら、ソフト内だけで行われるムービー
　　制作ということもできる。

○　出来るということと、使いやすいということの意味の違いを捉え
　　る。その上で、必要なソフトウエアのデザインを考える。

○　現在のカット割り行為に、玄人的ノウハウが転化されていない点
　　に関しては、現状無視する。



2000+23th FEB-カメ-000  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-000 　　  

カメの巻
2000年 2月 24日 木曜日

*
全体構造図（フローチャート）

*
データ構造とデータ管理（佐々木）

*
画面の流れ

*
メニュー構造

*
その他



2000+23th FEB-カメ-001  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-001 　　  

ー ブリューゲル・構造図 ー

登場人物設定モード

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

配置設定モード・平面図操作

ポーズ 設定モード 表情＆目線 設定モード

完成
プリントアウト

背景画像のインポート

リアルモデルキャプチャー
のインポート

カット割り設定モード ３Ｄコンテ描画 設定モード

記号入力 設定モード

演出設定ウインドウ

シナリオ設定ウインドウ

描画設定ウインドウ

コンテ設定ウインドウ



2000+23th FEB-カメ-002  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-002 　　  



2000+23th FEB-カメ-003  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-003 　　  

データ構造とデータ管理-1

シナリオ設定ウインドウ

　オブジェクトデータ

全体プロット記入モード

時間計算

時間計算

シーンプロット記入モード

シーン数

シーン数

　オブジェクト名のリンク

登場人物設定モード

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

シナリオ設定ウインドウ

演出設定ウインドウ

完成
プリントアウト

３Ｄコンテ描画設定モード台本作成モード カット割り設定モード

コンテ画像データ（カメラと平面図）

記号＆文字データ（カメラと平面図）

描画設定ウインドウ

配置設定モード・平面図操作

ポーズ 設定モード

表情＆目線 設定モード

背景画像のインポート

リアルモデルキャプチャー
のインポート

記号入力 設定モード

リアルモデル
（箱庭）



2000+23th FEB-カメ-004  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-004 　　  

データ構造とデータ管理-2

シーンプロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ

台本作成モード

全体プロット記入モード

３Ｄコンテ描画設定モードカット割り設定モード

シナリオ設定ウインドウ

データ.TXT データ.JPG'ｓ

　オブジェクトデータ

登場人物設定モード

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

演出設定ウインドウ

データ.OBJ's

描画設定ウインドウ

配置設定モード・平面図操作

ポーズ 設定モード

表情＆目線 設定モード

背景画像のインポート

データ.SCE

記号入力 設定モード

データ.TXT

SCE.LINK

TXT.LINK

TXT.LINK

ディレクトリー概念（ディレクトリー選択の機能）

表情データ

データベース

データベース

ポーズデータ

オブジェクトデータ



2000+23th FEB-カメ-005  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-005 　　  

コンテ設定＆カット割り＆ ３Ｄコンテ描画 設定

ー ブリューゲル・画面の流れ ー

シナリオ設定ウインドウ

演出設定ウインドウ 描画設定ウインドウ

記号文字入力 ウインドウ

リアルモデルキャプチャーウインドウ

完成プレビューウインドウ

完成
プリントアウト



2000+23th FEB-カメ-006  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-006 　　  

切り替えレイアウト画面一覧

１～13+１



2000+23th FEB-カメ-007  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-007 　　  

レイアウト-01

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード



2000+23th FEB-カメ-008  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-008 　　  

レイアウト-02

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード



2000+23th FEB-カメ-009  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-009 　　  

レイアウト-03

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード



2000+23th FEB-カメ-0010  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0010 　　  

レイアウト-04

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード



2000+23th FEB-カメ-0011  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0011 　　  

レイアウト-05

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード



2000+23th FEB-カメ-0012  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0012 　　  

レイアウト-06

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード

カット割り設定モード

コンテ設定ウインドウ



2000+23th FEB-カメ-0013  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0013 　　  

レイアウト-07

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ

カット割り設定モード

コンテ設定ウインドウ



2000+23th FEB-カメ-0014  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0014 　　  

レイアウト-08

カット割り設定モード

３Ｄコンテ描画 設定モード

コンテ設定ウインドウ

描画設定ウインドウ

配置設定モード・平面図操作

ポーズ 設定モード

表情＆目線 設定モード

背景画像のインポート



2000+23th FEB-カメ-0015  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0015 　　  

レイアウト-09

カット割り設定モード

３Ｄコンテ描画 設定モード

コンテ設定ウインドウ

描画設定ウインドウ

配置設定モード・平面図操作

ポーズ 設定モード

表情＆目線 設定モード

背景画像のインポート

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード



2000+23th FEB-カメ-0016  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0016 　　  

レイアウト-10

描画設定ウインドウ

カット割り設定モード

３Ｄコンテ描画 設定モード

コンテ設定ウインドウ

背景画像のインポート

リアルモデルキャプチャー
のインポート



2000+23th FEB-カメ-0017  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0017 　　  

レイアウト-11-Ａ＆Ｂ

カット割り設定モード

３Ｄコンテ描画 設定モード

コンテ設定ウインドウ

記号入力 設定モード



2000+23th FEB-カメ-0018  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0018 　　  

レイアウト-12

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード



2000+23th FEB-カメ-0019  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0019 　　  

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ

レイアウト-13



2000+23th FEB-カメ-0020  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0020 　　

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード



2000+23th FEB-カメ-0021  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0021 　　  



2000+23th FEB-カメ-0022  　 

 ブリューゲル　仕様書-亀の巻-2000+23th FEB-0022 　　

メニュー構造



2000+23th FEB-トラ-000  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-000 　　  

とらの巻
2000年 2月 24日 木曜日

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

カット割り設定モード ３Ｄコンテ描画 設定モード

シナリオ設定ウインドウ

コンテ設定ウインドウ



2000+23th FEB-トラ-001  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-001 　　  

全体プロット記入モード 　/　シーンプロット記入モード 　/　台本作成モード　/　

　全体プロット記入モード、シーンプロット記入モード、　
　アンダーライン付きの、これら記入モード３つは、すべてテキストによる文字入力のみで、
　今回のバージョンにおいては、これらの入力が完成紙面には反映されない。

全体プロット記入モード シーンプロット記入モード 台本作成モード

これらは、同一ウインドウ内に配置され、
必要に応じて開いたり閉じたり出来る。
このウインドウをまとめて「シナリオ設定ウインドウ」 と呼ぶ。

登場人物設定モード ロケーション 記入モード

小道具設定モード 大道具設定モード

「登場人物設定ウインドウ」「大道具ウインドウ」「小道具ウインドウ」
「ロケーション記入ウインドウ」が、別ウインドウに用意されている、
このウインドウをまとめて「演出設定ウインドウ」 と呼ぶ。

「ロケーション記入ウインドウ」は、テキストによる文字入力のみで、
　 今回のバージョンにおいては、この入力が完成紙面には反映されない。

これら２つのウインドウにおいて、一度入力した文字は、エクセルの表計算の様
に、文字列を憶えていて、変換時に簡単に入力できる。

また、登場人物設定ウインドウで設定された登場人物（キャラクター）は、同ウ
インドウ内で設定された認識カラーと同一のカラーリングのフォントで、
卜書きと備考、台詞の必要位置に文字が表示される。

これにより、記入された内容の把握を楽にする。また。その空間に、そのキャラ
クターが存在していることを、マクロ認識して、「３Ｄコンテ描画 設定モード」
で必要なＣＧキャラを準備するため。

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード

小道具設定モード

大道具設定モード

演出設定ウインドウ

シナリオ設定ウインドウ



2000+23th FEB-トラ-002  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-002 　　  

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード

小道具設定モード

大道具設定モード

シナリオ設定ウインドウ

演出設定ウインドウ

レイアウト切り替えスイッチ（実際は１２個）



2000+23th FEB-トラ-003  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-003 　　  

「シナリオ設定ウインドウ」及び、「演出設定ウインドウ」の表示の、レイアウト切り替え。
　　それは、作業モードの切り替えでもある。

　前のページにある、シナリオ設定ウインドウは、各記入ウインドウを全て表示している状態です。
　これでは、実際のハンドリングが難しいので、使っているシーンによって、表示モード（レイアウト）を切り替えられる
　必要があります。画面レイアウト切り替えスイッチを用意します。

　　　　 1       2       3        4        5        6       7        8       9 10　 11 12 13
　この画面切り替えが、そのまま作業の進行似合わせて、モードの切り替えを行うことになります。

　レイアウト１　上記３つ全てのウインドウ + 演出設定ウインドウ
　レイアウト２　全体プロット記入モードウインドウ  + 演出設定ウインドウ
　レイアウト３　シーンプロット記入モードウインドウ + 演出設定ウインドウ
　レイアウト４　シーンプロット記入モードウインドウ　 + 台本作成モード + 演出設定ウインドウ

　 　レイアウト５　台本作成モードウインドウ  + 演出設定ウインドウ

　レイアウト６　カット割り設定モードウインドウ  +演出設定ウインドウ
　レイアウト７　広いカット割り設定モードウインドウ

(カット割り設定モードの右側を拡げて,演出設定ウインドウを消した広い画面)

　レイアウト８　台本作成モードウインドウ　+ 描画設定ウインドウ
　レイアウト9　台本作成モードウインドウ　+ 描画設定ウインドウ(画面） + 演出設定ウインドウ
　レイアウト10　台本作成モードウインドウ　+ リアルキャプチャー張り込み設定モードウインドウ
　レイアウト11　広い台本作成モードウインドウ　+ 記号入力 設定モード ウインドウ
　レイアウト12　完成台本表示モードウインドウ
　レイアウト13　広い完成台本表示モードウインドウ

*　表示モード（レイアウト）を切り替えのスイッチ９個をセレクトして、レイアウトの切り替えが可能
*　このレイアウト変更はＦキーにそれぞれ割り当てる。
*　メニュー＞表示＞レイアウト切り替え＞レイアウト１～９で切り替え可能。

*　レイアウト７と９の広いウインドウにおいては、備考覧、平面図は
　　アイコンではなく、実際表示になっている。

*各レイアウトは別紙に記載

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

ロケーション 記入モード

登場人物設定モード

小道具設定モード

大道具設定モード

シナリオ設定ウインドウ

演出設定ウインドウ



2000+23th FEB-トラ-004  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-004 　　  

「作業開始に至る模様」もしくは起動してメニューから新規書面を開く。

　メニュー＞ファイルに用意されている項目は、いわゆるファイル操作に必要なもの。

　ただし、プロパティー（プリファレンス）については、打ち合わせを行い決定したい。
　というのも、佐々木がウィン仕様に詳しくないため。

 　 基本設定で必要な項目としては、

文字設定　基本仕様フォントとサイズ
（ウィンの場合は書式設定だが、、、）

　また、メニューバーにおいても、上記にある４つのアイコンが用意される。

　初期設定では、起動する、新規作成書類を開くと、
　レイアウト１：上記３つ全てのウインドウ + 演出設定ウインドウの状態で新規画面が開く。

　保存されていたデータを開いた場合、保存時の画面レイアウトで開くのが、望ましい。

　



2000+23th FEB-トラ-005  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-005 　　  

「全体プロット記入モードウインドウ」

○　タイトル部分に記入されたタイトル名が、以下の部分に自動的にペーストされます。

・シーンプロット記入ウインドウのタイトル部分（Ｔ：上の図のオレンジの２カ所）　

○　トータルタイムは、各シーン、各カットの処理により、計算された、全ストーリーのトータルの時間が計算されます。

・今期バージョンでは、最高値９９分５９秒が扱えるマックス値です。

○　それ以外の全体プロット記入モードウインドウはただののワープロです。

　

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

Ｔ
Ｔ

シナリオ設定ウインドウ



2000+23th FEB-トラ-006  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-006 　　  

「シーンプロット記入モードウインドウ」-1

○　全体プロット記入ウインドウで、設定されたタイトル名が、部分に記入されたタイトル名が、
　　シーンプロット記入ウインドウのタイトル部分（Ｔ：上の図のオレンジの２カ所）　

○　シーンの登録　初期設定では、各シーンの名称未定の４シーン（起承転結）が、最初から用意されています。

○　それぞれのシーン名記入ウインドウに「会議室：開発中のソフトに・・・」といった、シーン名を登録します。

○　各シーン名記入部分に記入されたシーン名が、以下の部分に自動的にペーストされます。

・シーンプロット記入ウインドウのシーンタイトル部分と
・台本作成ウインドウのシーンタイトル部分 ------------（Ｓ：上の図の黄色の２カ所）

◆　シーンの削除と追加（次ページ参照）　

　メニュー＞編集？＞シーンの設定＞追加、シーンの削除、シーンの差し替え、など）を選択。

　または、上記画面の右端にあるアイコンをクリックしてサブメニューを開く。（Ｏ：上の図の紫の部分）
　これは、フォトショップのレイヤーウインドウのようなものと考えたい。
　
○　トータルタイムは、各カットの処理により、計算された、このシーン内のトータルの時間が計算されます。

・今期バージョンでは、最高値９９分５９秒が扱えるマックス値です。

○　プロットとメモは、はただのワープロです。

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

Ｔ

Ｔ

Ｓ

Ｓ

Ｏシナリオ設定ウインドウ



2000+23th FEB-トラ-007  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-007 　　  

「シーンプロット記入モードウインドウ」＞「シーンの削除と追加」の繊細

○　シーンの削除と追加（補足）　

　 メニュー＞編集？＞シーンの設定＞ シーンの追加　＞前に、後ろに

シーンの複製　＞前に、後ろに
シーンの削除
シーンの結合　＞前に、後ろに

順番の入れ替え　＞前へ、後ろへ

シーンの設定 ＞シーンページの移動　（１シーンから５シーンへ）

　*シーンページの移動はスクロールバーでも可能

　 これらの作業により、シーンの数を、追加、複製、削除、結合（２つのシーンを１つにする）
　 また、順番の入れ替えを可能とする。

　 *サブメニューと同様

　シーンプロット記入モードウインドウ」-2　　台本作成モードウインドウに転化される。

○　シーンプロット記入モードウインドウ」で準備されたシーンの設定（シーンの数、順番、シーン名）が、
　　台本作成モードウインドウに転化される。

　 それぞれのシーンに対し、台本作成モードのページが自動的に用意される。（初期状態で１ページ分）

このシーンプロット記入モードウインドウで、開かれている、アクティブになっているシーンが、
反映されて、台本作成モードウインドウに、そのシーンの台本ページが現れる。

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ



「台本作成モードウインドウ」-1

○　シーンプロット記入ウインドウで、設定されたシーン名が、以下の部分に自動的にペーストされます。　図のＳ

○　現在開いているシーンのナンバーと、ページナンバー/全ページ　が表示されています。　図のＰ

　　次のページに続く　⬇

2000+23th FEB-トラ-008  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-008 　　  

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード
Ｓ

Ｐ

シナリオ設定ウインドウ



○　シーンプロット記入モードウインドウでは、イメージと平面図は、ノンアクティブです。

○　台詞、卜書き、備考、とそれぞれが、１列となったワープロ画面です。

○　備考の列は、レイアウト切り替えの、

　　レイアウト７　広いカット割り設定モードウインドウ
　　(カット割り設定モードの右側を拡げて,演出設定ウインドウを消した広い画面)

　　の状態でないと見えません。

　　*現在ノートアイコンが張り付けられている件に関しては、相談させて下さい。（整理しきれていません）　

○　現在のサンプ画面では、台詞部分において、
　　発声者　「×××××××××、×××××××。」
　　となっているが、　発声者のフレームと、台詞部のフレームは別になる。

  
　 　　　　　　　　　⬇

2000+23th FEB-トラ-009  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-009 　　  

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ



「台本作成モードウインドウ」-２　それはレイアウトの７状態

○　レイアウトの6か７を選択することで、上記の様な（これだと、全体プロット記入ウインドウとシーンプロット記入モー
　　ドのウインドウが広がりすぎですが、、）レイアウトに切り替わり、備考欄の記入と確認が可能になります。

*このあとの作業で開くＣＧの配置やポーズの設定を行う、３Ｄコンテ描画モードのウインドウを、
　同時表示することを考えると、以外とこのくらいのサイズでいいのかも、、、

2000+23th FEB-トラ-0010  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-0010 　　  

シーンプロット記入モード

台本作成モード

全体プロット記入モード

シナリオ設定ウインドウ



「カット割り設定モード ウインドウ」-１　必ずレイアウトの6か７の状態

○　台本が完成したら、レイアウトの６か７を選択する、または、メニューからの選択で、カット割りモードに作業を進め　
　　る。　

続く　⬇

2000+23th FEB-トラ-0011  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-0011 　　  

Ｃ-1

Ｃ-２

Ｃ-0 

カット割り設定モード

３Ｄコンテ描画 設定モード

コンテ設定ウインドウ



○　カット割りモードのレイアウトでは、画面にカット割りバー(C-0)が現れ、
　　ハサミアイコン(C-1)から、ずりずりとマウスドラッグすることで、
　　カット割りライン（C-2）を移動させ、設定させることができる。

○　これにより、その前の、台本作成モードで作成されていた、シーンのテキスト（テキストの固まり）をカットごとに
　　分解して、改行、カットナンバーをオートで挿入、カットごとを罫線で分割、次の描画モードで必要になる絵コンテの
　　枠（120×90）を準備する。

○　このモードにおいても、ワープロ部分の文字入力、文字編集は可能です。

○　カット割りを行うと、イメージ覧に必要なフレーム、カットナンバー、時間（長さ）が自動で表示されるが、
　　Ａ４サイズ横位置の画面にプリントアウトされることを想定して、それ以下を必要分下へと移動させて、レイアウト
　　調整が行われる。文字料的に同ページ内に入りきらない場合は、余白を与えて、次ページから始まる様に調整される。

○　メニューからの以降は、、、、

　　　　メニューからの以降は、、、、

2000+23th FEB-トラ-0012  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-0012 　　  

カット割り設定モード

３Ｄコンテ描画 設定モード

コンテ設定ウインドウ



2000+23th FEB-トラ-0013  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-0013 　　  

「カット割り設定モード ウインドウ」-２　

○　カット割りモードのレイアウトでは、画面にカット割りバー(C-0)が現れ、
　　ハサミアイコン(C-1)から、ずりずりとマウスドラッグすることで、
　　カット割りライン（C-2）を移動させ、設定させることができる。

○　カット割りモードのレイアウトでは、画面にカット割りバー(C-0)が現れ、
　　ハサミアイコン(C-1)から、ずりずりとマウスドラッグすることで、
　　カット割りライン（C-2）を移動させ、設定させることができる。

○　カットを設定すると、各カットごとに、タグマーク（C-３）が表示される。

○　各カットの区分けの罫線（C-４）が表示される。

○　カットが設定されると、
　　カットナンバーが、（C-５）と（C-６）に表示される。
　　（C-５）のカットナンバーは、設定編集用のものであり、プリントアウトされない。
　　（C-６）のカットナンバーはプリントアウトされる。Ｓ－02/Ｃ-012（シーン２のカットの１２）と表記される。

　　*（C-６）のカットナンバーの前にある、赤まる、緑まるは、カット割り作業終了後に、そのカットの描画設定を行う
　　　ときに仕様するスイッチです。

　　（C-7）の描画フレーム（120×90ピクセル）が用意される。

○　（C-8）の時間計算は、00分20秒/01分30秒　：　00分20秒のカット/01分30秒のシーン内　という表記です。

　　この尺計算の表示方法は、台詞ウインドウにおける文字を、20文字で７秒という計算で行う。
　　スペースなどの文字以外要素は計算されない。

　　カット割りを行うと、この時点で、自動的に計算を行い、自動表記される。
　　この数値が、カット＞シーン＞トータル　と合計されて、他に転化される。

C-0C-1

C-3

C-５

C-６

C-８
C-４

C-2

C-7

カット割り設定モード

３Ｄコンテ描画 設定モード

コンテ設定ウインドウ



2000+23th FEB-トラ-0014  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-0014 　　  

「カット割り設定モード ウインドウ」-3　一度設定を行ったカット割りを修正する。

○　カットの追加

　　012のカットを２つに割る場合は、通常のカット割り同様に、

　　(C-0)カットわりバーにある、ハサミアイコン(C-1)から、ずりずりとマウスドラッグすることで、
　　カット割りライン（C-2）を移動させ、１つのカットを２つに分割できる。

　　カットナンバーやレイアウトは、それに応じて自動的に編集される。

○　カットを削除：２つのカットを１つにまとめる

　　削除の場合、テキスト部分を残して、カットの位置設定だけを削除するわけだが、
　　各カット間にある、タグマーク（C-３）をクリックして、
　　（C-４）各カットの区分け罫線をアクティブにして、
　　（C-2）カット割りラインを、その位置に表示させる。
　　デリートキーで削除。または、メニューの・・・・・・・・で削除。

○　カットの位置調整：（C-４）各カットの区分け罫線の位置を移動させる。

　　位置調整の場合、テキスト部分を残して、カットの位置設定だけを移動させるわけだが、
　　カットを削除する作業と同様に、
　　各カット間にある、タグマーク（C-３）をクリックして、
　　（C-４）各カットの区分け罫線をアクティブにして、
　　（C-2）カット割りラインを、その位置に表示させる。
　　そして、挿入と同様に上下させて、位置編集を行う。

※　これらの編集作業においても、ページレイアウト、カットナンバー、時間の長さ計算が、自動的に変更される。

C-0C-1

C-3

C-５

C-６

C-８
C-４

C-2

C-7

カット割り設定モード

３Ｄコンテ描画 設定モード

コンテ設定ウインドウ



2000+23th FEB-トラ-0015  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-0015 　　  

「３Ｄコンテ描画 設定モード ウインドウ」-3　一各カットごとの絵を描画する。

○　描画したいカットをえらぶ

　　描画したいカットをえらぶには、
　　各カットごとのカットナンバー(C-6)の前にある、描画スイッチ（赤いマル）をクリックする。

　　描画設定ウインドウが現れ、演出設定ウインドウで用意したオブジェクトを仕様して、
　　そのカットの設定が行われる。

　　描画設定ウインドウ と演出設定ウインドウ に関しては別紙： 兎の巻、鯖の巻を参照のこと。！

　　

C-7

C-6

カット割り設定モード

３Ｄコンテ描画 設定モード

コンテ設定ウインドウ



2000+23th FEB-トラ-0016  　 

 ブリューゲル　仕様書-寅の巻-2000+23th FEB-0016 　　  



2000+23th FEB-さば-000  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-000 　　  

さばの巻
2000年 2月 24日 木曜日

登場人物設定モード

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

演出設定ウインドウ



2000+23th FEB-さば-001  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-001 　　  

登場人物設定モード

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

演出設定ウインドウ



「演出設定ウインドウ」-1  共通ＧＵＩ　

○　シーン、配役（登場人物）、大道具、小道具、どれもがメニューパレットで選択できる。

　 ～の選択　
～の追加
～の削除
オリジナル～の読み込み
オリジナル～の保存
～設定の読み込み
～設定の保存

～の選択　テキストとリンクされ設定した～の名称を選択して、下のＧＵＩウインドウへ表示させる。

～の追加　下のＧＵＩウインドウに、新規に、テキストとリンク設定した名称未設定の、オブジェクトを用意する。

～の削除　下のＧＵＩウインドウへ表示されているテキストとリンクされ設定した～の名称と、
　リンクされている～オブジェクトデータの削除（登録したテキストとの関係性もリセットされる）

オリジナル～の読み込み　ＤＸＦファイルでユーザーが用意した～データのロード

オリジナル～の保存　　　オブジェクトデータの別名セーブ

～設定の読み込み この～で読み込んでいる内容の関係性を含めたシーンファイルデータのロード

～設定の保存 この～で読み込んでいる内容の関係性を含めたシーンファイルデータのセーブ

2000+23th FEB-さば-002  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-002 　　  

登場人物設定モード

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

演出設定ウインドウ



2000+23th FEB-さば-003  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-003 　　  

「登場人物設定モード ウインドウ」

○　（T-1） 登場人物　＃０１　恵子

　　登場人物（配役のオブジェクト）のオブジェクトデータ＃01（登録された順番）の恵子（T-３で設定した名称）

○　（T-２）カラーラベルの設定。（ ポップアップメニューによる色の設定、１０色の選択が可能）

○　（T-３） ユーザーによる名称設定覧１。（文字記号：名称とオブジェクトデータのリンク設定）

　　ここに登録した名称が、テキストウインドウ内で、テキストとして使用されると、
　　文字色が（T-２）で設定された色になる。

○　（T-４） ユーザーによる名称設定覧２。（文字記号：名称とオブジェクトデータのリンク設定）

　　ここに登録した名称は、名称設定覧１と名称記号的に同じものを意味する言葉を登録する。

　　ここに登録した名称が、テキストウインドウ内で、テキストとして使用されると、
　　文字色が（T-２）で設定された色になる。

○　（T-5） 登録した配役の性別をポップアップリストで設定する。

○　（T-６） ＣＧキャラクターの選択。T-1～5で設定を行ったキャラクターとＣＧキャラクターのリンク設定を行う。

　　ポップアップメニューで準備されたキャラクター一覧から選択することで、
　　ＣＧオブジェクトキャラクターをロードする。

○　（T-0）キャラクターイメージの表示。
　　（T-6）で選択が行われたＣＧキャラクターのサンプルイメージ（120×90）が自動で表示される。
　　もちろん、この画像は各キャラクターごとに用意されちる。

○　（T-7）備考欄　いわゆるメモをつけられる。

　　　次のページに続く　　　⬇

登場人物設定モード

T-1
T-2

T-3

T-4

T-5
T-6

T-7

T-0



2000+23th FEB-さば-004  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-004 　　  

○　以上の設定を行うことで、１キャラクターの設定が終了する。

○　それぞれ設定が行われた複数のキャラクターは、上側のＧＵＩ：配役の選択にあるポップアップメニューで（T-1）の
　　名称一覧から選択することができる。

　　選択が行われると、下のフレームに表示される。

　　また、右側にあるスクロールバーで、設定したキャラクターの表示を行える。

登場人物設定モード

T-1

T-2

T-3
T-4

T-5

T-6

T-7

T-0



2000+23th FEB-さば-005  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-005 　　  

「小道具設定モード ウインドウ」「大道具設定モード ウインドウ」

○「登場人物設定モード ウインドウ」 の構造と基本的には一緒です。

　　ただし、「登場人物設定モード ウインドウ」 の（T-４） ユーザーによる名称設定覧２はありません。

○　配役（登場人物）のデータナンバーが　＃-なのに対し、

小道具データのナンバーは、Ｓ-

　　 大道具データのナンバーは、O-

です。
　

大道具設定モード

小道具設定モード



？
2000+23th FEB-さば-006  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-006 　　  

？

ロケーション 記入モード 「ロケーション 記入モード ウインドウ」

○　ここでいう、シーンとは、台本内で使われる数々の場所（空間群）の固まりを指します。

　　例：◆◆シーンは、　会議室、廊下、玄関、喫茶店、自宅リビング、という５つの場所から成立する。

○　ロケーションとは、シーンに含まれるそれぞれの場所（空間）を指します。

○　たとえばシーン２とシーン４が同じ会議室というロケーションの場合、
　　そこに置かれている小道具大道具は、ほぼ同じですが、多少の変化がある場合が想定されます。　　　
　　そして、そのシーンに登場する人物が異なる場合を考えなければなりません。

　　つまり、

　　あるシーンの、あるロケーションに、配置物や配役を設定したのち、別シーンで、同じロケーションがある場合、
　　設定された１つのロケーションを複製したのち、モディファイする可能性があります。

　　次のページに続く　⬇



2000+23th FEB-さば-007  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-007 　　  

？

設定してあるロケーション（１空間の設定：オブジェクトと配置関係の設定）
のロードとセーブ、削除（初期化）（下の各ロケーションへ）

設定してあるロケーションに設定してあるオブジェクト（配役と大道具、小道具
の読み込みと削除（下の各ロケーションへ）

各ロケーション群の設定を網羅するシーンのロードとセーブ、全削除

　　次のページに続く　⬇



2000+23th FEB-さば-008  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-008 　　  

台本で設定されているシーンナンバーが選択される。

そのシーンに対応させたい場所（空間）の名称を選択

新規作成：新たに新しい空間を用意する。

必要に応じて、名称を変更

上のＧＵＩを使って各ロケーション（空間）に配置、削除される配役の名称

上のＧＵＩを使って各ロケーション（空間）に配置、削除される大道具の名称

上のＧＵＩを使って各ロケーション（空間）に配置、削除される小道具の名称

*　この項目は、ＡＳＰ側との協議の上、再度仕様が固まってから考えたい。

　　#1 #2　#3

　　会議室
　　廊下
　　給湯質
　　自宅リビング
　　*新規空間



2000+23th FEB-さば-009  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-009 　　  



2000+23th FEB-さば-0010  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-0010 　　  

さばの子供の巻
2000年 2月 24日 木曜日

用意されるオブジェクトデータ一覧



2000+23th FEB-さば-0011  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-0011 　　  

「ロケーション 記入モード データ」

室内　５パターン　（ラインポリゴンデータで）

「登場人物設定モード データ」

男女　各２体　合計４体

「小道具設定モード データ」

各種　１５０種類　＞大和田氏作成

「大道具設定モード データ」

　　　 各種　１５０種類　＞大和田氏作成

*　この項目は、ＡＳＰ側との協議の上、再度仕様が固まってから考えたい。

登場人物設定モード

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

演出設定ウインドウ



2000+23th FEB-さば-0012  　 

 ブリューゲル　仕様書-鯖の巻-2000+23th FEB-0012 　　  

現在考えていること、多くの道具をいかに分類して表示するか。
枝分かれメニューにすること。登場人物設定モード

大道具設定モード

小道具設定モード

ロケーション 記入モード

演出設定ウインドウ



2000+23th FEB-うさぎ-000  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-000 　　  

配置設定モード・平面図操作

ポーズ 設定モード 表情＆目線 設定モード

描画設定ウインドウ

ウサギの巻
2000年 2月 24日 木曜日

背景画像のインポート



2000+23th FEB-うさぎ-001  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-001 　　  

配置設定モード・平面図操作

ポーズ 設定モード

表情＆目線 設定モード

背景画像のインポート

描画設定ウインドウ

レイアウト切り替えスイッチ（実際は１２個）



2000+23th FEB-うさぎ-002  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-002 　　  

描画設定ウインドウ

配置設定モード・平面図操作

ポーズ 設定モード

表情＆目線 設定モード

背景画像のインポート

描画設定ウインドウ

オブジェクト操作（表情）

カメラ操作

カット（フレーム）の移動とレンダリング

カメラ画面
Ｚ画面１（ポーズ編集時）
Ｚ画面２（表情編集時）

Ｙ画面（平面配置図）

○　オブジェクト操作（表情）、カメラ操作、カット（フレーム）の移動とレンダリングは１つのＧＵＩ

○　カメラ画面、Ｙ軸平面図が１つのＧＵＩ。

レイアウト切り替えスイッチ（実際は１２個）



2000+23th FEB-うさぎ-003  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-003 　　  

各ウインドウ共通項目

　　○　必ず、移動なら移動、回転なら回転といった、操作を行う項目のスイッチ（黄色）をアクティブにしてから
　　　　操作を行う。つまり、アクティブにできるスイッチは必ず１つだ。

　　○　必要に応じて、その方向や軸などをポップアップメニューで選択する。



2000+23th FEB-うさぎ-004  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-004 　　  

オブジェクト操作（表情）ウインドウ

　　○　オブジェクト操作（表情）ウインドウでできること。

オブジェクト ：オブジェクトの選択ポップアップメニュー（配役、大道具、小道具）

-ポーズと配置 -

パーツ：ペアレントオブジェクト（配役オブジェクト）におけるパーツの選択
（初期設定はＮＵＬＬだが、ＮＵＬＬという表現は避けて全体とかにしよう）

全体を表示： チェックボックス（初期設定は両方チェックなし）
　　このチェックをいれると、カメラ画面が切り替わり、そのオブジェクト全体をセンタ
　　ーに表示して、ポーズ編集が簡単にできる。

ポーズ名：ポーズ設定：基本ポーズ選択のダイアログ
　これは、数が多すぎるので、枝別れメニューになる。
　また、そのポーズのデータ保存

移動：ＸＺ、Ｚ、Ｘ，Ｙ、（初期設定はＸＺ）

　　　 回転：Ｙ、Ｘ，Ｚ（初期設定はＹ）

-表情設定-

全体を表示：チェックボックス（初期設定は両方チェックなし）
　　このチェックをいれると、カメラ画面が切り替わり、そのオブジェクトの顔を全体セ
　　ンターに表示して、表情の編集が簡単になる。

表情名：表情設定：基本表情選択のダイアログ
また、そのポーズのデータ保存
*顔：表情はこれ以外ではいじれない。

メッシュの表示 　 ？
常に変形　 　 ？
！：ヘルプ　 　 ？



2000+23th FEB-うさぎ-005  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-005 　　  

カメラ操作ウインドウ

　　○　カメラ操作ウインドウでできること。

-移動-

カメラポジションの移動：ＸＺ、Ｚ、Ｘ，Ｙ、（初期設定はＸＺ）

-回転-

カメラの向きの方向：Ｘ、Ｚ、Ｙ、（初期設定はＹ）

-ズーム-

カメラのガカクの編集

*初期値でのカメラポジションは（Ｘ/0、Ｙ/1.5、Ｚ/-5）ｍで、
　方向は（Ｚ/0、Ｙ/+90、Ｘ/+90）度です。

-背景画像のインポート -

バックグラウンドに画像のインポート（各画面ごとにもてるのだろうか？）

背景画像のインポート



2000+23th FEB-うさぎ-006  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-006 　　  

カット（フレーム）の移動とレンダリングウインドウ

　　○　カット（フレーム）の移動とレンダリングウインドウでできること。

-カット-

シーンの移動 （ポップアップメニュー）

カットの移動 （ポップアップメニュー）

表示されている数値を見ながらの１カットごとの送りと戻りの移動。

そのシーンの１カットめに戻る（頭だし）

シーン/カットのスクロールバーによる移動

-描画-

決定：編集されたデータをキーフレームとして登録する。

描画する：レンダリングを行う～カメラ画像と平面図、それぞれの台本への張り付け。



2000+23th FEB-うさぎ-007  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-007 　　  

カメラ画面ウインドウ

　　○　カメラ画面ウインドウでできること。

操作系は、まったくＬＡと同じです。
別ウインドウの設定が反映されてマウスオペレーションできます。

オブジェクト操作（表情）ウインドウ の、、、

　　○　オブジェクト操作（表情）ウインドウでできること。

全体を表示チェックボックスと、
全体を表示チェックボックスがアクティブの場合、
以下のような画面に切り替わっています。

○　可能なら、床（Ｙ：０ｍ）に必ずグリッドを表示する。



2000+23th FEB-うさぎ-008  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-008 　　  

Ｙ軸平面図ウインドウ

　　○　Ｙ軸平面図ウインドウの構造

メッシュ、１ｍ×１ｍのメッシュが用意されています。

初期設定では１０ｍ×１０ｍが視覚化されています。

カメラのガカクが視覚化されていて、どこまでが映ってい
るか確認できます。

別ウインドウになってもいいけど、配置されていないオブ
ジェクトが認識できます。

　　○　Ｙ軸平面図ウインドウでできること。

操作系は、まったくＬＡと同じです。
別ウインドウの設定が反映されてマウスオペレーションできます。

さらに、

-平面図-に用意されている、ズームと移動で、
  平面図のセンター位置と比率が制御できます。



2000+23th FEB-うさぎ-009  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-009 　　  

描画設定ウインドウへの流れ

○　カット割りが終了して、各カットフレームに絵コンテの枠を表示させる。
　　

○　レイアウト切り替えで、レイアウトの８か９を選択。または、メニューの×××で画面を切り替える。

　　 　　*レイアウト切り替えに関しては、トラの巻３ページを参照のこと.。画像はレイアウト８の模様）

　 レイアウト８　台本作成モードウインドウ　+ 描画設定ウインドウ
　 レイアウト9　台本作成モードウインドウ　+ 描画設定ウインドウ(画面）+ 演出設定ウインドウ

○　操作を始めた段階では、

カットはＳ１ーＣ１（１シーンの１カットめ）が用意されている。

Ｙ画面（平面配置図）には、基本となるカメラポジションと
読み込まれているオブジェクト群が配置されている。
ホントは、カメラの裏側に各オブジェクト群が配置されているのが望ましい。

カメラ画面にも、同様な状態が展開されている。

基本となるカメラポジションと読み込まれているオブジェクト群が配置されている。

カット（フレーム）の移動とレンダリング設定のダイアログを使って、必要なカットへ移動する。
　　

前ページまでに説明した、各種設定ウインドウで編集を行う。

そのカットの設定が終了したら、決定キーで、キーを入れる。
これにより、台本の平面図フレームに設定があることを知らせるアイコンが登場し、
そのカットのフレーム先頭にあるナニカ（緑が赤に）（カットナンバーの色が変化）などして、
キーが打たれていることを知らせる。

　*また、次のフレームに、同じキーフレーム設定をコピーする。
　　既にキーが打たれている場合は、コピーしない。

描画するスイッチで、レンダリングした画像を台本に張り込む。

レイアウト切り替えスイッチ（実際は１２個）



2000+23th FEB-うさぎ-0010  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-0010 　　  

○　コンテ設定ウインドウ：３Ｄコンテ描画 設定モードでのフォロー

上記、張り込まれた画像を別カットにコピー＆ペーストで複製できる。
これにより、同じセッテイング作業を行わなくて済む。

○　描画設定ウインドウの補足

現在の仕様では、キーフレームのペーストができない。　→　可能ならしたい

また、バッチレンダリングができない。　→　可能ならしたい

カット割り設定モード

３Ｄコンテ描画 設定モード

コンテ設定ウインドウ

配置設定モード・平面図操作

ポーズ 設定モード

表情＆目線 設定モード

背景画像のインポート

描画設定ウインドウ



2000+23th FEB-うさぎ-0011  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-0011 　　  

ウサギのこども、それはポーズと表情のデータベース

ウサギのこどもの巻
2000年 2月 24日 木曜日



2000+23th FEB-うさぎ-0012  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-0012 　　  

立っている

立って、正面前方の人を見ている。

立って、右側前方の人を見ている。

立って、左側前方の人を見ている。

立って、前方の人へ腕で表現（01）

立って、前方の人へ腕で表現（02）

立って、前方の人へ腕で表現（03）

・

・

・

座っている

座って、正面前方の人を見ている。

座って、右側前方の人を見ている。

立って、左側前方の人を見ている。

座って、前方の人へ腕で表現（01）

座って、前方の人へ腕で表現（02）

座って、前方の人へ腕で表現（03）

・

・

・

歩いている

歩きながら、正面前方の人を見ている。

歩きながら、右側前方の人を見ている。

歩きながら、左側前方の人を見ている。

・

・

・

表情は標準　　（標準-１　無表情）

　　・　　　　（標準-１　なんとな）　

　　・　　　　（標準-１　微笑）　

表情は緊張　　（目を開いて）

　　・　　　　（見つめられて）

　　・　　　　（涙を堪えて）　

　　・　　　　（なんとなく）

表情は喜び　　（大笑い）

　　・　　　　（話しながら笑う）

　　・　　　　（笑いを堪えている）

　

発音　Ａ　　　（シリアス）

　　・　　　　（標準）

　　・　　　　（楽しそう）

３Ｄキャラクターのポーズ設定方法

ポーズ設定　姿勢と行為、行動：足、腰、手、首、　+　　顔：表情のマッピング



2000+23th FEB-うさぎ-0013  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-0013 　　  

ポーズ設定　タイプＢ 　足：姿勢　+　腰　+　手：行為（サブメニューあり）　+　顔：顔と首の向き　+　表情：/感情と発音表現をマッピング

立っている　　（標準）

　　・　　　　（堂々と）

　　・　　　　（姿勢よく）

　　・　　　　（ぽつんと）

　　・　　　　（内股で）

座っている　　（標準）

　　・　　　　（足を組んで）

　　・　　　　（足を閉じて）

　　・　　　　（優雅に）

　　・　　　　（大股開き）

前屈み　　　　（標準）

両手は下　　　（標準-１　だら～）

　　・　　　　（標準-１　グー）　

　　・　　　　（標準-１　パー）　

両手は途中下　（標準-１　だら～）

　　・　　　　（標準-１　グー）　

　　・　　　　（標準-１　パー）

両手は上　　　（標準-１　だら～）

　　・　　　　（標準-１　グー）　

　　・　　　　（標準-１　パー）

腰を 　　　（標準）

　　・　　　　（やや前かがみ）

　　・　　　　（とても前かがみ）

　　・　　　　（姿勢よく）

　　・　　　　（右ひねり）

　　・　　　　（左ひねり）

　　・　　　　（やや前かがみ）

　　・　　　　（とても前かがみ）

　　・　　　　（右ひねり/やや前かがみ）

　　・　　　　（右ひねり/とても前かがみ）

　　・　　　　（左ひねり）

　　・　　　　（左ひねり/やや前かがみ）

　　・　　　　（左ひねり/とても前かがみ）

腰を 　　　（えびぞり）

右手は下　　　（標準-１　だら～）

　　・　　　　（標準-１　グー）　

　　・　　　　（標準-１　パー）　

右手は殴っている

右手は涙をふいている

右手は差し出されている（標準-１　だら～）

右手は差し出されている（標準-１　グー）　

右手は差し出されている（標準-１　パー）

左手は下　　　（標準-１　だら～）

　　・　　　　（標準-１　グー）　

　　・　　　　（標準-１　パー）　

右手は説明している（標準-１　だら～）

右手は説明している（標準-１　グー）　

右手は説明している（標準-１　パー）

顔は標準　　　（標準-１　だら～）

　　・　　　　（標準-１　ちょい前）　

　　・　　　　（標準-１　あご引く）　

顔は上を向く　（キス　上向き）

　　・　　　　（涙を堪えて）　

　　・　　　　（なんとなく）

　

顔は下　　　　（なんとなく）

　　・　　　　（キス　下向き）　

　　・　　　　（悲しくて堪える）

　　・　　　　（顔を隠そうと）

表情は標準　　（標準-１　無表情）

　　・　　　　（標準-１　なんとな）　

　　・　　　　（標準-１　微笑）　

表情は緊張　　（目を開いて）

　　・　　　　（見つめられて）

　　・　　　　（涙を堪えて）　

　　・　　　　（なんとなく）

表情は喜び　　（大笑い）

　　・　　　　（話しながら笑う）

　　・　　　　（笑いを堪えている）

　

発音　Ａ　　　（シリアス）

　　・　　　　（標準）

　　・　　　　（楽しそう）

姿勢：足の動き/　 　　腰：バランスと方向/　 　　　手：行為/　 　　顔：顔の向き/　表情：/感情表現

ＮＧ



2000+23th FEB-うさぎ-0014  　 

 ブリューゲル　仕様書-兎の巻-2000+23th FEB-0014 　　  

ウサギのこども、それはポーズと表情のデータベース

大和田氏作成

現在考えていること、多くのポーズをいかに分類して表示するか。
枝分かれメニューにすること。



背景画像のインポート

2000+23th FEB-カエル-000  　 

 ブリューゲル　指示書-蛙の巻-2000+23th FEB-000 　　  

蛙の巻
2000年 2月 24日 木曜日

リアルモデルキャプチャー
のインポート



リアルモデルキャプチャーのインポート

2000+23th FEB-カエル-001  　 

 ブリューゲル　指示書-蛙の巻-2000+23th FEB-001 　　  

リアルモデルキャプチャー
のインポート

レイアウト切り替えスイッチ（実際は１２個）



2000+23th FEB-カエル-002  　 

 ブリューゲル　指示書-蛙の巻-2000+23th FEB-002 　　  

リアルモデルキャプチャー
のインポート

リアルモデルキャプチャーのインポートの手順

○　カット割りが終了して、各カットフレームに絵コンテの枠を表示させる。
　　

○　レイアウト切り替えで、レイアウトの10を選択。または、メニューの×××で画面を切り替える。

　　 　　*レイアウト切り替えに関しては、トラの巻３ページを参照のこと.。画像はレイアウト10の模様）
レイアウト10　台本作成モードウインドウ　+ リアルキャプチャー張り込み設定モードウインドウ

○　操作を始めた段階では、

カットはＳ１ーＣ１（１シーンの１カットめ）が用意されている。

２入力が同時に可能な場合は、カメラと平面図、各ビデオモニターに、
ライブ画像が表示されている。

*不可能な場合はキャプチャーウインドウにある入力切り替えでソースを切り替える。

カット（フレーム）の移動とレンダリング設定のダイアログを使って、必要なカットへ移動する。
　　

箱庭セットを操作して、必要なセッティングを行う。

キャプチャーウインドウにある撮影するスイッチを使って、
カメラ、平面図ともにキャプチャーを行う。

スチルイメージが、各ビデオモニターに表示される。（ストア）される。

ＯＫなら、張り込むスイッチで台本に張り込む。

ＮＧの場合は、もう一度撮影するスイッチを押して、ストアされている画像をキャンセルする。
ふたたび、各ビデオモニターにライブ画像が表示される。

張り込まれると、ストアされていた画像はキャンセルされて、ライブカメラに切り替わる。
台本側、カットウインドウともに、次のカットフレームに移動している。



2000+23th FEB-カエル-003  　 

 ブリューゲル　指示書-蛙の巻-2000+23th FEB-003 　　  

○　リアルモデルのキャプチャー入力モードにおいても、描画設定ウインドウ同様、
　　カット割り編集が同時に行われることが望ましい。

○　描画設定ウインドウの設定との併用。

　　３Ｄで作られた画像が張ってあろうとも、リアルキャプチャーの張り込みが、それを消して張り込まれ
　　る。しかし、３Ｄの、そのカットのキー設定が残っているので、それを利用して再度貼り直しができ
　　るくらいでいいのではないか。

　　



2000+23th FEB-カエル-004  　 

 ブリューゲル　指示書-蛙の巻-2000+23th FEB-004 　　  

                                                             AXIS 240 Camera Server（ http://www.axiscom.co.jp/products/cam_240/ax240.htm）

                                                             インターネット/イントラネット対応
                                                 外部カメラ接続型ネットワークカメラサーバ

                                                            AXIS 240 Camera Serverにより、ネットワーク経由で簡単にリモート監視を行うことができます。
専用のモニタや高価な同軸ケーブルを必要とする通常のビデオ監視システムとは異なり、AXIS 240は、最高5台
までのビデオカメラをイーサネットネットワーク、イントラネット、また、インターネットにさえも直接接続する

                                                            ことができます。そして、アクセス権を持つユーザだけが、Webブラウザを通してどこからでも対象を監視する
                                                            ことができます。
                                                             幅広い用途
                                                             様々な用途が考えられます。セキュリティの世界では、一般的な監視、バッチの認識等、工業の世界では、機密
                                                             の場所、ロビーの入り口、駐車場、倉庫の監視、小さな会社では、侵入者の確認、建築会社では、工事現場のセ
                                                             キュリティの向上、製造業の世界では、工場の生産の監視といった用途が考えられます。AXIS 240 Camera Server
                                                             は、低コストでありながら多機能であるため、ビジネスでの利用からホームセキュリティでの利用まで、色々な
                                                             監視に役立ちます。
                                                             高いコストパフォーマンス
                                                             これまで、ネットワークで画像を扱うには、PCやワークステーション、高価なソフトウェアやハードウェア、時
                                                             にはビデオのケーブリングを含む複雑なシステムが必要でした。AXIS 240 Camera Serverを利用して、不必要な機
                                                             器やインストールコストなしに、お使いのネットワークで直ちに画像を扱えるようになります。
                                                             オールインワン、すぐに使える
                                                             AXIS 240 Camera Serverには、リモート監視システムを構築するために必要なものがすべて含まれています。画像
                                                             制御のためのパン/チルト/ズーム機能も備えています(特定のカメラを接続した場合のみ)。また、AXIS 240は、時
                                                             間等をトリガとして自動的に電子メールを利用して画像を送ることができます。単純にイーサネットネットワー
                                                             クに接続し、IPアドレスを割り当てるだけで、お使いのWebブラウザからリモートの画像を取り、見ることがで
                                                             きるようになります。
                                                             高性能
                                                             AXIS 240は監視用に最適化され、また、高性能RISCハードウェアを採用しているため、高品質のJPEG画像を生
                                                             成するのに一秒もかかりません(もちろん、実際の画像更新の間隔は、お使いのネットワークの速度・負荷に依存
                                                             します)。
                                                             様々なネットワーク環境に対応
                                                             Webサーバとして設計されているため、AXIS 240 Camera Serverは、アプリケーション、また、インターネット自
                                                             身にも簡単に統合することができます。LANにローカルに接続したり、また、モデムを利用してリモートに接続
                                                             することもできます。Windows、Macintosh、UNIX、OS/2のような混在OS環境で利用することができます。クラ
                                                             イアント上に必要なのは、WebブラウザとTCP/IPのサポートだけです。



2000+23th FEB-カエル-005  　 

 ブリューゲル　指示書-蛙の巻-2000+23th FEB-005 　　  

AXIS 240 Camera Server　技術仕様

 ネットワークシステム TCP/IPが稼働し、HTMLバージョン0.9以降とJPEGファイルをサポートするWebブラウザを持つシステム。
 プロトコル ARP、RARP、BOOTP、TCP、IP、HTTP、SMTP、ICMP、FTP、DNS。モデム経由: PPP、Z-modem。
 インストール ARP、RARP、BOOTPを利用してIPアドレスを割り当てるだけ。イーサネットやモデムに接続。特別なソフトウェアは必要なし。

標準的なWindows、UNIX、OS/2で動作可能。
 ネットワーク管理 標準的なWebブラウザを利用した設定変更。
 セキュリティ パスワード保護。
 製品ソフトウェアの更新 フラッシュメモリにより、TCP/IP上のFTPを利用してネットワーク経由で製品ソフトウェアのリモート更新が可能。

製品ソフトウェアは、AxisのWWWサーバ経由で無償で入手可能。
コマンドの実行 拡張CRONサービスにより、AXIS 240内で定期的にコマンドを実行可能。

コマンドの例: AXIS 240からFTP(File Transfer Protocol)やSMTP(Simple Mail Transfer Protocol)を利用して画像を送信。
Online/OfflineコマンドによりPPP接続を確立/終了。時間や日付を利用。

 ビデオ入力 ターミネータ(Hi-Z)なしに利用可能な標準的なコンポジットビデオ入力75オーム4つとY/Cビデオ入力1つ。
                                                 NTSC、PALビデオフォーマットをサポート。それぞれの入力はNTSC、PALを自動検知。
 解像度 160x112(NTSC)、 176x144(PAL)、

320x240(NTSC)、 352x288(PAL)、
640x480(NTSC)、 704x576(PAL)。

 画像の特徴 画像の大きさは、最大704x576までCGIパラメータを利用して指定可能。352x288のズームインを実行可能。
画像の自動更新のためのサーバプッシュ(Netscape Navigatorを利用した場合のみ)。
回転、画質、鏡像等のパラメータを設定可能。

 性能 352x288の高品質のJPEGファイルを0.7秒で生成可能。
 ネットワーク接続 イーサネット10baseT、RJ-45(Twisted Pair)。
 ハードウェア CPU: 32ビットRISCプロセッサ(ETRAX)。フラッシュメモリ: 2Mバイト。RAM: 8Mバイト。
 シリアルコネクタ シリアルモデム接続用RS-232C(9ピンDSUB)1つ。115Kbpsまでサポート。（スリーコムジャパン社US Roboticsモデム）

 Canon VC-C3とSony EVI-D30/G20に対するパン/チルト/ズーム接続用RS-232C(9ピンDSUB)1つ。
 操作温度  5～50℃。
 湿度 20～80%(結露不可)。
 認可 EMC: FCC Class A。CE: EN 55022/1987、EN50082-1/1992。Safety: EN 60950、UL、CSA。
 寸法 高さ: 4.0cm。横幅: 14.5cm。長さ: 19.5cm。
 重量 0.5kg(外部電源を除く)。
 電源 12V AC、6 VA(外部電源を利用)。

 (1998/07/31, H.O.)

　



2000+23th FEB-うま-000  　 

 ブリューゲル　仕様書-馬の巻-2000+23th FEB-000 　　  

？馬の巻
2000年 2月 24日 木曜日

記号入力 設定モード



2000+23th FEB-うま-001  　 

 ブリューゲル　仕様書-馬の巻-2000+23th FEB-001 　　  

記号入力 設定モード

？



2000+23th FEB-うま-002  　 

 ブリューゲル　仕様書-馬の巻-2000+23th FEB-002 　　  

記号入力 設定モード

会議室からでていく恵子

ズームイン

ノンアクティブ

会議室からでていく恵子

ズームイン

色分けされて記入されている
人物の動きとカメラの動き

レイアウト切り替えスイッチ（実際は１２個）



？
2000+23th FEB-うま-003  　 

 ブリューゲル　仕様書-馬の巻-2000+23th FEB-003 　　  

記号入力 設定モードウインドウへの流れ

○　カット割りが終了して、レンダリング張り付けも終了して、
　　　　　　各カットフレームに絵コンテに画像が表示されている。もしくは、張り付けられていない。
　　

○　レイアウト切り替えで、レイアウトの１１を選択。または、メニューの×××で画面を切り替える。

　　 　　*レイアウト切り替えに関しては、トラの巻３ページを参照のこと.。画像はレイアウト８の模様）
　　　レイアウト11　広い台本作成モードウインドウ　+ 記号入力 設定モード ウインドウ

○　操作を始めた段階では、

カットはＳ１ーＣ１（１シーンの１カットめ）が用意されている。
もしくは、その前に操作で移動していたカットが編集される。

通常のワープロソフト同様の操作で、両方の画面に書き込みをおこないたい。

文字と記号で、仕様したい色数は、最低２色で、黒と白（ふちあり）

そのまま、画面切り替えを行うだけで、編集終了になりたい。

どちらにせよ、要相談事項

○　作業が終了したら、

レイアウト切り替えで、レイアウトの１２か１３を選択。
または、メニューの×××で画面を切り替える。

　　 　　*レイアウト切り替えに関しては、トラの巻３ページを参照のこと.。画像はレイアウト８の模様）

　 レイアウト12　完成台本表示モードウインドウ
　 レイアウト13　広い完成台本表示モードウインドウ

記号入力 設定モード



2000+23th FEB-うま-004  　 

 ブリューゲル　仕様書-馬の巻-2000+23th FEB-004 　　  

記号入力 設定モードウインドウで出来るべきコト

○　データベースとして用意される、数少ない大道具と小道具のフォローとして、
　　配役ではなく、モノのアップカットに対応するために、簡単な図形がかけること。



2000+23th FEB-龍-000  　 

 ブリューゲル　仕様書-龍の巻-2000+23th FEB-000 　　  

龍の巻
2000年 2月 24日 木曜日

完成
プリントアウト



2000+23th FEB-龍-001  　 

 ブリューゲル　仕様書-龍の巻-2000+23th FEB-001 　　  

完成。プリントアウト！　でもその前に、、、

○　すべての作業が終了して、完成したデジタル絵コンテを見る。

　　レイアウト切り替えで、レイアウトの１３を選択。または、メニューの×××で画面を切り替える。

　　 　　*レイアウト切り替えに関しては、トラの巻３ページを参照のこと.。画像はレイアウト８の模様）
　　　 　レイアウト13　広い完成台本表示モードウインドウ

　　完成した絵コンテを確認する。

　　　→　修正が必要なら、各モードに切り替えて、再編集作業を行う。

○　プリントアウト

　　プリントアウトに関しては、後日記載

完成
プリントアウト



2000+23th FEB-龍-002  　 

 ブリューゲル　仕様書-龍の巻-2000+23th FEB-002 　　  



CGキャラデータ作業 方法　2000+00.2.24　　　　　　　　 Ｐ-01　　　

ポーズデータの選考：用意するポーズの種類と内容決定に関して

参考資料の準備

「イラストなどの描画で使用するポーズ集」
「演劇、ダンスの身体表現」
「フォーサイツのＣＤロム」
「日常生活における動作」

　これらの資料を集数したのち、今回いれこむポーズとして、カテゴリーと各カテゴリーにおける項目を決定する。

　現行では、条件として、作業スケジュール的に準備できる個数、もりこむ内容として最低限必要な個数が把握できていないし、できない
　が、　ＬＡを使用するということから考えて、３００ポーズを準備すると仮設定を行い、ベーシックポーズコレクションとして相応しい
　選考をお　こなうこと。

カテゴリーとしては、

男/女、
行為（Ａ/Ｂ/Ｃ/移動/他人との対峙/受動/能動・・・）、
ジャンル（アクション/悲劇/喜劇/シリアス・・・）
外（アウトドア、街、山、海、/内（台所、書斎、寝室、バスルーム）
役割（母/父/学生/販売/デスクワーカー）
状況（仕事/家事/労働/休日/性行為・・・・・）
機軸となる身体部分（手、足、首、手と足）

　様々な切り口があり、どれか１つをカテゴリーと考えるより、相対的に重なり合うカテゴリー要素ととらえて考えるべきである。

　身体の行為を研究した書物や論文も参考にしたい。

ポーズデータについて-1
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ポーズデータの作成方法

以下の手順で、作成から最終的な落とし込みまでを行う。

１　選考：用意するポーズの種類と内容決定　＞大和田＆佐々木

２　紙面による一覧表とチェックシートの用意　＞大和田

　　ならびに、ソフト上で展開される言葉のインターフェース一覧の作成　＞大和田

３　作業スタッフの確保　＞佐々木

４　作業スタッフへの指示、並びにＬＡ等必要なモノをを渡す。　＞佐々木

５　作業スタッフの作業（一日１０ポーズ計算で約３０日を想定）　＞担当スタッフ

　　 *担当者はできあがったものから、随時ＬＡのデータで保存、データの受け渡しを行う。（現行のＬＡ上で）
*必要に応じて途中でチェックを行う　＞佐々木

６　最終チェック
*現行のＬＡ上で。または、このタイミングまでに完成しているであろう、実キャラＣＧでも確認
　＞大和田＆佐々木

７　完成した内容に応じて、ソフト上で展開される言葉のインターフェース内容を変更する　＞大和田

８　最終的落とし込み

ポーズデータについて-2
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大まかな作業手順

以下の手順で、作成から最終的な落とし込みまでを行う。

１　ＬＡより取り出したオブジェクトデータ　 ＜　Ｆｒｏｍ日立　Ｔｏ　佐々木

２　作業スタッフの確保　＞　佐々木
*予算的なことを考えると、時間がかかってもいいから、学生レベルのスタッフを起用して、
　佐々木がまめにチェックを行うことが望ましい。

　　データのコンバートと受け渡し　＞　佐々木　Ｔｏ　作業担当者
　　作業スタッフへの指示、並びにＬＡ等必要なモノをを渡す。　＞佐々木　Ｔｏ　作業担当者

３　作業スタッフの作業Ａ　データの改ざん、またはトレースにより４キャラクターの作成　＞担当スタッフ

４　途中でも構わないので、日立側に渡して、ＳＩを経て、ＬＡに変換してもらい、使えるかどうかチェックする。
　　＜　Ｆｒｏｍ担当者　ｔｏ佐々木、　佐々木　ｔｏ　日立

５　作業スタッフの作業Ｂ　日立側の結果を受けて、修正と続行作業　＞担当スタッフ

６　日立側に渡して、ＳＩを経て、ＬＡに変換してもらい、使えるかどうかチェックする。
　　＜　Ｆｒｏｍ担当者　ｔｏ佐々木、　佐々木　ｔｏ　日立

７　最終チェック　＞大和田＆佐々木＆日立
*現行のＬＡ上に持ち込み、仕様に耐えること　＞　前期ポーズデータのチェックを行うため。

８　最終的落とし込み

*日立側とのコンセンサスがとれていない上で作成した作業スケジュールです。

キャラクターデータについて　 （４体：男２体、女２体）
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大まかな作業手順　

現在日立側からの返事待ちだが、顔の表情データの扱いには、
「Ａ：ＢＭＰデータをマッピングする」と、「Ｂ：ＬＡ同様、ポリゴンの調整で表現する」の２通りが考えられる。
それぞれに対し、以下の手順で、作成から最終的な落とし込みまでを行う。

顔の表情データについて　 （おおよそ２０～３０タイプ）

１　選考：用意する表情の種類と内容決定　＞大和田＆佐々木　 参考資料の準備

２　紙面による一覧表とチェックシートの用意　＞大和田
　　ならびに、ソフト上で展開される言葉のインターフェース一覧の作成　＞大和田

３　作業スタッフの確保　＞佐々木

４　作業スタッフへの指示、並びにＬＡ等必要なモノをを渡す。　＞佐々木

５　作業スタッフの作業（Ａタイプの場合）
作成されたオブジェクトデータに、日立側から指定されるであろうマッピング方法で、張り込みを行うための、
顔ＢＭＰデータを作成する（おおよそ２０種類：推定）＞担当スタッフ

　　 *途中で担当者はできあがったものを、日立側に渡して、使用に耐えるかテストを行う。

　　作業スタッフの作業（Ｂタイプの場合）
担当スタッフの得意とる３Ｄソフト上で、表情データの作成を行う。
*この場合、できれば前期したオブジェクトデータの作成者がこの作業も行えることが望ましい。

　　 *途中で担当者はできあがったものを、日立側に渡して、使用に耐えるかテストを行うが、ボディーで確認がとれてい
　るので、さほど危険ではないだろう。

６　最終チェック
*現行のＬＡ上で。または、このタイミングまでに完成しているであろう、実キャラＣＧでも確認
　＞大和田＆佐々木

８　最終的落とし込み



CGキャラデータ作業 方法　2000+00.2.24　　　　　　　　 Ｐ-05　　　

大道具：小道具データ作成方法

以下の手順で、作成から最終的な落とし込みまでを行う。

１　選考：用意する道具データの種類と内容決定　＞大和田＆佐々木

必要であるモノと、用意できるモノに多少の誤差がでると思われるが、まずは必要なモノは何？から選考を
行うこと。予想３００種類（大150/小150）

２　紙面による一覧表とチェックシートの用意　＞大和田
　　ならびに、ソフト上で展開される言葉のインターフェース一覧の作成　＞大和田

３　作業スタッフの確保　＞佐々木

４　作業スタッフへの指示、並びに集められるだけ、ＣＤ－ＲＯＭ素材集を準備する。必要なモノは探す。　＞佐々木

５　作業スタッフの作業-１　
　　佐々木が決定する、ＣＧ空間の絶対尺度（人物に対する大きさ）に併せて、
　　用意されたＣＧデータ（ありモノデータ）の大きさや形の調整。

*途中でも構わないので、日立側に渡して、ＳＩを経て、ＬＡに変換してもらい、使えるかどうかチェックする
　　 *担当者はできあがったものから、随時データで保存、データの受け渡しを行う。

*必要に応じて途中でチェックを行う　＞佐々木

６　作業スタッフの作業-2　
　　完成したモノから、小さなサイズ（120×90）でレンダリングしてＪＰＧでサンプル一覧を作成する。

７　最終チェック　＞大和田＆佐々木

８　完成した内容に応じて、ソフト上で展開される言葉のインターフェース内容を変更する　＞大和田

９　最終的落とし込み

大道具、小道具について
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