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はじめに

TVPアニメーション 9の開発者である TVPデベロップメントは、その努力の成果を日本のお客
様にお分けしたいという決断をしました。しかしながら、ドキュメントの量がとても多いため、

翻訳に時間を要す事が必至です。少しでも早く日本のユーザーの皆様に手にとって頂ける様に、

TVPデベロップメントはマニュアルの日本語訳を部分的に開始致しました。

そのため、TVPアニメーション 9のドキュメントは 2つの課のみ日本語訳しています（1課と 6
課です）。これらの 2課は、TVPアニメーション 9の機能を理解し、ベースとなるアニメーショ
ンを創作する機能の使い方を知るために必要な最も重要な部分です。

TVPアニメーションは 1991年に創られた歴史あるフランスの 2Dアニメーションソフトウェア
です。以来、何回もバージョンアップ・変更を繰り返しています。日本のユーザーの皆様にとっ

て TVPアニメーションが使いやすくなる様に、全て日本語訳されている前のバージョン（TVP
アニメーション 7）のドキュメントを自由にご覧頂ける様に致します。
今はもう存在しない機能や、多少修正された機能もありますが、新しく追加された機能も沢山

あります。しかしながら、TVPアニメーション 7の日本語版を読めば、TVPアニメーション 9
の機能の大部分を理解することが出来ますので、参考にして下さい。

このドキュメントの他に、TVPデベロップメントはフランス語、英語、日本語の 3ヶ国語のサ
イトをご用意しております。重要な情報は、日本語訳されています。同様に、日本人ユーザー

の方同士がコミュニケーションしたりアイディアやアドバイスを交換しあえる日本語のフォー

ラムもご利用頂けます。
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Lesson 00 

 Introduction

Getting to know TVP Animation

TVP Animation is a program compiled for graphic design and 2D animation. This program is intended for 
drawing and animation enthusiasts. With its bitmap approach, its goal is to cover the main needs of the 
artist. It offers a complete range of high-performance tools, the parameters of which may be set, whether 
for the layman or the professional artist and yet  still  offers the creative feeling provided by pen and 
paper.

TVP Animation is home studio.

Based on TVPaint technology, which is renowned worldwide since its success on the Amiga in 1991 and 
constantly  upgraded for  ever  better  performance,  TVP Animation  adapts to  all  production  diagrams, 
whether traditional, fully digital or hybrid. 

Designed to work in all resolutions, it will delight all drawing enthusiasts thanks to its tools which offer 
limitless possibilities. Your creations are only restricted by the boundaries of your imagination !

Typographic conventions

In  order  to  simplify  understanding  of  the  techniques  described,  this  user  guide  uses  the  following 
typographic conventions :

- Italics : the names of menus, buttons, tabs, windows, commands, tools (all elements referring to one of 
the objects present in the program) are written in italics.
- [key] : designates a keyboard shortcuts.
- [key1+key2] : designates a key combination. Keep the first key pressed and then press the second key.
- left click / right click (LMB, RMB) : these shortcuts refer to a click on the left or right mouse button. 

As you are advancing in this manual, you will encounter the following symbols: 

 TIP

A  symbol  representing  a  light  bulb  indicates  tips  and  hints  for  using  the 
program. 

 Remark

A symbol representing a warning sign  emphasises information that requires 
particular attention and indicates an important comment.

 Reminder

The reminder symbol  characterises any information the explication of which 
was already given in the manual.

 Pro only
All  the  features  with  this  symbol  imply  that  they  are  available  only  in 
TVP Animation Professional Edition.





第一章

TVP アニメーションをスタートするに際して

この章では、下記の事を御紹介致します：

 TVPアニメーションの起動方法、終了方法

 様々なパネルとウィンドウ

 プロジェクトを作成する

 いンラインヘルプへアクセスする

 プリファレンスパネルのセッティングの仕方



TVPアニメーションをスタートするに際して
TVPアニメーションのスタートガイドの指示に従ってインストールした後に、本ソフトをスタート
させることが出来ます。スタート方法は以下の通りです：
＊デスクトップのアイコンをダブルクリックする、またはスタートメニューを利用する。（ウィ
ンドウズのユーザーの場合）
＊アプリケーションフォルダのアイコンまたは、dockアイコンをダブルクリックする。（Mac OS 
Xユーザーの場合）

TVPアニメーションは、マウスまたはタブレット（ワコム等の）を利用することが出来ます。後者
の方がより、絵を描く際に自然なタッチで操作することが出来ます。

ソフトの様々なパネル

ソフトが起動されると、すぐに下図の様なウィンドウが開きます。

画面上の様々なパネルのないようについて説明します。
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ツールバー

ツールバーの最初の４つのアイコンは、ほぼ全てのソフトに共通する基本の操作が出来ます。
新規作成（新しいプロジェクトの作成）、開く（プロジェクトを開く）、名前をつけて保存する
（プロジェクトを保存する）、閉じる（現在開いているプロジェクトを閉じる）。
その右側のアイコンでは、様々なTVPアニメーションのパネルを開いたり閉じたりすることが出
来ます。（座標、ライトテーブル、タイムラインなど）。

メインパネル

カラーパレット

TVP アニメーションをスタートするに際して 1-3

このパネルでは、パーツ、楕円、四角、曲線などを描くこ
とが出来ます。ブラシの種類も、ここで出来ます。

このパネルでは、作業する色を選択することが出来ます。
左側の四角はAカラー（常にメインで使用する色・画面で
はブルー）を示し、右側の四角はBカラー（二番目によく
使うカラー・画面では黒）を示します。

ツールバーの左側にある垂直の２本のバーをク
リックしたままカーソルを移動することによってツー
ルバーを移動させることが出来ます。ツールバーは移
動させるとパネルの形に表示されます。



TVPアニメーションをスタートするに際して

ツールボックス

 

現在のプロジェクトのウィンドウ

1-4 TVP アニメーションをスタートするに際して

ツールボックスには、エアブラシ、ブラシ、万年筆、水彩
ブラシなどの基本的な描画ツールのアイコンが多数用意さ
れています。

サイズ、強度、透明度など、様々なパラメータを設定する
ことが出来ます。

左図の様な現在のプロジェクトウィン
ドウでは、描画をしたり、様々な種類
のアニメーションシーケンスを作成し
たりすることが出来ます。
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レイヤーのウィンドウ

このウィンドウは多くのユーザーから、タイムラインとも呼ばれています。ここでは、レイヤー
を操作したり効果にキーを挿入したりすることが出来ます。 

パネルビン

この機能は画面の両側のスペースで構成されています。

この左右のスペースはTVPアニメーションのほぼ全てのパネルを置いたり、整理することが出来
ます。
この機能によって、作業スペースをすっきりと整然としたものにすることが出来ます。
作業スペースは現在のプロジェクトのウィンドウ、タイムラインのウィンドウ、左右のパネルビ
ンの４箇所に分けられることが出来ます。
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メインメニュー

TVPアニメーションには、ファイル、編集、プロジェクト、レイヤー、イメージ、効果、表示、ウ
ィンドウ、ヘルプなどのメニューがあります。ウィンドウズ版ではツールバーの真上に、Mac OS 
X版では画面の上の方にあります。各メニューの詳細については、本マニュアルの別の章で説明し
ます。

インフォメーションバー

インフォメーションバーはTVPアニメーションのウィンドウの一番下にあり、ユーザーがよく必
要とする情報を表示しています。

1-6 TVP アニメーションをスタートするに際して
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* 最初のボックスは、カーソルの座標(x,y)を示しており、これはプロジェクトの左上の角を
（0,0）とした時の値です。

* 二番目のボックスはプロジェクトの中でカーソルが選択しているイメージの色を示します。この
色は、カーソルが選択しているピクセルのアルファチャンネルの値も含んでいます。背景として
選択されている色は、この値ありません。（新しいプロジェクトを開始した時、このボックスの
値が示している様に、イメージは白ではなく透明です。）

* 三番目のボックスは現在のレイヤーの現在のフレーム数を表示します。（タイムコード、もしく
はフレーム数）

* 四番目のボックスは様々な情報を表示することが出来ます。

_ 初期の状態では、このバーはレイヤーウィンドウのタイトルを表示します。

_ カーソルがインラインヘルプの各ツールのボタンの上にある時、コメントボックスで表示され
るヘルプの最初の行が表示されます。

_ 進行バーが表示された場合、進行状況がこのボックスにも表示されます。

* 最後のボックスルームを示し、これら１～４のルームは自由に行き来することが可
能です。

お役立ち情報

ウィンドウの移動

ウィンドウを移動させたい場合、ウィンドウのタイトルのバーをクリックして、マウスのボタン
を押しながら移動させたい場所までドラッグさせて下さい。

ウィンドウを閉じる（Close）、縮小する(Minimize)、最大化する(Maximize)

ウィンドウズ版ではこの様に 、Mac版ではこの様に 表示されるが、これら３つの
ボタンは、ほとんどのパネルとウィンドウの上の方に表示されます。
ウィンドウズ版では、右側に、Mac版では左側に表示されます。

*  / ボタンを押すとウィンドウが閉じます。（ショートカットキー：［Shift +W］）

*  /  ボタンを押すと現在のウィンドウを他のウィンドウの前後に移動させることが出来ます。

*  / ボタンを押すと、ウィンドウを縮小させることが出来ます。

なお、一度ウィンドウが縮小されると、このボタンは  この様な形に変わり、これを押すとウィ
ンドウを再度拡大させることが出来ます。（Mac版では、アイコンの形は変化しません。）
タイムラインなどの幾つかのウィンドウは大きさの調節が可能です。これらのウィンドウの端を
クリック＆ドラッグすることで大きさの調節をすることが出来ます。

スライダーとミニスライダー

TVP アニメーションをスタートするに際して 1-7
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上の図の、左は、スライダーと呼ばれています。ウィンドウの下に水平にあるか（特に現在作業
中のプロジェクトのウィンドウの場合）ウィンドウの端に垂直にあります。
矢印ボタンをマウスの左ボタンでクリックするか四角を移動させることによって、ウィンドウの
コンテンツを上下左右に動かすことが出来ます。
右の図がミニスライダーです。２つの矢印の上で左クリックしてマウスをドラッグさせることに
よって、すぐ隣に表示される数値やパーセンテージを変更させることが出来ます。

テキストフィールド

テキストフィールドにおいても、［Ctrl+X］(カット)、［Ctrl+C］（コピー）、［Ctrl+V］（ペ
ースト）［Ctrl+A］（全てを選択）、［Ctrl+Z］（キャンセル）などの基本のショートカットキ
ーは有効です。（ウィンドウズ版では上記の通りですが、Mac版においては、Ctrlキーの代わり
にコマンドキーを利用します。）
上記の機能は、フィールド上で右クリックメニューから実行することも可能です。

進行バー

TVPアニメーションを利用中に効果のアプリケーションが計算に時間を要することがありますが、
コンピューターが計算をしている間は、進行状況を示す進行バーが表示されます。

必要であれば、ウィンドウズ版では［Esc］キーで、Mac OS X版であれば［コマンド］キーで進行
中のオペレーションを中止することが出来ます。

プロジェクトを利用して  作業する  

TVPアニメーションはあなたが作成したプロジェクトを利用することによって作動します。ここで
いうプロジェクトの概念はとても広範囲で、この後、より詳しく説明して行きます。

プロジェクトを作成する

新規のプロジェクトを作成するには、下記のいずれかを行って下さい。

* メインメニューのファイル

* ショートカットキー［Shift +N］

* ツールバーの一番左にあるボタンをクリック

1-8 TVP アニメーションをスタートするに際して

レイヤー、プロジェクト、効果などの名前を変更する時は毎回、こ
の図の様なテキストフィールドにテキストを入力して下さい。名前
の変更を完成させるためにはOKボタンを、キャンセルしたい場合は
キャンセルボタンをクリックして下さい。

ミニスライダーの上で右クリックしながらマウスをドラッグすると、より速く数値を
変更させることが出来ます。
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毎回好みのフォーマットのアニメーションを作るためにパラ
メータをセッティングすることは時間がかかり、面倒くさい
作業です。
PAL, NTSC, VGA, DTV, Film等の最もよく使われるフォーマッ
トの様々な数値フィールドを調節するためにポップアップメ
ニューが追加されています。
事前に設定されている項目は以下の通りです：
*ディスプレイ：スクリーンのフォーマット
*クリップボード：クリップボードにイメージがある場合
*現在のカスタマイズされたブラシ：カスタマイズされたブラ
シがある場合
*現在のプロジェクトのフォーマット

 

TVPアニメーションはイメージの幅/高さが 4/3または 16/9、またはそれ以外と同様に全ての基本
のフォーマットを使用します。（解像度がとても高い場合も同様です）
オプションのセッティングが終わったら、新規プロジェクト作成のボタンをクリックして下さい。
プロジェクトのウィンドウが画面に表示されます。（下の図参照）
このウィンドウの中で、描画したり、作業内容を確認することが出来ます。

   

TVP アニメーションをスタートするに際して 1-9

上記の操作をすると、左の図のパネルが開きます。ここでは以下の
事を定義することが出来ます：

* プロジェクトの名前
* ピクセルの幅と高さ
* ピクセルの解像度
* フレームの速さ（イメージ/秒）
* フィールドム表示モード

TVP アニメーションでは、同時
に複数のプロジェクトで作業すること
が出来ます。

同時に開けるプロジェクトの数は、あな
たのコンピューターの容量によって異な
ります。
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プロジェクトに関する情報を見る

    

現在開いているプロジェクトのサイズ、フレームレート、比率などの情報を見るには、マウスの
カーソルを、タイトルバーの位置に移動させると実現できます。

あなたが必要とする情報が記載された黄色い小さなウィンドウが表示されます。

プロジェクトに名前をつける

初期設定では、作成されたプロジェクトには≪Untitled-00≫≪Untitled-01≫≪Untitled-02≫と
いう名前がつけられます。より分かり易い名前で管理するために、好きな名前に変更することが
出来ます。
メインメニューの「プロジェクト」から「名前を変更する」を選択して下さい。

複数のプロジェクトで作業をする

TVPアニメーションは、画面上で同時に複数のプロジェクトを作業させることが出来ます。キーボ
ードの「Tabキー」を使うことで、最近使ったプロジェクト間をナビゲート（Navigate行ったり
きたりする）することが出来ます。
「ウィンドウズ」のメインメニューで、画面上で現在アクティブのプロジェクトの名前を見るこ
とが出来ます。下図の様に、チェックがついているのが現在アクティブなプロジェクトです。
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フルスクリーンモードで作業する

キーボードの[V]または、ツールバーの図のボタンをクリックすると、フルスクリーンモードで作
業することが出来ます。

フルスクリーンモードでは、テンキーをタッチすることで、画面上のあなたのプロジェクトを移
動させることが出来ます。{F12}キーで、全てのツールパネルの表示が消えます。
ここでも、[Tab]キーを使うことで、３つのプロジェクトから、違うプロジェクトに移ることが出
来ます。
ウィンドウモードに戻すには、[V]キーか、上図のボタンを再び押して下さい。
（これらと同様のオプションはメインメニューの「表示」でも利用することが可能です）

プロジェクトを閉じる

プロジェクトは下記の４通りの方法で閉じることが出来ます：
* プロジェクトのウィンドウの上にある ボタンまたは、 ボタンを使う
* ツールバーの左から４番目のボタンを使う
* メインメニューの「ファイル」＞「プロジェクトを閉じる」を使う
* ショートカットキー[Shift + W]を使う

 

メインメニュー　  ヘルプ  

メニューは、それぞれが特有のオプションを提供します。ソフトへの最初のアプローチとして、
ヘルプメニューについて詳しく説明します。
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作業中のプロジェクトを失わないために、
プロジェクトを閉じても良いかどうかの
左の図の様な確認メッセージが表示され
ます。
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インラインヘルプ

インラインヘルプと称するヘルプは、TVPアニメーションを利用している際には、どんなときでも
利用することが出来ます。ヘルプ情報が必要なアイコンの上に、マウスのポインターをあわせて
下さい。（クリックは不要です）すると、そのアイコンの簡単な説明と場合によってはショート
カットキーが表示されます。

    

TVPアニメーションについて

これは、ソフトに関する以下の情報を表示します。
* 開発者の名前
* ベータ･テスター
* 製造年月日
* シリアルナンバーとライセンスナンバー
* コピーライト

「最新のバージョンにアップデートする」オプション

このオプションでは、TVPaintデベロップメントのインターネットのサイト上で、ソフトが最新の
バージョンになっているかを確認することが出来ます。最新ではない場合は、最新のバージョン
をダウンロードする様に指示されます。（その際、Lockと Unlockコードを入力する必要がありま
す）

ソフトを終了するには

ソフトを終了するには、以下の方法により実行できます：
* 画面の上端にある（ウィンドウズならば） ボタン、（Macならば）  の閉じるボタンをクリ
ックする
* メインメニューの「ファイル」＞「終了」コマンドを選択する
* ショートカットキー[Shift + Q]を利用する
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図は、塗り潰し(Floodfill)というツールの説
明です。
インラインヘルプのコンテンツを短く表示した
り、画面上に表示したくない場合は、メインメ
ニューのヘルプから選択出来ます。
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プリファレンスパネル

メインメニューの「編集」から、プリファレンスにアクセスできます。ここでは、インターフェ
イスを再構築できる様々なユーザーオプションを設定することが出来ます。
６つのタブによって構成されています：一般、表示、インターフェイス、メモリ＆キャッシュ、
音、スタートアップ。
一般タブ

* 1つ目の項目では、ソフトのインターフェイスの言語を選択することが出来ます。現在のところ、
フランス語、英語、日本語の選択が可能です。

* ２つめの項目では、ほぼ全てのアイコンとメニューオプションのショートカットキーを作成する
ことが出来ます。
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オリジナルのショートカットキーを作
成するには、２つめの項目のコンフィ
グボタンをクリックして下さい。

上記ボタンをクリックすると、左図の
ウィンドウが表示されます。

ソフトを終了する際に、保存されていない
ファイルがある場合、「 ファイルを保存
しますか？」というメッセージウィンドウ
が表示されます。
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インラインヘルプが表示された際にお気付きかと思われますが、数多くのツール、オプション、
描画モードにショートカットキーが割り当てられています。

◦ 左側の欄は、既に作られているショートカットキーが表示され、全てのキーボードのキーとその
右側には機能を表します。

◦ 右側の欄は、TVP アニメーションの機能のうちショートカットキーを作成できる全ての機能が表
示されています。

◦ 「割り当て」ボタンで、１つの機能を１つのキーもしくは複数のキーのコンビネーションに割り
当てることが出来ます。（あなたがこの機能に対してオリジナルで作ったショートカットキーの
こと）[Ctrl]キー＋「割り当て」で、１つのキーに、１つの機能を追加することが出来ます。複数
の機能は、追加した順番に実行されます.

◦ 「解除」ボタンは、上記の反対の効果を持ちます。（ショートカットキーを削除した場合におい
て）

◦ ファイルのポップアップメニューは、キーマップをハードディスクに保存したり保存されている
キーマップをロードしたり現在のキーマップをクリアしたり、初期状態のキーマップに戻したり
するのに使われます。

* 一般タブの３つ目のセクションでは、TVP アニメーションのテンポラリーファイル（一時ファ
イル）の保存場所を設定することが出来ます。

◦ テキストファイルに入力するか、または、セットボタンを使って、保存場所を変更することが出
来ます。（フォルダの参照ウィンドウが表示されます）

◦ テンポラリーファイルは作業中の TVP アニメーションのセッションに関わるデータを含みます。
そこには、あなたが作成したアニメーションに関わる情報が保存されます。（例えば、Undo と
Redo オプションが正しく機能するために必要な情報である、作業の過程の様々な段階）

◦ 初心者のユーザーは、初期設定のままで場所を変更する必要はありません。

* 一般タブの４つ目の項目は（ウィンドウズ版のみだが）、今後作成する描画についてのサブピク
セルモードをアクティブ化または非アクティブ化することが出来ます。これは、あなたの持つハ
ードウェアとダイレクトに関連していて、より厳密に言うとグラフィックタブレットを利用して
いるのであれば、それに関連しています。（ですので、私共は、グラフィックタブレットをご使
用されることを強くお勧め致します）

最新のワコムのタブレットモデルはサブピクセルモードで機能します。つまり、タブレットの精
度は画面のピクセルよりも優れていると言えます。この機能を適当なハードウェアと共に利用す
れば、TVP アニメーションの描画ツールをピクセルよりも優れた精度で使うことが出来るのです！

反対に、もしあなたのハードウェアにこの機能がサポートされていない場合は、タブレットの操
作は（マイナス）ネガティブに作用するかもしれません。（実際の位置と画面上のカーソルの位
置にタイムラグが発生するなど）また、PDA などのタブレット PC やダブルスクリーンで構成さ
れたプラットフォームで作業する場合、予め期待されていた結果とはとても違うものになる恐れ
があります。
出来れば、機能をより最善の状態でご利用頂くために、ハードウェアの適合性をご確認されるこ
とをお勧め致します。

* Mac OS Xを御利用の場合は、OpenGLオプションというものが存在致します。このオプションが
アクティブ化されている時は、TVPアニメーションのインターフェイスの表示は QuickDrawの代わ
りに全て OpenGL が担うことになります。警告メッセージでご確認されることと思いますが、
OpenGLのサポートはまだ実験段階であり、何らかのトラブルが発生する可能性があります。

* 最後の項目には「ストロークアニメーター（Stroke Animater）」オプションがあります。
これは、レイヤーが現在の画像に変換する間、レイヤーを描く時に現在のツールが、その都度適
用されるという機能です。
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テンポラリーファイル（一時ファイル）が保存されるデータストレージデバイスが
より速ければ、TVP アニメーションもより速く動作します。このストレージデバイスの容
量を常に十分に確保するようにして下さい。
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例えば、フリーハンドドット（Free Hand Dot）ツールで描画している際に、このオプションにチ
ェックがされていて、描画中に[Ctrl]キーを押していれば、その（同じ）レイヤーの異なる（どの）
イメージのドット（Dot）にも適用されます。

表示タブ

表示タブの１つめの項目は、ブラシ表示に関したものです。（これらは第四章で詳しく述べます）
ツール表示ボタンは、ブラシを描画のツールとして使用している場合、ブラシを隠すことが出来
ます。ただ、マウスカーソルはスクリーンに見えている。そしてフレームはツールの正確な位置
を示します。

この機能は容量の小さいコンピューターで動作する場合は便利ですが、大きなツールを使用した
り表示したりするとコンピューターの動作が遅くなります。

２つめの項目であるレイヤーは、（１つの）シーケンスがインポートされた際に全てのサムネイ
ルをレイヤーに表示させることが出来ます。シーケンスの全てのイメージを読み込んでサムネイ
ルを表示するのは、とても時間のかかる作業なので、特別な設定をしない限り、このオプション
は非アクティブ化された状態で、一番最初と最後のアイコンしか表示しません。

アクティブ化されたレイヤーアイコンオプション

非アクティブ化されたレイヤーアイコンオプション

最後の項目はパネルビンに関する複数のオプションがあります。これらのオプションについては、
パネルビンの章で詳しく述べますが、以下に簡単な説明を記載します：
_ 左と右のオプションは左と右のパネルビンを表示するか、しないかを選ぶことが出来ます。
_ タイムラインに関するオプションは、タイムラインのパネルの表示方法を変更するのに使用し
ます。

インターフェイスタブ
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* このタブの最初の項目である「カラー」は、プログラムのインターフェイスの色を変更するのに
使用します。TVP アニメーションの初期設定の色はライトグレーで、あなたのプロジェクトで使

用される色には干渉しません。しかし、勿論あなたはこの色を好きなように変更できます。

◦ 最初のポップアップメニューでは、色を変えたい項目を選択することが出来ます。（ボタン、選
択されたテキスト、スライダーなど）

◦ このフィールドの次にある四角いボックスは選択したインターフェイス要素の表示色を示してい
ます。このボックスをクリックするだけで、選んでいる要素の色を好きなように変更できます。

◦ ポップアップメニューの「カラースキーム」は、あらかじめ用意されたカラーセットま
たは初期状態のインターフェイスのカラースキームをすばやく選ぶのに使います。

* ハイライトのミニスライダー、太枠（Border ボタン）とミラーボタンはユーザーのインターフ
ェイスを下記の様に変更することが可能です。

    

    
* セーブ（Save）とロード（Load）のオプションにより、インターフェイスの設定を共有すること
が出来ます。

* リセットボタンは、あなたの設定がロードされた時の状態（最初の状態）の色に戻す時
に使います。

* 割当て（Apply）ボタンは、選択した色をあなたの今のインターフェイスに適用する時に使いま
す。

* ２つめの項目の「カーソル」では、あなたのカーソルの形を選択することが出来ます。下の図の
様に、十字型、矢印、ポイント、丸などの選択肢から選択出来ます。
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更に 4 つのカーソル（ペン１～４）が用意されていて、特に最後のペン４は左利きのユーザーの
ために、用意されたものです。

* ３つめの項目「ウィンドウ」で、「マグネット」のオプションにより種々のインターフェイスの
ウィンドウを他のウィンドウやメニューにスナップさせることが出来ます。これにより、インタ
ーフェイスの操作がより素早く実用的なものとなります。（ウィンドウズユーザーの場合）ウィ
ンドウのツールバーとタイトルバーを非表示にすることも出来ます。これによりプロジェクトの
作業エリアが拡大します。

* ４つめの項目「ファイルリクエスター」では、ファイルリクエスターのタイプを選択することが
出来ます。下の図は、TVP アニメーションのオリジナルのファイルリクエスターで、ウィンドウ
ズと Mac　OS　X のスタンダードなファイルリクエスターになります。

    

アニメーションのファイルリクエスターは、TVペイント・デベロップメントが開発した多くのソ
フトと共通で、あなたのパソコンの OS に関わらず使うことが出来ます。TVP .MIR .AUR .DIP 等
のエクステンションファイルのプレビューアイコンを表示できる唯一のソフトです。

「Never Confirm（決して確認しない）」ボタンにチェックが入っていると、ファイルを削除した
り、保存していない場合に「保存されていません。保存しないでよいのか」というメッセージが
表示されなくなります。

* その次の項目「プロジェクトウィンドウ」は、現在のプロジェクトウィンドウを他のインターフ
ェイスの後ろに配置するのに使用します。

* 最後のオプション項目「Use TVPaint Menu」は、Mac OS X のみを対象にしています。このオプ
ションにチェックを入れると TVPアニメーションのメインメニューは Mac MenuとTVPアニメーシ
ョンウィンドウの両方が適応可能です。

メモリ＆キャッシュタブ
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このタブは、一番最初に、あなたのマシンの物理メモリ状態を表示します。

* メモリの表示のすぐ下に表示されています。このフィールドには、「Undo」オプションに割当
てるメモリの量を入力します。「Undo」は、スクリーンに描画している時に前の作業段階に戻る
ことの出来る機能です。この数字が高ければ高いほど、より“前の作業段階まで遡ることが”出
来ます。しかし、予め設定されている数字で十分です。

* TVP アニメーションは、あなたのマシンの物理メモリと、１つまたは複数のテンポラリー（一
時）ファイルを利用します。これは、一般タブの所でご説明した通りです。
TVP アニメーションがこの機能のために使う領域を自動的に設定させるようにすることも出来ま
すが、使用するメモリの最大キャッシュサイズを主導で設定することも出来ます。（もし、あな
たが大容量のストレージを要求するような複数のソフトと同時に作業をする場合は、後者が便利
です）。
この点を考慮して、TVP アニメーションは３ GB 以上の物理メモリを使用する OS 上で扱う必要
があることに特に注意して下さい。

音タブ

これらのオプションについては第八章で詳しく述べますが、１つめの項目はスクラビングについ
て、２つめの項目は TVP アニメーションのオーディオ帯域（可聴周波 Audio Frequency）につい
て設定するものです。

スタートアップタブ
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このタブでは、アプリケーションをスタートするときに、どのタイプのプロジェクトが開かれる
かを選択することが出来ます。最初のポップアップメニューは使用されるプロジェクトのパラメ
ータ（幅、高さ、フィールド、フレームレート等）を選ぶことが出来ます。

* スタート時にプロジェクトは、最後に開いていたプロジェクトのパラメータを利用することが出
来ます。

* スタート時にスタートアップパネルを開くことも可能です。このパネルについては、後程また説
明します。

* テンプレートから作ることも可能です。このオプションが選択されると、２つめの項目のポップ
アップメニューから、どのテンプレートを使うか選択することが出来ます。

* 最後のオプションは、単に最後に開いていたプロジェクトを開くことが出来ます。（パラメータ
だけでなくプロジェクトそのものが対象）

スタートアップパネル

このパネルは二部構成で、コンフィグレーションとテンプレート管理から成り立っています。
1 つのコンフィグレーションには、パネルのレイアウトやインターフェイスの色、パレット等、多
くの役に立つ情報が含まれます。
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複数のコンフィグレーションを作ることが出来ます。例えば、２つの画面のあるパソコンに適用
されたコンフィグレーション。HD テレビに適用されたコンフィグレーション、インターフェイス
に複数の色があるコンフィグレーションなど。
ソフトを閉じる時に、現在アクティブなコンフィグレーションが保存されます。スタートパネル
でコンフィグレーションを操作することも出来ます。

TVP アニメーションプロフェッショナルエディションを再起動する時に、ユーザーはコンフィグ
レーションを作ったり、コピーしたり消すことが出来ます。（Storing Folder を選択する事も可能
です）

* 新しいコンフィグレーションを作成するには、「新規作成」ボタンをクリックして下さい。

* 既に存在するコンフィグレーションをコピーするには、「コピー」ボタンをクリックして下さい。
そうすると、新しいコンフィグレーション名を入力するウィンドウが表示されます。

* コンフィグレーションを消去すると、全ての効果、ブラシ、パレット、ショートカットキーなど
定義されていたものが消去されてしまいます。コンフィギュレーションを消去する前に、あなた
がよく使う機能を保存するようにして下さい。

テンプレートのもう１つの機能として、パラメータが全て与えられたプロジェクトでソフトウェ
アをスタートすることが出来ます。「ファイル」からポップアップメニューは前に使用したプロ
ジェクト 10本のうちの、１本を読み込んでソフトウェアをスタートさせることも出来ます。

補足説明

新規のプロジェクトの作成については、補足説明が必要なので以下に詳しく記載します。

DPI の概念を忘れて作業する

恐らく、皆様にとって DPI（Dots per inch）という概念は馴染みがあることと思います。
DPI とは、ピクセルの密度の単位で、画像ソフトや、印刷ソフトなどでよく耳にされると思いま
す。画像の DPI の値が大きければ大きいほど、画像は多くのピクセルを持ち、印刷された際によ
り鮮明になります。

アニメーション分野においては、寸法の単位はピクセルを用います。ピクセルを用いることはメ
ートル法の場合もそうでない場合も両方に適用できるので、より実用的です。

例えば、PAL は、高さ 576 ピクセルに対して横 720 ピクセルの解像度を持ち、NTSC は、高さ
486 ピクセルに対して横 720 ピクセルの解像度を持ちます。

あなたのアニメーションの全体的な大きさは、センチメートルであれ、メートルであれ、インチ
であれ、それを見る時に使用するテレビや映画のスクリーンに依存します。

ピクセルのアスペクト比

ピクセルのアスペクト比は、ピクセルの幅と高さで決まります。ｓ
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 コンフィグレーションは、初期設定により、下記のアドレスに保存されています。

- C:\Documents and Settings\votre_nom\Application Data\tvp animation 9 (pro)\     
ウィンドウズユーザーは、上記の保存場所になります。

- $ Home Directory/Library/tvp animation 9 (pro)/
Mac ユーザーは上記の保存場所になります。



TVPアニメーションをスタートするに際して

   

ピクセルのアスペクト比は、PAL であれば 1,067、NTSC であれば 0.9 になります。
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左：（ピクセルの幅）＝（ピクセルの高さ）x 2
アスペクト比は＜2＞
右：（ピクセルの幅）＝（ピクセルの高さ）
アスペクト比は、ピクセルは正方形

 ピクセルのアスペクト比とビデオの幅・高さ(4/3, 16/9, …).の関係を混同しないで下さ
い。アスペクト比とは、ピクセルの幅と高さの関係を表します。
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ビデオフィールド

ビデオ画像は通常、アッパーフィールド(Upper field・上)とローワーフィールド(Lower field・
下)と呼ばれる２つのフィールドで構成されていて、この２つが人間の目では追えない速度で交互
に表示されています。
フィールドは、垂直方向において、１つの画像について 1行おきの部分しかない、解像度 50%の画
像です。
これらのフィールドの組み合わせによる方式は、PAL、SECAM、NTSC規格に採用されています。PAL
、SECAMは、アッパーフィールドが先に表示され、NTSC規格ではローワーが先に表示されます。

このフレミング技術(Framing technique)は、（例えば同じPAL規格では 25枚/秒で十分な所で、
50枚/秒作成し）、より滑らかな動画にするために同じ動画に対して 2倍の画像を必要とすること
もあります。
この方法は画像の動きと精密さの質を高めるために適用されてきました。
想像したものが持続して見える効果のおかげで、より解像度が低い状態で作業できる様になりま
した。

TVP アニメーションでも、これらのフィールドから構成されているビデオフォーマットを
利用することが出来ます。
プロジェクトを作成する際に、２つのフィールドのうちのどちらが先に表示されるべきかフィー
ルドポップアップメニューから設定をして下さい。
同じメニュー内の「None」（何もない）オプションを使うと、フィールドを利用しないでプロジ
ェクトを作ることが出来ます（progressive scan）。
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Lesson 2

Drawing basics

In this lesson you will:

● Learn how to handle the various tools: airbrush, penbrush, wetbrush, pencil, 
mechanical pencil.

● Discover the various facets of the color picker.

● Draw simple geometric shapes and floodfill surfaces.

● Study the notions of opacity and transparency of a pixel.

● Study the notions of "colored background" and layers.

● Use the different drawing modes.



Drawing basics

It is very easy to draw using TVP Animation.
In this second lesson we will draw a small house (very simple) using TVP Animation's tools. In this 
way we can study the basics which will allow you to express your artistic talents.

Even if it is possible to draw with a trackball or mouse, it is strongly recommended to use a graphic 
tablet equipped with a stylus. This tool requires getting used to for beginners but it is much more 
natural to use for drawing.

Your first drawing

The first geometric shape: draw a rectangle

Once the program is started, proceed as follows: open a project in « PAL square » format.

Click on the  Penbrush  icon on the Tools panel  (as soon as the tool is 
selected, the icon turns yellow to indicate that the tool is chosen, see 
image opposite).
Then adjust the size of the penbrush to 1.5 pixels in radius.

Select  the  Rectangle icon  on  the  main  panel by  clicking  on  it  once. 
Again,  the  color  of  the  icon  changes  from  gray  to  yellow  once  the 
selection is made.
This applies to almost all icons in this application.

Select  the Bin  tab  of  the  color  picker and  choose  a  gray  color  (if 
necessary, use the slider to get there).
After having clicked on the desired color (or pointed to it  if  you use a 
graphic tablet) this color will appear in the main panel and in the color 
picker as main color or A color.

Click on the center of the image and, without letting go of the mouse button, slide it towards the 
bottom right hand corner. Release the mouse button. A gray rectangle has now been drawn in the 
current project window (see diagrams below).

  >>  >>  >> 
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Your first drawing

The Floodfill option

We will now floodfill this rectangle with color.

Select the Floodfill option in the main panel.

Go the the Picker tab of the color picker panel and choose a color as in 
the diagram opposite: a gray color with a slight yellow hue.
The choice of this color is important for the continuation, in particular for 
studying the drawing modes.
You will notice that the RGB information is indicated at the bottom of the 
panel, you can try to get as close as possible to them.

A right click on the same window enables the choice of other 
ranges, the colors of which vary according to hue, luminosity 
and saturation or according to the intensity of the colors red, 
green and blue.

Now click inside the rectangle in the project window and you will obtain 
the result shown opposite.

Recover a color from the screen

It  is  possible  to  recover  a  color  among those  present  in  the 
current drawing in order to work with it again.

To do this: either click on the  A color (on the diagram opposite, 
the main color is marked with a circle) or on one of the two Color Picker 
icon.
The cursor of the mouse or tablet appears with a question mark. You 
may then point the cursor wherever you want, the  A color will  change 
into the color you point at. The shortcut for this action is the [;] key.
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Your first drawing

Redo and undo …

 

We will now draw the roof of our house. 
For this purpose you may use the Line tool and the Floodfill tool.
However, attention must be paid not to leave any "holes" before floodfilling 
in a surface (or the entire screen will be floodfilled!)
Your turn now! You should be able to draw the picture opposite without 
any trouble.

Notion of layers and colored background

   

Let's add a sun.
Change the tool by selecting the FreeHandDot icon 
in the main panel and then the  Airbrush tool (set 
the  size  to  125  pixels  radius  and  the  power  to 
100%).

  

Using  the  method  described  above,  recover  the 
yellow color  in  the  Mixer  tab of  the color  picker, 
then click on the white part of the image to draw 
your sun.
You will obtain the result shown opposite.

At this point, it seems at first sight that the image is mainly composed of white... in fact, that is not 
the case !

  

If  the  layer  window is  not  visible  on the  screen,  click  on the 
Timeline  icon  on  the  toolbar  to  make  it  appear  (keyboard 
shortcut [0] on the numeric pad).

Now  change  the  Color  option  (bottom  left  of  the 
timeline)  into  None,  then into  Check  and note the 
changes taking place in the current project window.

layer                                              layer                                             layer

              
background = Color                       background = None                       background = Check
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Nevertheless, if you do not like the result you can go back as many times 
as you want using the  Undo option (keyboard shortcut [U]) on the main 
panel.  Note that  the  Redo option (keyboard  shortcut  [Shift+U]) has the 
opposite effect.



Your first drawing

Everything happens as if our house and sun were drawn on a glass plate, the latter resting on a 
colored background (see perspective diagrams above...).
What we will refer to as Image layer in all future lessons is the equivalent of a transparent glass 
plate placed on a colored background of your choice. You are drawing on this plate and not on the 
colored background.
It  is  possible  to change the color  of  the backgrounds  Check  and Color  in  the same way it  is 
possible to recover a color on the screen thanks to the color fields next to the menu.

Zoom and View options

     

Stay in "check" mode, we will zoom in on the sun. 

 

To adjust the zoom, you can:
* Use the small « + » and « - » icons above as well as the mini-slider.
* Use the keyboard shortcuts [<] and [>].
*  Adjust  the  zoom numerically  by  modifying  the  percentage  in  the  text  field  intended  for  this 
purpose.
* Use the Zoom button on the main panel: once enabled, this button may be used to increase or 
decrease the zoom at an exact point of the current image by simply left or right clicking with the 
mouse.
Note that there are other options in the project window which may facilitate your task :
* The button « 1 » enables re-initialization of the zoom to 100 %.
* The « F » button :
_ A left click on this button re-aligns the image in the project window. If the project window is bigger 
than the full image, the zoom value will stop at 100%. 
And if  the « F » button is checked after the click,  the image will  be systematically  resized and 
centered in the project window, each time the project window is resized.
_ A right click on this button extends the project window to display the entire image.

These zoom options are available to make your task easier when working on small 
details.  However,  they do not modify the images, videos and photos themselves.  
You will find them all in the View main menu too.

Project displays are anti-aliased when zooming-out (20, 25, 33 or 50% of the original project 
size) This is very useful for people who works in very high resolution. (for example the HDTV 
format)

In lesson 1 we learned that it is possible to work with several projects at the same time.
It is also possible to open several project windows for the same project.
You may use the [M] key of the keyboard or select New project window in the View main menu to 
do this. This is recommended when working with large zoom values and to keep an eye on the 
entire project.

   

Note  that  in  this  case,  any 
modification made in one of 
the  windows  results  in  the 

same modification being made in all 
the  other  windows  of  the  same 
project.
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Your first drawing

The   button  of  the  project  window  also  offers  you  several  very  useful  viewing  options 
depending on whether you use it with the left button of your mouse or the right button.
* A left click, without releasing the mouse button, followed by sliding the mouse, moves the image 
in the same way as the sliders located next to it.
* A right click without releasing the mouse button may be used to slide the current layer and only 
this layer to quickly view the enabled layer (see next lesson for the layer notion).
At the moment you release the button, the layer goes back to its initial position.
This is very useful when you are working with a large number of layers and you do not know which 
one is enabled.
This function is called Shaker and is accessible with the keyboard shortcut [A]. A simple touch on 
this key will make your current layer shake and reposition it immediately with the aim to rapidly 
view the current layer.

Notion of pixel opacity 

   

After having zoomed to approximately 2000% it is to be noted that 
the pixels in the center of  the sun are somehow "yellower" than 
those on the outside.

In reality, the pixels making up our sun are all yellow. However, the 
pixels in the center are less transparent (or more opaque...) than 
those on the outside.

You will notice that the pixels of the sun let the colors of the check background through with more 
or less intensity while the pixels of the house are completely opaque: it is impossible to see the 
check background through the house.

R,G,B and H,S,L color systems

Open the Slider tab of the color picker.
It is possible to define a color from its RGB components: Red, Green, Blue 
or from the HSL system:  Hue,  Saturation,  Luminosity. You may move the 
sliders to obtain the desired color or use numeric values.

(Select the color blue to continue the drawing).

   If the Sliders tab of the color picker is not selected (i.e. on each tab 
of the color picker except  Sliders), a line referred to as Status bar is visible. This line is used to 
display the values in the RGB system of the A color (click on this bar to make the color appear in 
the HSL or hexadecimal systems).
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The drawing modes

The drawing modes

The Color and Behind drawing modes

    

We will now draw a blue sky.
To do this:

*  Select  the  Freehand  line  icon  (in  the  main 
panel).
* Select the wetbrush tool
(size: 100 pixels, power: 100%, opacity: 100 %). 

The red «1:4 » indicates that the tool is four times larger than the one visible in 
the white rectangle to the left.

Wetbrush in Color mode  
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You have already seen the  Color  mode (keyboard shortcut 
[F2]) as you have been using it  since the beginning of this 
lesson...
When  you  use  the  Color  mode,  your  line  and  color  are 
applied over the already existing image.

Some modes may not be used with all tools.

There are several drawing modes in TVP Animation:
Color, Behind, Erase, Panto, Light, Shade, Tint, Colorize, Smooth, Grain, 
etc.
We will look at each of them in turn.

They are available in the popup menu located under the icons of the 
Tool panel (left click to access it).

If  required,  you may assign keyboard  shortcuts of  your  choice to the 
various modes (see lesson 1).



The drawing modes

Wetbrush in Behind mode

Mechanical pencil and Pencil tools

The drawing above will serve as a basis to study the other drawing modes.

The Erase drawing mode

Airbrush in Erase  mode (background=check)

The Shade and Light drawing modes

Airbrush in Light mode 
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When you select the  Behind mode (keyboard shortcut [F3]), 
TVP Animation  will  take  into  account  the  already  existing 
pixels from the line as well as their level of opacity. When the 
option is chosen, the color is only applied to the transparent 
surfaces of the image.
The color is therefore not applied over the house or over the 
sun but is partially visible through the latter.
Floodfill in the entire image in blue using this mode.

The task of the Erase mode (keyboard shortcut [F4]), as the 
name  implies, is to erase the pixels of the current layer by 
making them transparent.
Thanks to this mode, it is possible to correct possible faults in 
a drawing.
Opposite, the Erase mode is used on a check background.

A few words about the Mechanical pencil and Pencil tools to 
finish off our drawing.
Select  the  Pencil tool  (in  color mode)  and one or  several 
shades of green. They are used to add grass at the foot of 
the house.
For more precise drawing (e.g. a signature), the Mechanical  
pencil tool is the most suitable.

As their names speak for themselves, these drawing modes 
require  almost  no  additional  explanation.  They are  used to 
darken or brighten the opaque areas of the image where you 
draw your line.

Just  note  that  the  higher  the  Power  and  Opacity  of  the 
drawing tool, the more the drawing carried out in these modes 
will approach opaque white or opaque black.

In this example,  we used the  Airbrush  tool with a power  of 
100 % and an opacity of 17 %.



The drawing modes

Airbrush in Shade mode

The other drawing modes will be studied in lesson 7.

Further details

A Color and B Color

   
A very good tip:
It is possible to invert the two colors A and B of the color picker using 
the keyboard shortcut [N] or the  button on the main panel.

Rotation of the workspace

One of the most useful tools for any artist is the tool that allows rotation of the work top as one 
would turn a piece of paper while drawing. There are several ways to turn your workspace.

The button  located in the project window is used to freely define an angle by left clicking 
and holding the button followed by a left / right movement of the cursor. You will see the workspace 
rotate in real time and you just release the button once the desired angle is obtained. This free 
adjustment may also be carried out using the keys [Ctrl+Alt] + left click.

   The free adjustment and its HUD in the form of a traditional drawing workspace
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If  the chosen background is white or black, do not 
confuse the Erase mode with these two modes : the 
modes  Shade and Light modify  the  color  of  the 

pixels, whereas the Erase mode modifies their opacity.



Further details

     

You may also right click on the same button, which will open a menu 
(see opposite) in which you have the possibility to :

Reset the overall angle value (keyboard shortcut [Insert]), 
Rotate the view +15° (keyboard shortcut  [Shift+PageUp]), 
Rotate the view -15° ([Shift+PageDown]), manually define an angle 
value (Set option) or choose a pre-defined angle among 15 values 
all multiples of 15.
Flip the view on the X and/or Y axis.

Note that Rotate +/- 15° will always be rounded off to the prior/next multiple of 15. For example, if 
you  work  at  first  with  an  angle  of  25°  and  then  decide  to  tilt  the  project  by  +15°  using 
[Shift+PageUp], you obtain an angle of 30° and not 40° as 30 is the first multiple of 15 after 25. 

Flip Horizontally and Vertically

In the  View main menu, the Flip Horizontally/Vertically options can be used to invert horizontally 
and/or vertically the image in the project window. 
These two options don't change the project. It's only a way to see the current image of the project 
with a different point of view (like the rotation of the workspace).

                
Original Image                                   Flip  Horizontally

                
              Flip Vertically                       Flip Horizontally & Vertically
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Further details

Management of palettes and mixers

The  Mixer and Bin tabs in  the color  picker may be used to optimize your 
choice of color.
A right click under one of the two tabs enables display of a contextual menu 
which is specific to this purpose and offers many choices (see opposite the 
Mixer tab menu ).

At first you can choose to work with pre-defined mixer surfaces: blue, clouds, 
inks, dirty, nebula, etc. or pre-defined palettes: TVP Animation 1, 2, 3, 4 and 
gray.

If the mixer and palettes proposed are not what you want,
TVP Animation also offers you the possibility to create, duplicate, rename and 
cancel your own palettes or mixers. These options are also accessible via the 
contextual menus (options New, Copy, Rename, Delete).

    

It is possible to modify the existing or newly created mixers : a 
left click on the mixer surface incorporates the  A color to the 
visible mixer which can then be «spread».
If you are not satisfied with the color obtained, you can delete it 
with the Delete Mixer choice.

The circled option, represented by the little button on the bottom right corner of the 
panel, allows to pick the color inside the mixer to the A or B color by a left click, 
rather than to mix the current A or B color with the mixer colors.

    

In the Bin tab you have some additional choices in the contextual menu: 
Replace, Swap, Spread and Delete.
These choices act directly on the current palette.
You may respectively: replace the color in one field by the current color, 
swap the colors of two fields, spread the colors from one field to another 
and delete a field.
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Further details

        

Like  in  the  contextual  menu  of  the  mixers,  it  is  possible  to 
manage  the  current  palette  with  :  New,  Copy,  Rename and 
Delete Palette.
It is also possible to create a new palette based on the current 
image.
And all the colors of the Color History can be used to create a 
new palette.

You can import or export  palettes and mixers at any time via the  File  sub-menu. This enables 
exchanges between users of the software.

It is possible to return to the default mixers and palettes of TVP Animation using the Default palette 
or Pre-defined palette choices in the contextual menus.
The pre-defined palettes et mixers may be restored by resetting the TVP Animation settings.

You should note, however, that the last two operations will delete the palettes and 
mixers that you have created yourself unless you have exported them previously.

Color History

   

When you draw with  TVP Animation,  the history of  colors  you 
have used is accessible with a left click on the   button (see 
opposite).

It is therefore very easy to re-use a color that you have recently 
used.

To delete all the colors, simply click on the Skull button.

It is possible to shade the A or B colors by left clicking on the latter in the main panel 
or  the  color  picker  and  then  keeping  the  [Ctrl]  button  pressed  when  moving  the 
mouse to another color on the screen.
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Further details

The Color Variations panel

The Color Variations panel is accessible thanks to a right mouse click on the color box of the main 
panel or via the Window main menu.

      

It  puts  at  your  disposal  several  ranges  of  color, 
derived from the current A color.
Some luminosity variations based on the A color.

Some saturation variations based on the A color.

Some chromatic variations based on the A color.
The  Step option  allows  to  adjust  the  chromatic 
variation.

If the  Lock button is not checked, the color boxes are automatically refreshed if you change the 
A color. (A simple click on a color of the Color Variation panel will change the A color into the one 
you have chosen)
If the lock button is checked, the color boxes will stay the same whatever you do.

Drawing splines, segments and circles

   This icon on the main panel enables the FreeHandDots tool.

   This icon enables the FreeHandLine tool for continuous lines.

   This icon is used to draw Straight Lines.
To draw a segment in your project window: 
* Left click on the first end of the segment,
* Keep the button pressed while sliding the mouse,
* Release the button when you reach the second end of the segment.

   At the beginning of this lesson we learned how to draw a Rectangle.

   This icon is used to draw Circles and Ellipses. 
In the current project window, point your stylus to the center of the ellipse to be drawn, then move it 
to create the ellipse you desire. Press the [Shift] key first to obtain a perfect circle.

    This icon offers you access to more complex Splines. 
By default it is possible to draw multi-point splines. The latter are also referred to as Bézier Splines 
by mathematicians. By modifying the options in the Shape Settings window, it is also possible to 
draw three-point splines or B-Splines (see following section).

To draw a multi-point spline in your project window: with a few clicks or presses with the stylus on 
the current project window, you can construct a broken yellow line interspersed with knots.

This line is not directly integrated in the drawing: The option  Apply spline  or the 
keyboard shortcut [Enter] is required to obtain a result (a right click calls up the 
contextual menu shown opposite).
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Further details

The advantage of this tool is that it allows you to work on the knots.
* A left click on one of the knots followed by a movement of the stylus allows you to move or edit 
the spline line of the broken line at this point. In the latter case, the tangential lines of the spline 
appear (see the red spline in the diagram below).
* For more precision: the [Ctrl] key allows you to work on the line of your choice without influencing 
the position of the second.
* You may also move the spline globally by pressing [Ctrl]+ left click outside the spline.
* Finally, it is also possible to close the spline via the option in the contextual menu.

The  shape  of  the  circles,  rectangles,  splines  … obtained  using  the  procedure 
described above, depends on the tool chosen: penbrush, airbrush, pencil, etc. (see 
below).

 
         circles   /  segments /  Bézier splines (applied using different tools)

Adjust the Shape settings

The panel shown opposite is accessible in the Windows main menu or 
with a right click on one of the seven drawing tools (dot, freehand, 
segment, spline, rectangle, ellipse and floodfill).

* In the first popup menu you can define two methods of drawing circles. You may choose to:
◦ draw your circles fixing a center and then a radius.
◦ draw your circles defining three points on the screen (geometrically, there is only one circle 
passing through three non-aligned points in the drawing).
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The Add to bin option allows to keep in memory the current spline. It is often 
very useful, especially if you need to re-use it later. (Once the Add to Bin option 
is selected, the software asks you to name your spline)
Re-using a stored Spline can be done by choosing its name in the menu.
You can also delete a stored spline thanks to the Delete menu.

Please remember that if you delete or reset the configuration, all your 
Splines will be lost.



Further details

* In the second popup menu you can modify the nature of the splines you will  draw using the 
Spline tool studied previously. You may choose to:
◦ draw  three-point splines. 
To draw a three-point spline in your project window: 
_ left-click on the first end of the spline,
_ keep the button pressed while sliding the mouse,
_ release the button when reaching the other end of the spline,
_ slide the mouse,
_ left click when satisfied with the spline.

HUD a three-point spline

◦ draw Bezier splines (multi-point splines).

HUD a Bezier spline

◦ draw B-splines.

HUD a B-spline

Note that the B-Splines consider the connections of the current tool. On the above image, the Size 
and the Power connections of the Pen Brush tool are set on the Pressure.

* The Source option is used by the Panto and the Healing drawing modes. This option is detailed in 
their own part.

* The section named Panto enables adjusting the vector of the Panto mode studied in the following 
sub-chapter.

* The section named Healing enables adjusting the vector of the Healing mode studied in a further 
chapter .
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Further details

The Panto drawing mode

The  Panto  mode is used to reproduce,  by translation of the vector  of  the X,Y coordinates,  all 
sections of the layer (the X,Y values being those present in the Shape settings panel).

It is possible to interactively define the X,Y values using the Set button (keyboard 
shortcut [Shift+P]) of the Shape setting panel (drawing a segment on the screen will 
determine the X and Y values).

E.g. for X= -360 and Y= -238  you will obtain, after having used the penbrush to draw a line at the 
height of the sun in the final image (corresponding to the diagram below) :

         

Here are the steps to use the panto mode correctly :

1) first, use the RMB on main panel tools and set the vector X and Y (set values or click on the 
'Set' button and draw the vector on your project). 
2) choose a drawing tool like Airbrush and set drawing mode Panto in the popup menu under the 
drawing tools icons.
3) on your project you have two cursors. One simple for the source and another with preview for 
the destination. Pixels under the first one are copied under the second one with the settings of the 
current tools.

By changing the  Source option in the  Shape settings  panel, the pixels used, under the source 
cursor, will be the ones which are in the selected Source. 

   

The image to clone can be:
* The current one.
* The previous image of the current layer.
* The displayed image of the project (like in 
the previous example).
* The selected paper (opposite).
* The image provided by the spare.

        An example with the source set to paper
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Further details

Setting the tools

You have numerous variables at your disposal to set your drawing tools. We will describe them in 
detail except for Drying and Gradient which are explained in lesson 3.

    

* The variable Size defines the tool radius in pixels.

* The variable Power defines the color quantity applied by the tool.

* The variable Opacity defines the global tool opacity.

The opacity defines a maximum opacity threshold which the drawing tool 
cannot exceed.

* The variable Aspect enables flattening of the current tool.

* The variable Angle authorises rotation around the tool Z axis.

* The variable  Step, if enabled, manages the waiting time between two 
applications of the same tool.

 In the little window to the left, it is possible to view the effect of the modification of 
each of the first five variables on the tool.

Some examples to help you understand the notions mentioned above:

   

See  opposite,  a  straight  line  drawn  with,  from  top  to  bottom,  the 
percentages  300%, 100% and 0% for the Step variable.

   

TVPaint written with the airbrush tool :
Angle = 90° and Aspect = 20%

   

Mechanical pencil tool left without Smoothing, right with smoothing.

If required, the Reset button resets the settings of the current tool.

Drawing filled shapes

    

A click on one of the icons described previously creates a popup menu, 
and allows to choose the fill function by selecting the second entry of the 
popup menu. You may thus draw filled disks, rectangles and other filled 
splines.  The  second  option  on  the  FreeHandDots tool  enables  the 
SimplePoint  tool which is used to draw only a single application of the 
brush.

This is an alternative to the Floodfill option in simple cases.
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Further details

Setting of the brush profile

The right field in the tool panel provides a view of the drawing tool cross section.
Below you will find two profile examples for the airbrush drawing tool.

           
left to right: profile, three-dimensional view of the tool and its effect on the screen.

  

The   profile  of  brushes 
may  be  edited  in  the 
window shown opposite.
 
Click on the profile of the 
tool  you  are  using  to 
make it appear.

You have the choice :
* to create or delete the points of the spline (by left- and right-clicking on the profile line).
* to move the latter.
* to flip to the spline along the horizontal or vertical axis.
* to delete the current point.
* to choose the method applied to connect the points with each other: Linear, Spline or Polynomial.
* to select a pre-defined profile. 
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There are 2 ways to select a profile.
The first is as for the palettes and mixers, TVP Animation 
offers  you  the  possibility  to  Load,  Save  and Reset  the 
profiles from a file via the Bin popup menu.
For the second way,  the  Bin popup menu allows also to 
Add/Remove custom  profiles  inside  the  software  and 
Select a custom profile to use and display it on the screen 
like on the opposite image.



Further details

The coordinates

The Re-apply option

  >   >   > 
This is a situation that is often encountered:
you have drawn an ellipse on your screen…
But, you have used the wrong tool: you used the  Oilbrush instead of the  Penbrush. The  Undo 
option allows you to go back (the ellipse drawn with the oilbrush will disappear), but you may have 
trouble drawing the ellipse again with the same precision…
Even when having written down the exact coordinates of the ellipse (center coordinates and length 
of the two half axes), it may be tiresome to reproduce exactly the same drawing on the screen.

The Re-apply option (keyboard shortcut [Enter]) was developed to counter this type of problem and 
facilitate your task…
When your ellipse is deleted, change the tool and adjust the parameters and colors. Then select 
the Re-apply option in the Edit main menu.
A new ellipse is drawn.

You may even do more than that as, before using the  Re-apply option, you have the following 
choices :  change  the  layer,  select  several  layers,  change  the  type  of  line  to  work  with  filled 
shapes… (see the examples above…)
It is even possible to define selections or cut animated brushes from the original drawing !

Use the Grid

The grid is, in fact, a kind of plotting paper the parameters of which may be set and the basic unit 
of which is the pixel.

    
As you have probably guessed, this option is also accessible in the  Tool bar and the  Windows 
main menu. Once enabled, it does not affect your project itself, but the way you will  draw (just 
disable the option to make the red grid disappear…).
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The Coordinates  window is accessible via the Windows main menu 
or via the icon of the tool bar shown opposite.
* left you find the coordinates in pixels of the pixel pointed with the 
mouse as well as its RGB values.
* right you find a small zoom box with a central point.
* if you draw a rectangle, the two empty lines will indicate the width 
and height of the latter in pixels.
There you will also find the length of the two half-axes if you draw an 
ellipse.

Using a grid is very useful when :

* drawing parallel lines, 
* placing a brush at regular intervals 
on the screen,
* aligning a text along a vertical line, 
* etc.



Further details

* The Grid panel which is accessible with a right click on the Grid icon in the Tool bar or via the 
Windows main menu is used to set the width and height of the boxes (use the numeric fields of the 
same name or the mini-sliders). 
* The Start X and Start Y numbers will help you shift the grid on the surface defined by the work 
area. Those values can be negatives.
* If required, you may adapt these four values in such way as to recover the image using the 
current brush and the Brush size button.
* The Set button is used to interactively define the grid parameters by drawing a dummy rectangle 
in the current project window.
* The Show box displays the grid when it is checked.
* The Snap box renders the grid magnetic. This option imposes that the user may only use the red 
pixels at the intersections of the horizontal and vertical lines. This works as if the cursor on the 
screen were magnetically attracted to the grid intersections.

Use the guides

The purpose of the Guides of TVP Animation is to create customized and magnetic marker points 
in the current project window.
When using the guides it is very easy to draw concentric circles or parallel lines.
To display the latter,  left  click on the  Tool bar button shown below (a right click will  open the 
window for guide parameter setting).

     

The following options are available in the guide parameter setting window:
* Once the  Set button is selected, any click with the mouse in the current project  window will 
generate a horizontal and a vertical line. It is therefore possible to create « a grid with irregular 
graduations » and to impose the line intersection points as the only points to be used.
* The Reset button is pressed to go back to a project window without guides.
* The Show box, when checked, displays the guides.
* The Snap box imposes the yellow pixels at the intersections of the horizontal and vertical lines as 
the only pixels to be used. This works as if the cursor on the screen were magnetically attracted to 
the guide intersections.
The Files popup menu enables saving and loading of your guide positions.
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Further details

The Safe Area 

The safe area may be displayed in the current project window: it may be enabled via its Display 
popup menu (see below).
It is therefore possible to recover the markers normally used in the film industry:
the action and text safe areas allow viewing of what will effectively appear on the TV screen (i.e. 
the Safe Area).

 

Display settings

     

The Display Settings window is accessible via the Windows main menu 
and is used to choose the  color  and opacity of the guides, stencils, 
safe area, animation disk, etc.

You may also enable display of the stencil, paper and selections when 
using the latter.

The safe area has some additional parameters: position of the action 
and text safe areas may be set in percentages.
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Lesson 3

Spatial Management of Layers

In this lesson you will learn to :

● Use the paper.

● Create a Color Gradient.

● Study the notion of the layer with its multiple aspects.

● Name, move and select layers.

● Assign a color to a layer.

● Manage the global opacity of a layer.

● Use the basic Blending Modes of the layers.     



Layers and timeline

Layers and timeline

When starting the program, the project contains an Anim layer with one image. For this lesson, we 
want to start with an Image layer with one image. To do that, go to the Layer main menu and select 
Delete Image. Now always in the  Layer main menu, choose the  New Image Layer option. Then 
select the layer named "Untitled 2" in the TimeLine window by left-clicking on the name. And the 
last step is the option Delete Layer in the Layer main menu. Now there should be one Image layer 
named "Untitled 1".

The Oilbrush tool

    

We'll start by drawing a little man in 
the center of our image.
To  do  this,  use  the  Oilbrush  tool, 
select FreeHand and the red color
(R=255, G=0, B=0).

Now display the Timeline if it is not displayed yet (shortcut [0]). The following window will appear :

 

This  window  shows  that  our  little  man  was 
drawn on a layer named «Untitled 1». Indeed, 
every layer has a name.

Rename a layer

We will now rename the layer. You have the choice to : 

Select Rename layer in the Layer main menu.
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Layers and timeline

   

Independent of which method was used, a text window will appear. You 
may now enter the name (« Character ») in the text field and then validate 
it by clicking on OK.

Create a New layer

TVP Animation offers the possibility to work with several layers. With a bit  of practice, this will 
make your work much easier.
To create a new layer you can :

   

Use  the  keyboard  shortcut  [Ctrl+N], 
select  New Layer Image  in the Layer 
main menu or select New Image Layer 
in the  New  menu  of the timeline (see 
example opposite).

   

Our timeline now comprises two layers: 
the «Little man » layer  and our newly 
created layer, referred to by default as 
« Untitled 1 ».

You  may  also  rename  this  layer.  We 
will call it « gray blob ».
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Call  up the popup menu by clicking on the layer name in the  Timeline 
(here : « Untitled 1 »).

Once the popup menu is displayed, select the name of the layer at the top 
of the menu and release the mouse.



Layers and timeline

The current layer

The  « white » layer in the timeline is called Current layer. When you draw in the work window, the 
modifications are only applied to this layer. The « gray » layers remain unchanged, independent of 
their position.
To change the current layer you can: 
* Use the arrow keys [ ↑ ] and [ ↓ ] on your keyboard.
* Click on the layer of your choice in the Timeline on the left side of the vertical slider.
* Select Current in the popup menu which is accessible with a right click in the timeline on the left 
side of the vertical slider.
* Use the shortcut [ , ] to select the layer. To do that, press the [ , ] key (the cursor change into an 
arrow with a question-mark), position the new cursor over the project window, and when it is over a 
pixel  from which you want  to get its layer,  click with  the left  button. If  there is only one layer 
(through all the layers with colors) at this position, the layer will be automatically selected. If there 
are several layers with colors at this position, then select the layer you wish in the popup menu.

                         

When the menu appears, there is a preview near the name of the layer to make the choice of the 
wanted layer easier.

The advantage of working with several layers

 

Now draw a gray blob in the center of the image on the new layer using 
the  penbrush  tool  (radius:  50  pixels,  power:  100%,  opacity:  100%, 
mode: color) 
At first sight, the gray blob seems to cover the little man.
But in reality this is not the case...

  

When looking at  the thumbnails  in the 
timeline, we see that the gray blob and 
the little man are on two different layers.
We have thus overlaid two layers on our 
white  background,  as illustrated in  the 
diagram below.

« Gray Blob » layer

« character » layer

White background

The gray blob therefore does not delete the little man.
If you use the same tool in Erase mode on the same gray blob, you will note that the little man will 
reappear!

There are several ways to mix the colors of overlaid layers. We will see the basic 
ways further in the lesson, and all the other ways in a next lesson.
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Layers and timeline

Flip layers

Before continuing with our work, we will flip the two layers. This is how it is done:
left click on the small frame representing the gray blob in the timeline, then slide the cursor on the 
timeline until it is under the « character » layer. Release the mouse button.

    >>                                             
                          before flip                             after  flip                                                          no flip (merge)

       

« character » layer

« Gray blob » layer

White background

                 position of layers after flip

We now have the configuration as shown in the diagram above. In the current project window, the 
little man is positioned on top of the gray blob.

When trying to flip two layers, a frequent mistake made is to move one layer on 
top of another. This is the process of merging two layers (which will be described 
in detail later in this manual).

The case being, click on  Cancel in the merge options window to return to the original 
layer arrangement.

The Undo option in the main menu may be used to undo the modifications made to 
the project as well as for those applied to the timeline.

Erase the content of a layer

Spatial management of layers 3-5

It is possible to erase the content of a layer without using the Erase 
mode.
To do this, just click on the icon of the main panel opposite or use 
the shortcut [Shift+K].
This option has no effect on the layer named  
« character » which is not our current layer.



Layers and timeline

Use of a Paper

With TVP Animation it is possible to accelerate drawing certain repetitive shapes such as a brick 
wall. Proceed as follows: 

* Floodfill  in the current layer  (« gray blob ») with  a 
dark gray color.

*  Open the  Paper  window which is  accessible in the 
Windows  main  menu or  with  a  right  click  on  the 
Papers icon on the tool bar.

* Select any type of wall in the papers window. 

* Change A color for a light color, close to white.

* Floodfill in the « gray blob » layer using this color.

You will note that the paper you have chosen is used as a pattern to paint the layer surface (see 
drawing above). Our brick wall has been created and the « gray blob » layer may now be renamed 
« wall ».

At the top of the Paper panel, a menu allows you to select papers in different directories.

   

* All : Display all the papers available in all directories.

* TVP Animation : Display all the papers which are in 
the installation directory of TVP Animation.

* User : Display all the papers which are located in the 
user configuration.
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Layers and timeline

Soften the contours of a surface

* Draw a rectangle in the center of the image. The effect of the prior manipulation is immediate: the 
edges of the rectangle are less sharp.

* To finish, flip the two layers again.

   >>  
before flip                             after flip

Apply a color gradient

   

Our  little  man  is  now  behind  the 
brick wall.
We will  add a tinted glass between 
the little man and the wall.

* Start by creating a new layer, name it « glass » and place it as shown in the Timeline above. 
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Let's continue our drawing:

* check that the « brick wall » is the current layer,

* deselect the Paper on the tool bar, 

* select the Rectangle Fill shape in the Main Panel,  then the 
Mechanical Pencil icon in the tool panel.

* enable the Erase mode,

* in the option window named  Filling shape which appears in 
place of the  tool  panel,  set the value in the  Smooth numeric 
field to 20 pixels.



Layers and timeline

   

* Select the cyan color for A color then a blue color for B color.

* In the  Filling shape panel, change the  Erase mode for the  Color mode 
and tick the box Gradient.
The gradient from A color to B color now becomes visible.

* Draw a Filled rectangle in the layer named « glass », paying attention that 
its dimensions correspond to the size of the « hole » in the brick wall.

    

* The cursor shown opposite invites you to choose the Orientation and Extent of 
the gradient. 
The gradient will be applied along the segment you will draw, from A color to B 
color.

   

You will  thus obtain the result  shown opposite in the current project 
window.
The  perspective  diagram  and  the  timeline  hereafter  confirm  the 
presence of three layers although only two are visible on the screen.

      

Brick wall layer

Glass layer

Character layer

White background

Modify the global opacity of a layer
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You may modify the global Opacity of a layer:

* by left clicking on the white bar on the timeline.
* by right clicking on the same bar to call up the numeric field shown 
opposite.
* via the contextual menu of the layer.



Layers and timeline

Global Opacity of the Glass layer with various values:

            
               0%                                 20 %                             40%                              60 %

    
           80%                             100%

Gradients and Opacity mapping

The parameters for  the pixel  opacity of  our glass may be entered as soon as the gradient  is 
established:

1st method: the opacity gradient.
Erase the contents of the layer named « glass » and set its global opacity to 100%. Open the 
Color  gradients window (right  click  on  Gradient in  the  Filling  shape  panel  or  access it  via the 
Windows main menu).

* The first horizontal bar represents the aspect of the gradient as it 
will be displayed on the screen.

* The second bar displays the colors chosen for the gradient. In 
our case, the two keys at the end indicate the A color on the left 
and B color on the right. 

* The third bar indicates the opacity chosen for both colors.

Click on the left key of the opacity bar and modify its opacity using the Alpha mini-slider to adjust 
the percentage to around 20%.

The keys are symbolised by a colored rectangle .

The first horizontal bar changes and its left section becomes transparent (presence of a check 
under the cyan color).

   

Now draw the rectangle that represents our glass and you will note that 
the cyan section is transparent while the blue section is opaque.

Note that no modification was made regarding the global opacity of the 
layer named « glass ».
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Modification  of  the  «  glass  »  layer's  global 
opacity  will  vary  the  opacity  of  all  pixels 
making up the layer.



Layers and timeline

2nd method :

  

You may also use the Opacity mapping option in the Filling Shape panel.

If you draw a single-colored rectangle after having enabled this option, 
the opaque and transparent areas are respectively layered on the black 
and white areas shown in the frame below (see below).
For  those  who  wish  to  know how to  edit  your  own  mapping,  this  is 
explained later in this lesson.

  >>  

 

Show and hide a layer

   

It is possible at any time to only show the layers of your choice.
The layers visible in the project window are those ticked in green in the first 
column of the timeline.
The hidden layers are those which are ticked in red in the same column and 
the name of which is displayed in gray (click on the color fields to toggle a layer 
from visible state to hidden state and vice versa).
Whatever the displaying options are, once the icon H is ticked, only the current 
layer is displayed.

 You can draw only on a displayed layer.

Merge layers

When it is no longer useful to work with several layers, you have the possibility to merge the layers.

The Merge popup menu in the timeline offers you three options for this purpose.

These options are also available in the Layer main menu.

* Merge selected layers: the non-selected layers are not merged.
* Merge visible layers: in this case, the hidden layers remain intact.

* Merge all layers: the layer resulting from this operation contains the current image.
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Layers and timeline

To  select  an  additional  layer  (multi-selection):  press  the  [Ctrl]  key  on  the 
keyboard and left  click  on its thumbnail.  You may also use the [Shift]  key to 
select all layers between the last selected and the one you are clicking on.

Another possibility is to slide one layer on top of another and call 
up the merge options shown opposite.

If you tick the  Stamp field, the merger is made according to the 
opacity of the layer moved and the A color.

You may choose to cancel or keep the original layer as well as 
apply one layer on another in color, erase, behind mode, etc.

Blending Modes concept 

In this lesson, it has been seen that the layers are overlaid to create the final image of the project.

The final image or animation is the result of the mixing of all the pixels of these layers. 
The mixing of these layers is applied from the bottom to the top of the layers list.

But ... there is maybe a need to mix the pixels of each layer in different ways. 
With the above example, layer 3 is applied over the result of layer 2 and 1. But whereas the colors 
of  layer  3 are just  copied on the resulting layer,  the content  of  the layer  3 could Erase,  Tint, 
Saturate, Overlay, ... the content of the resulting layer.

It is already possible to do it in some way, with a limited number of modes. When you drag a layer 
over another one and drop it, a popup menu appears and asks how the pixels of the dragged layer 
should be mixed with the other layer.  But in this case, the two layers will  be merged and the 
informations of each layer will be lost. It is often preferable to keep the layers separated.
The solution is to mix the layers but without needing to modify them. To do that, the layers should 
be mixed "on the fly". 
There is a popup menu in each layer in the left side of the Layers panel which allows you to select 
the way to mix the layer, it is called the Blending Mode.

Now, we will say "blend" layers rather than "mix".

Like it  is  said,  each layer  has its own Blending Modes. What does it  involve? ...  An infinity of 
possibilities. Seriously, each layer can be blend in a different way with the other layers. To be more 
precise, the image in the current layer will be blend in its Blending Mode with the resulting image of 
the blending of all the layer under the current layer.

And the final  image is instantly displayed  in  the project  window and without  having to modify 
something in any layer!
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Blending Modes concept 

        

All the Blending Modes are available on the left part of 
the Layers panel with a left- or right click on its name.

Now, we can list the basic Blending Modes.

To be the clearer in the description of all the Blending Modes,  the result of the 
blend of the layers which are beneath the current layer will be called the Source.

For  example,  if  the  layer  4  is  the  current  layer,  the 
source will be the blend of the layer 1, 2 and 3.

* Color

The default Blending Mode is the Color mode. All the pixels of the current layer are applied over 
the source. It is this image that will be called the original image. It is the blending mode of the layer 
with the house which is changed. The project can be found on the CD-ROM under the name: 
"HOUSE.tvp"

Original image
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Blending Modes concept 

* Behind

With this Behind mode, all the pixels of the current layer are applied in the source, only when the 
pixels of the source are transparent.

* Erase

The Erase mode will erase all the pixels in the source, everywhere the pixels of the current layer 
are not transparent. (This mode does not care of the color of the pixels in the current layer)

* Shade

All the non-transparent pixels in the current layer will Shade the source. (This mode does not care 
of the color of the pixels in the current layer)

* Light

Almost like the Shade mode, the Light mode will  brighten the  source depending on the current 
layer. (This mode does not care of the color of the pixels in the current layer)

All the other blending modes will be deeply studied in lesson 7.
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Further details

Further details

Delete, duplicate a layer

* It is possible to delete a layer, an option which is quite different from erasing its contents…
To do this, select  Delete layer then click on Confirm in the contextual menu of the timeline (to do 
this, you may also use the Layer main menu).
* To duplicate a layer, proceed in the same way using the same menus.

Lock a layer

To lock a layer may be useful under several circumstances.
Click on the little padlock located in the timeline in front of the layer to be locked.

Once a layer is locked, it is no more possible to draw on it.
Click again on the padlock to unlock the layer.

Reduce a layer

   

It  is  practical  to  reduce  a  layer  when 
there  are  too  many  of  them  to  be 
displayed on the screen. 

A left click on one of the arrows in the 
black  circle  on  the  diagram  opposite 
increases  or  decreases  the  size  of  a 
layer in the Timeline.

The layer itself is not changed in any way but only its name and global opacity are visible in the 
timeline.

Assign a color to a layer

Another operation that does not affect the layer itself is to assign a color to a layer like on the 
image below.
This operation allows you to simply organise and mark the layers using pre-defined colors.
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Further details

     

Click  on  the  « C »  icon  in  the  first  column  of  the 
timeline to  modify the color of the chosen layer.
The  opposite  popup  appears  and  displays  all  the 
available colors.

The Color Boxes for a layer

    
The line  of  color  boxes at  the bottom left  of  the 
Time Line window can be very useful  when you 
really begin to have a lot of layers.

If a color box is not checked, it means that all the layers with this color, won't appear in the Time 
Line window.

       

The two blue boxes aren't selected, thus the 
two blue layers don't appear in the Time Line 
window.
This only hides them in the timeline, not in the 
project window.

All the colors of each box can be modified, click on the « C » icon on a layer and select the Edit 
option. A new panel appears and all the colors can be re-assigned and their name changed.
The Reset button sets all the values with the default ones.
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Further details

           

By  right-clicking  on  the  color  boxes,  the  opposite 
popup menu with some options appears.

* Show/Hide all the layers of the current color in the layers list (same behavior than just left-clicking 
on a color box).
* Show all the colors, and so all the layers.
* Select or Unselect all the layers with the current color.

The color gradients

As  for  the  mixers  and  palettes,  there  are  pre-defined  color  gradients  which  you  may  Copy,  
Rename, Delete. These pre-defined gradients are accessible in the popup menu indicated in the 
image below in the Gradient window.
It is also possible to create your own gradients according to your color and opacity criteria:

* A right click on one of the keys of the color bar enables you to 
either delete the key, to assign the A color or B color to it or to pick a 
color.
* A right click on one of the keys of the opacity bar enables you to 
either delete the corresponding key or to set its opacity (or alpha 
value).
*  The  spread number  field mixes  the  pixels  within  the  current 
gradient.

* The  Dither numeric field works in the same way as the  Spread numeric field but uses colors 
which are not necessarily among those you have chosen, although they are quite close to them 
(this process is often used in the video sector).
* The Invert option flips the current gradient.

* The ∇ cursor enables calibration of the transition area from one gradient to another.
* The File popup menu enables you to load or save your gradients on a memory support. You may 
also choose to recover the pre-defined gradients of TVP Animation if required.

Color gradients and drawing tools

Color gradients are also useful when working with drawing tools :

      

Assigning a color or opacity gradient to a drawing 
tool provides a wide variety of interesting visual 
effects (see example opposite…).

The more power applied to the tool or the more 
repetition on the screen,  the  more its  color  will 
cover the gradient chosen.
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Further details

The different types of gradients

Whatever your choice may be, you will  have to draw a vector on the screen to determine the 
direction and extent of the gradient (see below).

         

From left to right: the gradients Linear, Spherical, BiLinear, Radial and Rectangular.

Another use of papers

Apart from reproducing a given pattern, the papers may be used to simulate drawing on a real 
paper. The combination of papers with different drawing tools provides very realistic results and 
enables  imitation of  different  drawing styles:  charcoal,  painting on glass,  lithography,  etc.  (see 
below)

      

Some images are constructed using many papers.

The image opposite, for example, which is available 
on the CD was compiled using ten papers.

Numerous options are available in the papers window. You may:

* Modify Hardness, Size and Angle of your papers.

                    
hardness 33%                                 hardness 66%                            hardness 100%
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When  the  gradient field  is  ticked  on  the  Filling  shape  panel, 
several types of gradients are available to you (click on one of the 
five buttons on the panel…).



Further details

                    
size 200%                                     size 100%                                       size 50%

                    
angle 0°                                         angle 60°                                        angle 120°

* Invert the papers (Negative option).

                   
        original paper                            inverted paper

* Create a symmetry along the horizontal axis or vertical axis before application (options Flip X and 
Flip Y).

                 
                                                 original paper                                symmetry along vertical axis
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Further details

Create and manage your own papers

   

* Right click on one of the papers in the papers window to either choose 
the latter or delete it.

* Right click on the part of the window that does not contain any papers 
to create a new paper from the current image.

The Papers and the Oilbrush tool

       

As  indicated  above, 
the  Oilbrush drawing 
tool also interacts with 
the  various  types  of 
papers available
(see opposite).

But the Oilbrush tool also offers many other functions...

   

It  offers a  Light parameter which gives volume to 
the paint (see opposite).

Various light parameters possible

     

By default, the oil paint is not deposited on top of 
the oil paint already on the layer : it melts into it. 
However,  if  you click  on the Drying option,  the 
former will be the case.

 
         without Drying                  with Drying
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Further details

Note that there are different Grain modes available which are shown below:

         
            silk                             soft                           medium                         hard

Using the mask

Using the mask is very handy when handling the layers.
It enables you to draw, on the layer of your choice, the opaque pixels of another layer in exactly the 
same place.
In this way it is possible, for example, to modify the « texture » of a drawing without changing its 
shape (see below).

       >> (1)   (2)   (3)

How to proceed :
* First of all, create two layers in the timeline, then draw the little red man shown above in one of 
them.
* Then enable the Mask for this layer :
to do this, click on the little gray rectangle in the second column of the timeline on the current layer. 
The little gray rectangle must turn yellow.
* Hide the layer with the little red man, then move to the empty layer.
Any drawing will then be limited to the opaque areas of the layer containing the little red man.

For example, drawing a filled rectangle with color gradient and use of a paper on the screen will 
display image 1, drawing with drawing tools, gradients, papers and specific modes will obtain the 
results 2 and 3.

It is possible to flip the mask and only draw on the transparent areas of the layer containing the 
initial little man (examples 4 and 5 below).
To do this, proceed as described above and click on the button Invert the mask indicated in the 
following diagram (this must then turn black).

3-20 Spatial management of layers



Further details

        (4)     (5)

The S button on the timeline enables disabling of all masks or inverting of 
all masks according to your choice in the menu. 
It is possible to work with several masks divided into different layers: in 
this case, the masks are added up.

When a pixel is partially opaque, it may only be partially modified when using a mask. For exam-
ple, a pixel with 80% opacity can only be painted with maximum 80% opacity when the mask mode 
is used (if the mask is inverted, it may only be painted with maximum 20% opacity).
Finally, you should understand that, when pressing the Erase button while using a mask, only the 
part of the drawing corresponding to the mask will be erased.

Displaying masks and papers

It is possible to display masks and papers on the screen to give a better idea of the project areas 
on which you are currently working.
To do this, just use the popup menu Display in the current project window (see below).

Opacity mapping

    

This  window  is  accessible  with  a  right  click  on  the 
corresponding field of the Filling Shape panel and enables 
precise  definition  of  the  opacity  and  transparency  areas 
when applying a filled shape.

You may draw the spline of your choice on the X and Y 
axes by placing points at your convenience. Three types of 
interpolation are available to connect the points with each 
other: Linear, Spline or Polynomial.
In accordance with your settings,  a new opacity mapping 
will be defined.
The two red splines define the opacity of each point of the 
map as indicated in the dotted example.
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Enable the mask  - >

Invert the mask  - >



Further details

The File popup menu enables saving, loading or resetting the opacity mapping. It allows in addition 
to Add/Remove a custom opacity mapping and Select one from the Bin.
As required, you may swap the two splines corresponding to the X axis and Y axis of the mapping 
(Swap button) or flip each spline vertically or horizontally (Flip X and Flip Y buttons).
The Copy button is used to copy the current spline (the one that has a point selected thus yellow) 
on the other axis. On the image above, the current spline is the Y spline.
You may also adjust the mapping by clicking on the image and sliding the mouse.

Here again, you have pre-defined parameters at your disposal in the Bin 
menu. Go to File > Bin and select the pre-defined mapping of your choice. 
                                           

The icons at the bottom of the window have a special function.
They enable you to choose how the  opacity mapping  will be applied in the filled shape you will 
draw.

   

Let's take for example the opacity mapping (left) in order to floodfill 
a shape created using the spline tool (see below).

Depending on the options chosen at the bottom of the panel, the opacity mapping will be applied:
* without modifications (1)
* adapting to the shape you will floodfill (2)
* according to a vector of your choice (3)
* in a circular fashion along a vector (4)

   (1)    (2)    (3)

For case (3), you must draw a vector on the screen, as you have 
done for drawing a gradient.
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Further details

 

 For the fourth option, modify the X 
spline  as  shown  in  the  example 
opposite.

 (4)

Some remarks for using the Opacity function

The  Gradients  and Opacity mapping  functions combined for  use in a layer  are very useful  for 
creating effects of lighting or transparency independent of the background color or scenery (as 
they are not part of it).
This is the case for windows, tinted windows, lamps, projectors, etc … 

   

Above, the opacity gradients were used on a layer to create car headlights. They must no longer 
be modified when the background color changes, which results in considerable time saving.
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For case (4), you must 
draw  a  vector  on  the 
screen.

Note that the option on the Y 
axis is disabled.





Lesson 4

 Temporal Management of Layers

In lesson 3, we handled the layers using the timeline. However, the notion of time 
did not come up at all. 
This lesson deals with the notion of time.

In this lesson you will:

● Study the concept of the animation layer.

● Work with brushes and animated brushes.

● Handle the commands for project viewing.



Animation layers

Animation layers

Start by reproducing the image of lesson 2 in a project with square pixels (Aspect Ratio equal to 1), 
not using fields (see lesson 1 for an explanation concerning fields and ratio). The image below has 
been drawn thanks to the Oilbrush tool.
Don't forget to place the house, sun, sky and grass on four different layers.
You should have the following timeline on your screen :

          

Creation and concept of an Animation Layer

   

Everybody knows how a film is projected in a movie theater:
a film roll is placed in front of a powerful projector, enabling display 
of the pictures on a screen located a few meters away.
The images are projected at such speed that they give the illusion of 
movement to the spectator.

TVP Animation works with the same principle: it is possible to create 
your  own  virtual  film  rolls  and  project  them  onto  your  television 
screen.

In TVP Animation we refer to this roll as:  Animation Layers.

As we will see hereafter: the advantage of TVP Animation resides in 
the fact that it is possible to overlay several rolls (for example: one 
with a background scenery, another with a character and another 
with a foreground scenery.)
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Animation layers

   

It is possible to create animation layers using the New 
menu in the timeline.

 

    

An  animation  layer  is  represented  by  an 
icon in the timeline. An image layer only has 
a  gray  icon   (see  encircled  area  shown 

opposite).

Add images

   

We have just created a single image (empty…). To make our first 
film, we have to increase the number of images in our roll.
To do this,  you can use the keyboard shortcut [Shift+I]  or choose 
Insert Images After Current Image in the Layers menu to add frames 
to the current layer. 
Now you just have to enter the number « 9 » in the numeric field.
This will give you a total of 10 frames.
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Some  layers  may  be  reduced  for  future 
timelines (see lesson 3).

Create  an  animation  layer  and  name  it  «  clouds  ». 
Place it  in front of  all  the others.  You then have the 
timeline shown opposite.



Animation layers

Movement and orientation within the timeline

Use the [↑] and [↓] keys to change the current layer. 
When you are in an animation layer, you can move between the images of this animation using the 
[←] and [→] arrows on the keyboard.

You may also use the mouse to move inside the timeline, by clicking on the 
space-time location of your choice.

The white square with two red bars enables you to identify the image of the animation layer viewed 
in the window of the current project.

The title bar contains several indications. From left to right :
* The name of the project you are working on.
* The time code of the first and last image of the project (TimeCode, or image number).
* The total project duration.
* The name of the current layer.
* The time code of the first and last image of the current layer (TimeCode or image number).
* The total duration of the layer.
If working with time data provided in time units seems difficult to you, click on the TimeCode button 
at the bottom of the timeline. All prior values and time codes are then converted to image numbers.
To simplify future lessons, we will from now on work in this way (later, you are free to work as you 
wish with your own animated sequences).

Create a brush

    

Go to the first image of the animation layer named « cloud » and draw 
a gray cloud using the tools of your choice.

Then limit viewing to the current layer (icon H in the first column of the 
timeline or shortcut [=]).

We will create an animation in which the cloud will move from left to right. To do this, we have to 
make our cloud into a brush.
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Animation layers

   

Let's take an example:
Draw a Rectangle around the previously drawn cloud. When this is 
done, you will note that your current brush is not one of the standard 
tools: the cloud itself has become your brush!
Press the stylus on your tablet if you doubt it: the cloud has turned 
into a paintbrush.
Don't forget to erase your tests before continuing!

Several  CutBrush tools are at your disposal in the main panel to simplify 
your  task  when  creating  a  brush  :  Rectangle  CutBrush,  Polygonal, 
FreeHand and Magic Wand.
See opposite:  

The first animation

The first image in our animation layer « clouds » contains … a cloud. The other nine images, 
however, are empty.
* Go into the second image of this animation layer and apply the brush in order to place the cloud 
slightly to the right of the cloud on the first image in the animation layer.
* Proceed in the same way for the third image of the animation layer,  again moving the cloud 
slightly to the right of the one in the second image.
* Proceed in the same way to the last image of the animation layer.

You will note that the corresponding icons of the timeline display the cloud and when you move 
inside the layer using the [←] and [→] arrows on the keyboard, your cloud will move!

TVP Animation and compositing

Now extend viewing to all layers. Sliding along the timeline again displays the complete scenery for 
the first image but on the nine following images…  there is only the cloud.

We learned how to stack our image layers like transparent glass sheets on a colored background 
in lessons 2 and 3.

The  image  finally  obtained  is  referred  to  as  a  «  composite »  image  (composed  of  several 
images…)
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Select the icon shown opposite from the main panel. This option is used 
to carry out Rectangle CutBrush. But, what does this mean?

In a way it is possible to do the 
same  here  and  stack  the 
« transparent  rolls » in  front  of 
our projector. 
The white  background is  used 
like a  « white light » projector.



Animation layers

In the case of  our house and cloud,  it  is  possible « to spread » the house and sun as fixed 
backgrounds or immobile backgrounds in time.
In other words, one of the transparent rolls may be composed of identical images.
The procedure is simple:

In the screenshot above, we selected background = none in order to have a better readability in 
the timeline.
Select one of the four image layers in the timeline and use the Insert frames option as described 
above.
Do the same with the other image layers, then move within the timeline again: this time, scenery 
and moving cloud are still visible.

 >  >  >  >  

Play an animation

Using the keyboard arrows to play an animation is not very practical. You have certainly noticed 
already: the most suitable options are available in the current project window.

Here are the functions of all buttons available :

 the  traditional  buttons  Play and  Stop  as  you will  find  on  video  recorders  and 
camcorders,  etc.

 to advance or rewind one frame in the current layer.

 to go to the first or last frame of the current layer.

 to  go to the  previous key  or  next  key  (the notion  of  keys  will  be explained in  the 
following lessons).

 to modify the  Framerate when playing the animation.  Note that  this  value is  not 
necessarily used when exporting your sequences.

 Press this button to play the animation in a loop.

 If you have chosen a sound track to accompany your project (see lesson 8), press this button to 
play it with your project.

 the Flip button, keyboard shortcut [W] or right-clicking on the button offer you a quick look at 
your work.
It allows you to play your animation starting a few frames before the current image and stopping a 
few frames after the current image. Then you come back to the image you were working on just 
before pressing the button. 
The framerate used is the one selected in the project window popup menu. 
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Animation layers

The number of frames played on either side of the current image may also be set in the preview 
settings (see the Preview Settings section of this lesson).
The nice feature with this button is when you click with the left button and you drag, the current 
image changes. And when the left button is released, the image comes back to the one selected 
before the beginning of the drag. It is an easy way to have a preview of the wanted part of the 
current scene. You can control how many images you want to see, and the frame rate of these 
images.
* The yellow rectangle located in the graduated line underneath the buttons indicates the image 
and the number of the image currently displayed on the screen.
* The Mark in and Mark out buttons :
These are numeric or time values indicating the frame from which the animation will start playing 
as well as the frame at which it will be stopped.
In order for this function to be taken into account when playing your animation, you must enable 
the corresponding buttons.
Two red and green markers enable identification of the mark in and mark out points.
On the top of the Layers panel, four options are available with the RMB to easily set and toggle the 
Mark in and Mark out values.

You may use the arrow buttons   to assign your mark in or mark out 
point to the current image.

Play an animation on fullscreen

It's possible to play the animation in fullscreen, without any panels and menus. If the [F11] key is 
hit, the animation will be displayed on the full size of the screen. 

 >>> 
          After hitting [F11]
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Animation layers

The animation can be played in several ways with these keys:
* [Space]: play or stop the animation.
* [→]: to play the animation while the key is held.
* [←]: to go back in the animation while the key is held.
* [Ctrl + →]: to go to the end of the animation.
* [Ctrl + ←]: to go to the beginning of the animation.

The animation loops when the first or the last images are the current one 
and the animation is played by one of these keys: [Space] [→] [←].

To quit the fullscreen mode, hit any key or click on the screen.

The Time Code is displayed if the option is activated. (See the Preview 
Setting section further to have more details)

Now let's move on to fielded projects and/or projects with a ratio other than 1 :

* Button B enables display of both fields simultaneously when playing an animation or video. 
* Button 1 will display the field which you have defined as the first field.
* Button 2 will display the second field of the current image.

Note that the 1 and 2 buttons may only be used if your project is set to use 
fields. Furthermore, moving to the next image in a project containing fields 
will have the effect that the cursor of the current image does not move to the 
next image but to the next field (as an image is composed of two fields).

Button A of the current project window is used to enable/disable pixel Aspect Ratio display.

This does not modify the current project: only its aspect in the project window 
will be different.

The Remote Control

 

The       icon in the top right hand corner of the current project window is 
used to hide/display the viewing commands described previously. 
If required, it is possible to display some of these buttons in a separate 
window  referred  to  as  Remote  control,  which  is  accessible  via  the 
Windows main  menu.  The  buttons  containing  numbers  are  used  to 
define the play frame rate (in frames per second).
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The  buttons  B,  1 and 2 of  the horizontal  bar  are  only 
available when you are working with a project containing 
fields.



Animation layers

Other movement methods

You may use the timeline or project window to move within the project. To do this, just click and 
slide on one of the rectangles shown below :

If you use the left mouse button, you change the image.
If you use the right mouse button you return automatically to the original image when releasing the 
button.

The Navigator

   

The other buttons, specifically used for navigation on the project surface, 
are found in the  Navigator  window which is accessible in the  Windows 
main menu.
This  panel  also  allows  you  to  have  a  low  quality  preview  of  your 
sequence/animation which can be useful by pressing the  button.

* Button N shown above is used to open a new project window.
* The red rectangle indicates the current display area in your window relative to the full image.
* The Display popup menu is the same as the one described in lesson 3.

Transform an Image layer into an Animation layer

We will now make the sun move.
It is not necessary to create a new animation layer.  TVP Animation allows you to transform an 
image layer into an animation layer.
This option is again offered in the menus reserved for layer handling.
As soon as the sun image layer is transformed into an animation layer, its icon will appear in the 
timeline.

Temporal management of layers 4-9



Animation layers

We obtained here an instance. This concept will be deeply studied in lesson 6.
All  you need to know here is that the first image is identically reproduced several times in the 
timeline.

Select and erase the contents of the images in an Animation Layer

Select the sun as current brush. As with the cloud, it is now possible to make the sun move up in 
the sky and leave the screen.

However, before using the brush, the sun must be erased in every frame of our  sun animation 
layer.

This may be done with the  button on the main panel for all images one after the other, but this 
may be too time-consuming when working on long animated sequences.

The trick is to select all  images of the layer using the option  Select all  in the contextual menu 
(keyboard  shortcut  [Ctrl+A]).  Your  timeline  must  be  displayed  as  shown below:  a  light  yellow 
rectangle is present underneath the selected images.

   

Pressing  the   button 
will erase the contents of 
all selected images in the 
layer.

It is possible to only select a part of the layer by clicking below the first image 
to be selected and sliding from there to the last.

Our instance has been replaced by empty images. You may now make your sun move, as you did 
for the cloud.
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Animation layers

Flip the images of an Animation layer

Some options may speed up your work considerably.
The option named in the title of this paragraph is used to flip the images of a layer in time. It is only 
available in the layer menu after having selected the images to be flipped in an animation layer of 
your choice.

   

This is what happens to our cloud layer: 
the last image is now first, the last but one is 
second, and so on …

The cloud now moves from right to left.

Move the layers in the timeline

As with the image layers in lesson 3, it  is possible to move the animation layers in space. For 
example, you may move the cloud behind the house or the sun in front of the cloud  (in case of a 
very high cloud, obviously), etc.
But this is not all: image layers and animation layers may also be moved in time.
Increase the image layers to 20 frames and the following timeline will appear :
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Animation layers

Now click on any image of the «clouds» layer and slide the mouse to the right before releasing the 
button.
You have now moved your layer in time. Do the same with the «sun» layer.
In the screenshot below, the «clouds» layer will only be shown starting from the tenth image of the 
animation and the «sun» layer starting from the fourth image.

In the Layer main menu, the "Lock Position" option allows to lock the position of a layer, and then, 

it  can't be moved anymore. The   symbol will  be displayed immediately after the click on a 
locked layer.

The range in number of frames (or in seconds, if you are in  TimeCode 
display  mode)  located  at  the  top  of  the  timeline  offers  a  global 
identification  system,  enabling  location  of  each layer  in  relation  to the 

others within the current project.
The ranges under the frames of a layer (in number of frames or Time Code) only 
refer to these layers.

Further details

Show, hide the icons

It is possible to show or hide the icons of an animation layer in the timeline. You will find this option 
in  the  contextual  menu of  the  animation  layer  (the  first  and  last  image are,  however,  always 
displayed).

Similarities with Image layers

Many  of  the  details  regarding  the  image  layers  discussed  in  lesson  3  are  also  valid  for  the 
animation layers:
locking, duplication, reduction of layers as well as assigning a color work exactly in the same way 
for animation layers.
The reference images for the masks are those located in the same temporal position as your 
current image.
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Further details

The Auto Fit option in the timeline

When  using  a  very  long  animation  layer,  it  may  be  discouraging  having  to  use  the  sliders 
continually to only view a section of the timeline.
Fortunately it is possible to modify the timeline scale :

Click  and  hold  the  Z button  of  the  timeline  to 
modify its display (stretch or increase the icons 
from the current image depending on the left or 
right movement of the mouse or trackball).

The Auto Fit popup menu may be used to adjust the size of the icons in the timeline in order to 
view the entire project, current layer, current image, current selection or keys.

Start frame, negative images

   

If you take a closer look at the timeline, you will see that the project starts at 
image 1 or the time: 
0 hour, 0 minute, 0 second, 1 field (in Time Code mode).

It is possible to modify the start values for the project using the Start image option in the Project 
menu (enter the value required in the corresponding numeric field).

You will note that it is possible to move your layers before image 0 in the timeline 
using the [Shift] key while dragging the layer to the left. You will therefore obtain 
«negative» images in the timeline or time values close to 23 hours, 59 minutes, 59 
seconds.

Using the Bookmarks
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Further details

  

It is possible to place Bookmarks on the images of your animation 
layer (circled in black above) using the corresponding option in the 
Edit main menu.
Once  the  Bookmarks are  placed,  the  keyboard  shortcuts 
[Shift+Ctrl+←]  and  [Shift+Ctrl+→]  enable  you  to  move  to  the 
closest  Bookmark to the left or right of the current image. Finally, 
the keyboard  shortcut  [Shift+Ctrl+↑]  creates a  Bookmark for  the 
current image or deletes the Bookmark if the current image already 
contains one.
If  the  project  contains  a  huge  number  of  Bookmarks,  they  can 
easily  be  removed  by  using  the  option  Edit  >  Remove  All  
Bookmark in the main menu.

This option provides fast access to key images in your animation without  having to modify the 
zoom factor of your timeline and/or use the sliders.

The Stroke Animator option

This option is accessible in the  Edit > Preference... panel directly under the  General tab. Like it 
was said in Lesson 1, this option allow you to draw over several frames. With the [Ctrl] key pressed 
during the drawing, the current frame will change automatically. 

Here is an example, choose the  Free Hand Dot option with the  Pen Brush tool. Create a layer 
which has around 30 frames and place the current frame to the first one.

Now, press the [Ctrl] key and start to draw. The current frame changes during the drawing. And 
when the last frame becomes the current one, the drawing starts again on the first frame. And 
when you stop drawing, you will see one (or more if the animation has looped during the drawing) 
dot on each frame.

The Preview settings

The preview settings  are used to configure the way your computer and program interact to play 
your animations.

You  may  open  the  preview  settings panel  shown  opposite  via  the 
Windows main menu or by clicking on the preview progress bar in the 
tool bar.

Three preview modes are available in the Preview popup menu :

* The No Proxy mode respects the duration of your animation when viewing it. It depends on the 
processing power of your computer. If  the computer is fast, all  images will  be displayed at the 
framerate chosen by you. In the contrary case, some images are not displayed in order to respect 
the framerate. In No Proxy mode, the progress bar displays No proxy.

* The  Proxy  mode uses periods of less activity in the program to carry out a pre-calculation for 
viewing. If, for example, you spend ten seconds without drawing and without using any program 
options, this time will be used to prepare some of the images for viewing.
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Further details

* The Render mode does not carry out the calculations required for viewing during viewing. It pre-
calculates  the  viewing  in  advance,  just  before  playing.  This  compensates  the  inconveniences 
encountered in No Proxy mode for slower computers (jerking, image jumps, etc.) but requires a lot 
of disk space and time for this calculation.

The progress bar below shows how many images may be viewed within the project.

   >>  

If you modify several images at the same time in Proxy mode (for example by erasing a layer), the 
viewing calculation will be re-started for the number of images concerned.

If you start viewing before the calculation process is completed, only some of the 
images may be viewed in  Proxy mode. The other images will  be viewed in  No 
Proxy mode.

In TVP Animation, the preview ratio quality is automatically set, depending on the data rate of your 
temp drive. 
In other words, the data rate automatically change the size ratio of your preview to play it as well 
as possible regarding the playback frame rate of your project.

The  temp drive is the drive containing the  temp  folder that can be chosen in the 
preference panel. (See lesson 1.)

You can use the test  button to determine the data transfer rate of your temp drive.
The quality ratio will be reduced if you decrease the data rate value.

It is not advised to set a higher value than the one TVP Animation computes when 
you click on the Test button. If you do so, the quality ratio will be increased but the 
sequence won't be played fluently anymore.

The Show TC button is used to display the time code during pre-viewing.
The Play all button forces the program to display all fields and images during viewing even if this 
affects the display rate of the chosen images.
The Flip Book text field enables adjustment of the number of seconds to play on either side of the 
current image when the  button is pressed in the project window.
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Further details

The CutBrush tool options

    

If  you select  one of  the four brush creation icons in  the main 
panel, the Cut Brush panel appears in place of the tool panel.

You may:
* Create a brush by deleting at the same time the area in which it is located on the screen (Cut 
option in the popup menu).
* Smooth the cut brush (see lesson 3: smooth the contours of a surface).
* Remove as many transparent pixels as possible around the brush (Optimize option).
* The Display option is used to cut your brush through the visible layers. This is referred to as deep 
cut.
* With the Keep option you may keep all the previous brush tool parameters (refer to the following 
section to study the various parameters available). So if this parameter is not set, the new brush 
tool parameters will be initialized with their default values.
* The  Brush Smooth option is only accessible if  the  Keep parameter is  not set.  It  is coherent, 
because if the  Keep parameter is checked, the previous  Smooth option of the brush tool will be 
kept. This Brush Smooth option is a way to create a new brush tool with default parameters (the 
Keep parameter is not set),  with only setting the  Smooth parameter of this brush tool with the 
Brush Smooth option value of the CutBrush tool.

Below, the sun, cloud and sky are placed on three different layers. The current layer is the cloud 
layer:

                            
Area to be cut                                  Brush obtained                                           Brush obtained

                                                      without deep cut                                          with deep cut

Edit brush options 

Once a brush is cut, it is possible to use it as such. Numerous parameters are available. You may :

* Modify the Wet Profile option. 
This  option  is  only  working  with  the  Alpha  Stamp and  Alpha  Max 
Stamp mode. Before the current custom brush is applied in the current 
image, the Wet Profile modifies the original custom brush, and it is the 
result which is applied to the image.
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* Use the brush in Color mode. In this case the color of the pixels is 
not modified.
* Use the brush in Alpha Stamp mode: only the opacity of the brush 
pixels is taken into account, their color becomes the A color.
* Use the brush in Luma Stamp mode: the color of the brush pixels 
varies from A color to B color depending on the original luminosity 
of the colors of the brush pixels.
* Use the brush in  Hue stamp mode: in this case, the hue of the 
brush pixels becomes that of A color (the luminosity of the pixels is 
preserved).
* Use the brush in the Alpha Max Stamp and Luma Invert Stamp 
modes (see lesson 7 for details about those modes).

* Modify the global Size of the brush.
* Use the Shift option. It allows you to distort the current image in 
the  direction  of  your  stroke.  It  is  often  used  with  the  opacity 
parameter set to 0%. (see below)

 When using the Shift option, the Alpha Stamp and 
Alpha Max Stamp modes are not available.

* Modify the Jitter of the brush. 
* Modify the Opacity of the brush.
* Modify the Angle of the brush.
*  Modify the  Step between two applications of  the brush on the 
screen. This option enables drawing in a discontinued manner.
* The Smooth option is used for more precision during drawing.
_ None : No smoothing during the drawing.
_ Medium : a standard smoothing.
_ Best : a best smoothing but requires more computer resources.
If the Brush Smooth parameter is set in one of the Cut Brush tools, 
the Smooth value will be set to Medium, whereas the value will be 
None in the Custom Brush tool.
* Use the Drying option (see end of lesson 3).
*  Change  the  Handle  of  the  brush:  in  other  words,  change the 
position of the cursor in relation to the brush which is centered by 
default.
* The Anim option will be discussed later.
*  Optimize the  brush:  i.e.  re-align  the  brush  to  conserve  less 
transparent areas around the brush.
* Use the Stamp in place option which allows to apply the current 
Custom Brush on the current  image at  the same coordinates at 
which it was Cut in its original image.
* Reset the brush settings.



Further details

The state of the Smooth option shown above will keep this value if the Keep button is 
enabled when the brushes are cut.

    

The illustrations below show the various concepts described on 
the previous page... 
Let's take a look at the colors A (R = 5, G = 255, B = 8 ) and 
B (R = 255, G = 183, B = 11) opposite :

Here is an example of the various brush application modes :

                Color mode      Alpha Stamp mode     Luma Stamp mode     Luma Invert mode       Hue Stamp mode
             (original brush)

The  brush application modes will also be studied in lesson 7 in the chapter : 
« Use of the brush as a drawing tool »

Here are some examples of different Wet profile using the same brush :

      

Wet profile :                                                                                

   

Wet profile :                                                                       

Modify the shift and the Opacity options :

          
 shift = 100 / opacity = 100                  shift = 100 / opacity = 0                   shift = 100 / opacity = 15    
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                          Normal brush                       Non-optimized brush                         Optimized brush

            
                        Centered handle                    Handle top right                            Handle custom-placed
 
Traditional drawing modes are applied to the brushes and sometimes provide interesting results:

                                      
Original brush  Image on which the                    Application in                       Application in
(the white pixels                brush will be applied                   Multiply mode                     Screen  mode

              are opaque)

   

Let's  talk  about  the  Edit  button:  it  is  used to  display  the panel  shown 
opposite. The various buttons from left to right and top to bottom have the 
following functions:

* double the size of the brush.
* double its width or height.
* turn the brush +90°.
* flip brush on X axis.
* optimize the brush.
* cut brush size in half.
* cut brush width, height in half.
* turn the brush -90°.
* flip brush on Y axis.
* replace the transparent areas with B color.
* lock the width/height aspect ratio.
* modify the size of the brush numerically or in the project window.
* rotate the brush to an angle of your choice.
* add a border to the brush (you may choose the color and thickness of 
the border).
* anti-aliase the brush when modifying size and angle.
* use the opacity map (see lesson 3).
* reset all settings and recover the original brush.
* validate the modifications and use the new brush.
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It is possible to obtain all the configurations shown below and many more !!!

Floodfill using a brush

The Filling shape panel appears when you decide to draw a filled surface or floodfill a surface on 
the screen. This panel enables the use of the brush as a fill pattern. The Brush Wrapping button 
enables this function. There are several methods available. Following the horizontal and/or vertical 
axis, you may :
* apply the brush while adapting its size (width and/or height) to the surface to be filled, without 
distorting the brush (if necessary, the whole brush will not be visible) (Stretch option).
* apply the brush at regular intervals without distording it (Tile option).
* distort the brush so that it takes the shape of the surface to be filled (Wrap option).

       
Standard brush        Stretch                         Tile                   Wrap

Note that for this example we used a brush created with the Text tool which will be discussed in 
lesson 7 but the example applies to all types of brushes.

The notion of Animated Brushes

Using the Display option which was displayed during the brush cut, we saw that it is possible to cut 
a brush in space, several layers deep …
It is also possible to cut a brush in time: this is referred to as animated brush.
We will study this notion in detail using examples.

Example 1: We'll put a finishing touch to our animation by adding birds.

* Create an Animation layer of 10 images, then create a bird with a different wing position in every 
image of the layer (see timeline below).
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* Select all the images of your layer.
* Carry out a rectangular brush cut in a size similar to that of the image.
* TVP Animation will ask you if you wish to cut an animated brush via a small window.
* Answer yes.
You have just created your first animated brush. We will soon be able to use it:
* Delete the content of the layer you have just created.
* Use the Edit brush option to reduce the size of your animated brush.
* Let's now look at the short animation created previously (refer to the first chapter of lesson 5 
explaining how to save your projects) with the sun and cloud.
Check that you are working in color mode then click several times anywhere in the blue sky. This is 
the result:

The birds you have drawn before have become your brush «each in 
turn» as you place them on the screen!

A few words on parameter setting for animated brushes:

* At the bottom of the Tool : Brush panel you will find the number of 
the image currently used.
* The Anim  popup menu of the Tool : Brush panel controls how the 
images appear.

The images in your animated brush may appear in various ways :
* None.
* Once.
* Start&Once,
* Loop.
* Pingpong.
* Random.
* Stylus pressure.
* Stylus speed.
* Stylus direction.

All other options and parameter settings for the brushes studied 
previously (modification of size, opacity, direction) also apply to 
animated brushes …

Example 2 : Reproduce an animation.

Let's now look at the short animation created with our sun and cloud but without the birds.
* We start by merging all layers except the «clouds» layer and rename the new layer. You will 
obtain the following timeline:
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* Select all images in your «clouds» layer, then cut a rectangular brush in roughly the same size as 
the red frame shown above. You just created a new animated brush.
* Place your « animated brush of the cloud » in the free sky area, just above the house.
* Press the Undo button: the cloud disappears.
* Check that the « animated brush of the cloud » is applied in mode Start & Once from image 5.
* Select all images of the « clouds » layer.
* Press [Enter].

You will notice that the images of the animated brush are applied in the given order to all images of 
the current layer: a second cloud now moves from left to right …

  

  >  >  >  >  

Did you understand these two examples ?  If yes, you can now easily make the wings of a bird flap 
wherever you want to  …
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Lesson 5

Handling TVP Animation projects and Layout

In this lesson you will :

● Learn how to handle TVP Animation projects: load, save, import, export, etc...

● Study the notions of Templates, Dependencies.

● Discover the Video Grabber Panel.

● Learn how to use the project management panel.

● Work with the Panel Bins concept.

● Study the notion of Rooms.      



Handling TVP Animation projects

Handling TVP Animation projects

Introduction

In  lessons 3 & 4 we studied the concepts of  image layers  and animation layers as well as their 
temporal and spatial specificities.
What we refer to as a TVP Animation project (or simply project), is all image, animation or Xsheet 
(see lesson 8) layers in a timeline (whether created by drawing, scanning or any other method) 
with all associated options: global opacity, pre- post- behavior, FX stack (see lesson 9), number of 
images per second, position in the timeline, resolution, etc.

Save a project

In lesson 1 we saw how to create a project with the parameters of your choice.
After having worked with tools and layers (lessons 2, 3 and 4), you may wish to save your project 
for later use. To do this, use the Save project or Save project as functions in the File main menu.
Save project (keyboard shortcut [Shift+S]) allows you to save the project under the current name, 
whereas Save project as asks you to choose a new file name for your project. This function allows 
you to easily duplicate your project as you progress with its creation.

Use the requester

A file explorer then asks you to select an access path and file name for your project. 

This window is laid out as follows: 
* The text field at the top of the window allows you to enter the name under which the file is to be 
saved.
* The second text field just below the first is used to select the type of files to be displayed in the 
right section of the window. 
* The popup menu to the right of this field is a shortcut used to select the file types of your choice. 
In the default setting, all file types are displayed (extension .PNG .BMP .JPG …). TVP Animation 
projects have the extension .TVP.
* The left section of the window contains the directory path. When necessary,  the sliders (and 
fingerwheel of your mouse) may be used to scroll through the list of folders available for storage. A 
right-click on an item in this list opens a contextual menu offering access to  Open,  Delete and 
Rename  functions.
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The  and  buttons are used to display or hide the content of your storage supports, folders or 
sub-folders.
* The  is used to return to the parent folder.
* The arrows  are used to scroll through the history of selections in the file explorer. In this 
way, you may quickly find the folders in which you last saved your work.
* The right section of the window displays the files contained in the folder you selected on the left 
side of the window.
* You may choose to display thumbnails of your files (button Thumbs, button Scan) or display a list 
containing information relative to your files: type, name, count, resolution, time, size, date of last 
save (button  List,  then button  Scan).  Note that some data is not taken into account for all  file 
formats.
* It is also possible to delete the selected file, rename it or create a new folder using the buttons 
Delete, Rename and New folder.
* Once you have selected the file or folder you require, click on OK.
* To quit the file requester and ignore all operations, click on Cancel.

   
When using the second text field, the question 
mark is considered a random number or letter, 
whereas the asterisk is considered a complete 

random word.

For example :
* Enter « *.jpg » to display all image files of the type jpg in the right section of the window.
* Enter « dessin003?.jpg » to display all files named dessin003 followed by another character and 
the extension « .jpg ».
Therefore files between dessin0030.jpg and dessin0039.jpg will appear whereas dessin0020.jpg or 
dessin0040.jpg will not.

Above an example of a file requester with projects displayed in the form of thumbnails.
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Save a Template

      

A template is a blank project using a predefined resolution, speed, 
aspect ratio and number of layers and images.
It  is  possible  to  save  a  Template using  the  dedicated option 
indicated in the File main menu opposite (the template will have to 
be given a name).

In this way you may select the template you just created when a new project is started.
You may also use one of the many predefined models.

Load an existing project

To load an existing project  from the data storage support,  simply press the keyboard shortcut 
[Shift+L] or the Load option in the File main menu. The file requester will then ask you to select an 
access path and file name.
Now that you know how to use the requester, load the file « running kid_2.tvp » (the project can be 
found on the TVP Animation CD-ROM).
If the project loaded is too big, too small, possesses too many images or has an incorrect pixel 
ratio, you may modify it.

Modify a project

The option Modify project is accessible in the Project main menu. 
The latter opens the panel illustrated below:

* The project properties are indicated on the top left-hand side of the window and include: Project 
name, Width, Height, number of frames per second, Pixel aspect and Field options. Bottom left you 
will see the future size of your project, after modification.
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* Just below, a popup menu is available in which you may select the predefined format you require, 
corresponding to the format you will obtain after modification.
It is possible to modify a project originally in VGA format, to obtain a project in NTSC format.

*  The numeric  fields  located  under  the  popup  menu change  according  to  your  choice  in  the 
predefined formats menu.
Of course, you may modify your project for your own format (for example to create an animated gif 
on a website).  All  you have to do is modify each option manually:  Width,  Height,  Frame rate, 
Aspect Ratio,  Field (a mini popup menu is available for the parameters  Frame rate and  Aspect  
ratio). 

The  Lock  aspect button allows  you  to  keep  the  width  to  height  ratio  of  the  original project.
The Rotation parameter is used to rotate the project 90, 180 or 270 degrees.

* Here you will discover the functions of the next five buttons:
By default, when the  Modify project  function is used,  TVP Animation keeps your original project 
and creates a new project which is modified according to the parameters you have selected.
- The Resize to new size button enables, when checked, the resizing of your original project to a 
new size.
- The Correct aspect ratio button forces the program to respect the original image aspect ratio (this 
avoids the creation of disproportionate images).

               

- The  Stretch to new frame rate button, when checked, increases or decreases the number of 
images so that your new project has the same duration as the original project.
If,  for example, your original  project displayed 24 images/second and your frame rate is set to 
12 images/second,  your  project  will  last  twice  as  long  (the  number  of  images  is,  by  default, 
retained). If the button Stretch to new frame rate is checked, some images will be deleted so that 
the original project and modified project have the same duration.
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In  the  opposite  case:  original  project  with  12  images/second,  modified  to  a  project  with 
24 images/second,  the  modified  project  will  be  shorter  than  the  original  project.  If  the  button 
Stretch to new frame rate is checked, intermediate images will be added to the modified project to 
make it coincide with the duration of the original project.
-  The  two  aforementioned  examples  are  similar  to  the  layer's  contract and  stretch section 
discussed in lesson 6. The Time interpolation button also refers to this function as it imposes layer 
stretching or contracting with interpolation when the button Stretch to new frame rate is checked.
- The Remove project button is used when the original project is not to be kept on the screen.

Use of the  Remove project option is at your own risk as in this case the  Undo 
function cannot be used to help you out…

* The right section of the project modification panel enables selection of the portion of the project 
which is to be modified. The mark in and mark out buttons as well as the associated numeric fields 
will help you select the first and last images of the project to be modified.
* The central numeric field and slider are used for navigation over the entire duration of the project.

Load an existing image or animation

It is sometimes useful, when working, to load an image, video or animation which has not been 
saved in a format which manages layers as well as their layout and opacity, etc… (in other words, 
an animation which has not been saved in one of the formats TVP, MIR or AUR)
In this case, a new panel, referred to as import footage panel, appears directly after selection of a 
file in the requester. This panel is as follows:

This panel is similar to the project modification panel.

Let's assume you have loaded a video file (AVI or MOV)
- On the top left-hand side of  the import  panel  you will  find all  information relative  to the file 
selected in the requester window (size, frame rate, aspect ratio, etc.).
- These are followed by a text field which indicates the path and name of the file you have chosen.
- The Browse button allows you, in case of error, to choose another file in the requester window.
- The Preload button will be discussed in the Dependencies section of this lesson.
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Your video file may be modified when imported to suit your needs:  project name, width, height,  
frame rate,  aspect  ratio,  field,  rotation may all  be  modified  as  we  discovered  in  the  previous 
section.
The  Alpha  popup menu, however, possesses specific options including:  Guess, Premultiply, No 
Premultiply, Without alpha and Alpha only.
*  The option  Guess will  consider that the  Alpha  value is equal to the maximum RGBA values 
present in the sequence.
* The option Premultiply refers to the method of calculating each pixel. In this case, each pixel is 
multiplied by its alpha value which results in the fact that these pixels are calculated quicker than 
with the No Premultiply option.
* The option Without alpha will load your sequence without transparency if it had any beforehand.
* Finally, the option Alpha only will only load a mask of the sequence. This mask will be extracted 
from the alpha layer of the sequence.

Further down, three tabs allow you to choose the form to be given to your imported video: the 
imported video may be created either as a new project, a new layer in the current project or as a 
custom brush (these three options are mutually exclusive).

* When a video is loaded as a new project, two options are available: 

- The video sample loaded will be that located between the two time markers on the right side of 
the panel. You may also choose to include sound with your video by checking the Import audio box 
in the import footage panel.
- The single frame check box, if checked, will create a project with a layer and a single frame: the 
frame selected in the right side of the panel.

* When a video is loaded as a new layer, a new set of options similar to those encountered in the 
Modify Project section becomes available. You may:
- Stretch your video file to fit the dimensions of your current project,
- Adapt the aspect of your video to that of the current project,
- Compensate for any possible frame rate differences between your current project and your video 
by stretching or contracting your video,
- Choose to stretch or contract with or without interpolation,
- Create a layer with a single frame (here again, a single frame or large sample may be imported 
between the mark in and mark out points).

       

* When a video is loaded as a custom brush, the same options are available with the exception of 
the Stretch to project size option.

When you load a file in PSD format, a new project is automatically created (no 
import  footage  panel  is  opened)  and  the  image  layers  are  all  present  in  the 
timeline.
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The  Import  footage  option  in  the 
timeline shown opposite  takes  the 
user  directly  to  the  import  footage 
panel, New layer tab.

Dependencies

The  Preload button present  in  the import  footage panel  is  used to choose whether  the video 
footage on which you wish to work is to be read directly from the computer storage support or if it is 
to be included in your current project.
This option is important for the following reasons:

* Let's assume your projects possess layers composed of non-preloaded video footage.
When loading the same project again, TVP Animation will look for the data necessary to display 
the images, layers and timelines in the external video files. This function is interesting as it saves 
space when saving as your project does not contain all the images it comprises.

* To avoid having a project which is dependent on external videos, you may, when video footage is 
imported for the first time, preload it immediately. Your project will then be more voluminous when 
saved, but at least there will be no risk of loosing the data when the imported files are modified.

Export files

Saving a project in TVP Animation format with all associated layers may require a considerable 
amount of storage capacity.
Even if it contains specific data relative to your project (opacity, layers, etc…), the TVP format is 
not a practical solution if you want to share it with your friends at parties or on a website. Use of the 
dependencies  function  will  render  your  project  smaller,  but  it  is  not  more  practical  in  the 
aforementioned cases.
The option File > Export project to...  is used to convert your project into a format of your choice: 
animated GIF,  AVI  or  QuickTime file,  numbered frames sequence,  etc.  You will  find this very 
practical as you are able to save your work in smaller files.
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If  you forget to do this, it  is possible to preload the files later via the main menu 
Project > Dependencies > Load all.
This menu also displays the path and name of files on which your project depends.

Attention however: if the video file to which your project refers is deleted, modified or 
renamed, this will have an incidence the next time your project is loaded (the layers 
and images concerned will not be found…).



This option is present in the File main menu. Once selected, the following panel appears:

Its layout should be familiar to you.
You may choose to export an  image (or image sequence) from your project while retaining the 
layers or current brush (possibly animated).
These three possibilities are mutually exclusive.

To export the project image:
* A box on the top left-hand side is the first section of this tab and provides information relative to 
the current project.

* The second section deals with the export file format:
TVP Animation allows you to export your projects in a wide variety of formats: DIP, AVI, GIF, BMP, 
QUICKTIME, DPX, FLI, PNG, PCX, SUNRASTER, PSD, TGA, JPG, ILBM, TIFF, and you can add 
these formats for TVP Animation Pro: FLYER CLIP, D1 RTV, CINEON, SGI, SOFTIMAGE, VPB.
Each format has its own features which are explained in an appendix.
Some are configurable (for example AVI format), others are not.

The codecs present in the popup menus and their configuration options are those installed in your 
operating system.

In order to save a TVP Animation project in DVD format, you must have a MPEG-2 
encoder codec installed on your computer.

When required, and depending on the various formats of export, you may need to set the following 
option parameters:
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When the export  file  format imposes the choice and 
setting of a video and audio codec, click on the Config 
button to display the corresponding settings panel.



- Mode
You may choose to export your work in the form of images or a video with a limited palette (8 
bits=256 colors), a large palette (24 bits=16.777.216 colors), a palette which takes into account the 
pixel transparency: 32 bits, a palette with no color data, but only pixel transparency (a mask).  
- The palette
In the case of a limited color palette, you may choose to use:
A gray scale palette.
The program palette located in the Bin tab of the palette panel
A global quantized palette to be used for all frames of your footage or animation. 
A local quantized palette which is modified for each frame of an animation.
- The number of colors
You may also choose a precise number of colors between 2 and 256 (to do this you must first 
choose one of the two quantized palettes).
- Dither
The  Dither  button is used to disperse the pixels of your animation in order to simulate use of a 
palette with a lot more colors (technically referred to as «Floyd-Steinberg dithering»).
- Alpha
Options relative to the Alpha function were discussed on page 7.

* The third section of the panel contains several options:
- The Browse button and an associated text field are used to enter the name and location of the file 
to be exported.
- The Single image button is used to save the image visible in the right section of the panel only.
- The Sequence button is used to save, one at a time, the images located between the Mark in and 
Mark out points. The images created in this way are numbered.
By default, the images are numbered as follows:
file_name_1.ext, file_name_2.ext, … … … file_name_123.ext, …

Including a « 0 » in your  file name may help with numbering your images. For 
example if the first file name is « dessin_000 », the images will  have the names 
dessin_001.jpg, dessin_002.jpg, … …dessin_354.jpg…

- The Animation button is used to save all the frames between the Mark in and Mark out points in a 
single file and is available for some file formats (deep, gif, quicktime, fli, avi).

* The fourth section of this panel manages the restrictions and attributes imposed on a file to be 
exported: width, height, frame rate, pixel aspect ratio, field.

* Several buttons are present in the fifth and last section:
- The Background button, when checked, renders all the pixels of your images opaque using the 
background selected (color, check or none) which is placed behind the transparent pixels of your 
images.
- The Correct aspect button is used to correct the pixel aspect ratio of the images to be exported in 
accordance with the setting made in the fourth section.
The Stretch to frame rate button, when checked, imposes a previously selected frame rate on the 
file to be exported while retaining the original duration.
-  If  the aforementioned button  is  checked,  the  Time interpolation  button allows  you to decide 
whether the frame rate (or fields) correction should be carried out by interpolation (smoothing) or 
duplication (or deleting as the case may be).

To export an animated brush:
The options are the same as those available to export a project display.

To export project layers:
The options proposed are:
- Choose the path and file name
- Choose the file format: TVP or PSD  (both file formats retain the layers you have created).
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Exporting in PSD format :
Earlier  we  saw that  the  Export  panel  contains  three  tabs:  Project  display,  Project  layers and 
Custom brush. The  Custom brush  tab does not concern us at this point in time as we are only 
interested in the differences resulting from the choices made in the  Project display  and  Project 
layers tabs :

If you decide to export a project in PSD format in the Project display tab, you will export an image 
(or an image sequence) with all the layers of your project in a single image without transparency. 
The transparent areas will be replaced by the color black.
If you decide to export a project in the form of layers in the same way as your project, you will have 
to choose the Project layers tab for this export.

If you decide to export a project in PSD format in the Project layers tab, you will export an image 
(or an image sequence) with all the layers of your project in the spatial order, with transparency.

The export options are linked to the project.

Once all the options are set for the current project in the export project panel, they will be linked to 
the current project. So, each time the export project panel will be opened, all the parameters will be 
filled by the ones set by the user the last time he exported a file with this project.

The projects panel

We have already discussed the notion of TVP project in previous chapters.
Let's  assume that  some of  them have  been  already loaded.  If  you  don't  have  a  dual-screen 
computer configuration, the situation can quickly become confusing on screen. (see below)

   

In  the  example  opposite,  five 
projects have been loaded and 
displayed on screen :
- milk.tvp
- city.tvp
- gazelle.tvp
- zoom.tvp
- mpc.tvp

(They are all  supplied with the 
TVP Animation CD-ROM)

   

We will  remedy to this  situation,  without  closing any loaded 
project.
To do so, start by clicking on the Project tab, located near the 
well known Timeline tab.

The project tab is divided in two parts, as shown below :

* On the left part of the tab, there is a window displaying the current project. It displays the current 
image and the visible layers. The display is automatically updated when you move throughout the 
timeline.
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The projects panel

  

Below the preview window, 
you can view data relating 
to the current project :

- Name
- Size
- Frame Rate
- Pixel aspect
- Field

You  can  also  add 
comments to your project.
(those  comments  are 
saved each time you save 
a project)

* On the right part of the tab, the thumbnails of the opened / loaded projects are visible.
You can change the current project by clicking on the thumbnail of your choice.

For each thumbnails, you can use :
- The  button to hide the corresponding project
- The  button to displays the corresponding project
- The  button to close the corresponding project

A contextual menu is available for each thumbnail (see below). The options at your disposal are 
standard :

    

- Activate the current project.
- Hide the current project..
- Hide the other loaded / opened projects.
- Show all projects.
- Close the current project
- Modify the current project.
- Duplicate the current project
- Save the current project.
- Save the current project with another name.
- Export the current project in another file format.

You can also use the following shortcuts, instead of the contextual menu :
Hide other projects   :   [Ctrl + O]
Show All Project       :   [Ctrl + P]
Show the Timeline tab :   [Ctrl + 1]
Show the XSheet tab     :  [Ctrl + 2]
Show the Project tab    :  [Ctrl + 3]
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The projects panel

Once you will have mastered the project tab, it will be easy for you to turn the situation described 
on the last page, into something clean, functional and ready to use :

   

In this state,  you only have to 
click on a thumbnail in order to 
begin  your  work  on  the 
corresponding project.

The  project tab is especially designed for those who need to use at the same 
time several sequences being part of a same animation. Each sequence is easily 
available.

Video grabber

It is sometimes useful to refer to video footage to create the drawings necessary for an animation. 
For  this  reason,  it  is  possible  to  enter  a  video  directly  into  the  software.  TVP Animation  is 
compatible with WDM standard equipment without having to install specific drivers or plugins. For 
information, WDM devices are Windows Device Manager devices (used by most WebCam and DV 
format camcorders). On Mac OS X, TVP Animation is compatible with QuickTime devices.

To grab video footage, you must first ensure your peripheral device is correctly installed. Then, you 
must right-click on the V button located on the bottom right-hand side of your project window. This 
action opens the Video grabber window:

The Video Grabber Input tab

                        

*  The  Device menu allows you to  select  the type  of 
peripheral  device  you  intend  to  use  to  grab  the  video 
footage. 
* The Input menu displays a list of the peripheral devices 
available and allows you to select the device to be used.
*  The  Format  menu allows  you to select  the resolution 
with  which  your  peripheral  device  will  grab the footage 
which  in  turn  depends  on  the  capabilities  of  your 
equipment. 
* The Settings button allows you to automatically open the 
options panel of your equipment and define in most cases 
certain  parameters  such  as  luminosity,  frame  rate, 
contrast, etc.
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Video grabber

If  your  device is correctly connected to your computer,  opening this window will  show what  is 
presently «seen» by the device in the preview window. If you wish to view this video in the project 
window, left-click on the same V button you used to open the Video grabber panel.

The value of the Mix parameter defines the video footage opacity percentage. This will allow you to 
continue viewing your project whatever happens.
Finally,  the  Apply in  menu allows you to define whether  the video grabbed by your  peripheral 
device should be automatically inserted into a new layer or simply added to the current layer. 

The Length option defines the number of frames to be grabbed. If this value is set to 5 and you 
grab a video, the resulting video will be duplicated on 5 frames of the destination layer. This is very 
useful as it allows you to monitor the rhythm of your animations.

The last menu is the Field menu which is used to define management of your video fields. Four 
options are available: As is keeps both fields, +Upper first and +Lower first will only use one of the 
fields,  interpolated  to  correspond  to  your  project  window. The Mix  option  is  useful  for  non-
interlaced frames and enables reduction of frame flicking.
Finally,  this panel is completed by the  Grab input  button which grabs the video each time it  is 
pressed.

A detailled example of animation created with the help of the video grabber and a 
Canon camera is available in lesson 18 (chapter « Canon plug-in ») of this manual.

The Video Grabber Output tab 

  

* The Enable Out button allows you to activate the visualization through your external device.
* The Refresh button allows you, if possible, to obtain a real time display on the external device. 
(by default, the display is refreshed after each stroke)
* The Keyer button allows you to improve the management of the transparent pixels with some 
external devices.
* The Fit  button allows you to adjust the dimensions of your current project in order to obtain a 
better result on the external device.

Please  read the  appendix  of  this  manual  to  obtain  the  complete  list  of  external 
hardware compatible with TVP Animation Pro.
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The Video Output tab of the Video Grabber panel allows you 
to manage the visualization of the project window through an 
external hardware such as television, overhead projector, ...

* The popup menu allows you to select the device you will use 
to display the content of the project window.

* The Activate button allows you to start the selected external 
device.



Video grabber

Up to the end of this lesson,  we only speak about the interface features, the content and the 
parameters of all the panels are not really important. This lesson is principally based on the panels 
position and the layout.

The   Panel Bins   feature  

The idea of the  Panel Bins, is to "clean up" the interface of TVP Animation. When you begin to 
have around ten panels open at the same time, it can become a little confused. And I don't speak 
to have to move several panels.
Consequently,  the  idea  was  to  bring  together  all  the  panels  in  a  single  place  to  simplify  the 
management of the panels. It is like that the Panel Bins concept came.

Locate the Panel Bins

There are two  areas  which  represent  the  two  Panel  Bins, one located at  the  left  side  of  the 
TVP Animation window, and the other at the right side. The two Panel Bins are enabled by default.

On this screenshot, you can see that the workspace can now be divided into 4 main parts:
1) The Project window
2) The Time Line window
3) The left Panel Bin
4) The right Panel Bin

Almost all the panels in TVP Animation will be able to be stored in one of the two Panel Bins.
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The Panel Bins feature

Working with the Panel Bins

The use of the Panel Bins is awfully simple ... just drag and drop a panel inside a Panel Bin. Yes, 
that's all! A panel is automatically added to a Panel Bin when it is dropped on it.

        

To  drag  a  panel,  click 
and drag the title bar of 
the panel.

    

If there are too many panels inside a Panel Bins, 
a slider  appears  on the right  or  left  side  of  the 
Panel Bins.

You want to get a panel out from a Panel Bin, just drag and drop the panel outside it. And as it is 
possible to do this, it is always possible to keep floating panels anywhere in the program window.

You can also see that when you add a panel to a Panel Bin, all the other panels inside it, move 
automatically to add all the necessary space for the dropped panel. Same behavior if a panel gets 
out of a Panel Bin, all the panels under it, will fill automatically the empty space left by the panel.
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The Panel Bins feature

        

 To  gain  even  more  space  in  the 
Panel  Bins,  all  the  panels  can  be 
collapsed  (the  triangle  on  the  top 

right corner of the panel). Of course, when a 
panel is collapsed or extended, all the other 
panels in the Panel Bin move automatically.

Another  option of  the  Panel  Bins allows you to work  on an even cleaner  workspace,  it  is  the 
triangle on the top of the Panel Bins.

When this option is activated  (like in the image above), the Panel Bins are always visible.
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The Panel Bins feature

Whereas when this option is not activated   (like in the image below), the  Panel Bins hideout 
when the cursor is not over them.

And when the Panel Bins are hidden, only a thin bar is still visible near the TVP Animation window 
borders. To show the  Panel  Bins again,  move the cursor on this bar,  and the  Panel  Bins will 
reappear.

Some exceptions

Even if almost all the panels in TVP Animation can be dropped inside the  Panel Bins, there are 
some exceptions like:  the  Project window,  the  Time Line window,  the  Light  Table and the  FX 
Stack, and some others ...

* The Light Table and the FX Stack are always floating panels. They can not be re-stretched on the 
standard width of the Panel Bins without an important loss of their user-friendliness.
* The Time Line window can not be inside the Panel Bins but has some options relatives to the 
Panel Bins.
This window can be a floating one or a window fixed at the bottom of the TVP Animation window. 
(The fixed window is recognizable with the unique button in its top right corner)

               Fixed Time Line Window                                                     Floating Time Line Window
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To change the fixed window into the floating window, double click on the title bar of 
the Time Line window.

To change the floating window into the fixed window, click on the triangle in the top 
right corner of the Time Line window.                            

If it is fixed at the bottom, an option becomes available like in the Panel Bins. It is the faculty to 
hide out when the cursor is not over the Time Line window. Like in the Panel Bins, this option is the 
triangle on the top right corner of the Time Line window.

*  The  Project window,  when  it  is  maximized,  fills  always  all  the  empty  area  left  by  the  two 
Panel Bins and the Time Line window.
Below, there are some examples of the automatically restretching of the Project window.

 Project window with Panel Bins and Time Line                   Project window with Time Line window

            Project window with Panel Bins                                                 Only Project window
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The Panel Bins feature

More options ...

More  options  are  available  to  manage  the  Panel  Bins.  They  are  accessible  in  the  Edit  > 
Preferences panel under the Display tab.
* The two first options enable and disable the left and right  Panel Bins. If these options are not 
checked, the two Panel Bins totally disappear from the TVP Animation window. They are not only 
hidden, they really don't exist anymore.

If  you  disable  a  Panel  Bin while  there  are  panels  inside,  these  panels  become 
normal floating panels. And if you enable again the Panel Bin, you must add again all 
these panels inside the Panel Bin.

*  The  Large  Time  Line option  stretches  the  Time  Line window  between  the  2  sides  of  the 
TVP Animation window, rather than between the two Panel Bins.
If this option is not checked, the Time Line window will be like in the image below.

* The Right Time Line option places the Time Line window vertically near the right Panel Bin.
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Working with   Rooms   

Now we have seen how to manage and optimize the position of all the panels in the software. Why 
not apply the concept to several "virtual" software windows, to still improve the workflow. This is 
called the Rooms concept, and we will see how this idea has grown up.

To  create  an  animation,  several  steps  must  be  respected,  the  sketch,  the  inking,  the 
compositing, ... , and each step needs its own tools, panels, shortcuts,  ... . It is as simple as that! 
Each step doesn't need to display all the panels, like during the compositing, there is no need to 
keep the Main or the Tool panels open for example.

As viewed in lesson 1, all the Rooms are easily accessible in the right side of the Info Bar or with 
the main menu View > Rooms. There are four Rooms which are totally customizable.

The aim of a Room

The only goal of a  Room is to store the interface and layout of the program and reuse it. That 
means all the position of the panels, if they are opened/closed, the keyboard shortcuts, the color 
scheme, the light table parameters, ... .
And like there are four Rooms available, it's like you have four TVP Animation windows opened at 
the same time! It's a Multi Interface Configuration.

Your projects are always the same between each Room, it's only the interface and layout of the 
panels which change.

If you select another  Room with the [Ctrl] + [Alt] keys pressed, the new selected 
Room will get all the parameters of the previous Room. By this way, you can easily 
copy the layout of a Room into another Room.
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How to make a full animation using the Rooms

After the installation of the software, four default Rooms are available. Let us detailed them.

* The first Room

This  first Room is the standard one. There are the  project window on the center, the  Time Line 
window on the bottom. In the Left Panel Bin, there are the Main Panel, the Color Picker panel and 
the Tool panel. In the Right Panel Bin, all the default custom panels are available like the Sketch 
Panels and the Animator Panel.

* The second Room
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The second room is dedicated to the sketch and the animation.
In the Left Panel Bin, the Animator panel is opened with the Navigator panel to have a preview of 
the animation.  All  the  Sketch panels  are  in  the  Right  Panel  Bin.  There are also  the  Drawing 
Recorder and the Remote Control panel, opened in the Right Panel Bin, to control the parameters 
of the animation. Note that the  Remote Control panel is opened because there is no button to 
control the animation inside the project  window,  and so, the project window can be clean and 
bigger.

To remove all the buttons in the project window, click on 
the triangle in the top right corner of the project window.

In the  Time Line window at the bottom, the  Notes area is expanded to be able to manage the 
Notes for the animation.
And of course, the Light Table is opened.

* The third Room

The third room provides all the tools to colorize an animation.
On the Left Panel Bin, the Main and the Tool panels are available. There are also the Navigator 
and the Remote Control panels to manage the animation parameters with a preview.
The Right Panel Bin holds the Color Picker panel and the Papers panel.

The Light Table is available over the project window, and can be placed everywhere.

Remember that the  Light Table panel can NOT be 
added in a Panel Bin.

And because it is the colorization Room, the Time Line window fits between the Panel Bins area.
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Working with Rooms 

* The fourth Room

The aim of the fourth room is to finalize the animation. It is possible to add different sound tracks 
and to apply effects.
The Left Panel Bin is not used by default, but it is still possible to customize it.
The Right Panel Bin contains some panels to make easier the play back of the animation and of 
the preview, to try different effects.
The FX Stack is also accessible and can be placed anywhere on the screen.
And in the Time Line window, the audio part is available to manage all the sound tracks.

And at the end of these four rooms, the animation is finished !
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Working with Rooms 

Customizing your Rooms

The default Rooms are only a starting-point. There are many many other ways to use the Rooms. 
The following examples won't be detailed like the default ones, the aim of these examples is to let 
your imagination and your needs of course, manage and arrange your own Rooms.

A room with vertical Time Line window

A room with different colors
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A clean room for sketching

A room to manage all the open projects
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6 章

グラフィックアニメの製作ステップ

この章では、下記のことをご紹介します。

 このアプリケーションを利用して行う漫画の製作のステップを 1 から全て学

びます。

（スキャンクリーナー、ライトテーブル、作業画面の回転（rotative drawing 
disk）、インクオプション等）

 アニメーターパネルの使い方。

 スキャナと印刷オプションの使い方。

 取り扱い方の例を学ぶ。



グラフィックアニメの製作ステップ

導入

このセクションでは、TVP アニメーションを用いてアニメ下地（動画も含む）を製作する様々なステッ

プを解説し、よくある質問を取り上げて行きます。各ステップについては、それらに関連する効果を学ぶ

際に、より詳細に明記していきます。

手書きの描画で作業をする

画像をスキャンして印刷する

TVP アニメーションを用いて直接アニメ下地を書き出しても、（下の写真の様な）アニメ作画用紙にま

ずは描くという伝統的な手法をとっても構いません。

TVP アニメーションはウィンドウズの Twain 規格に対応したスキャナで使用することが出来ます。

* 「ファイル」オプションから、「スキャナ」、「選択」を選択すると、利用したいスキャナを選択することが

出来ます。

* 「ファイル」オプションから、「Twain」、「読み込み」を選択すると、利用したいスキャナの Twain のインタ

ーフェイス（読み込み画面）を表示します。

Mac OS X を御利用の場合は、TVP アニメーションは ICA 規格に対応したスキャナで使用することが出

来ます。「ファイル」オプションから、「ICA」、「読み込み」を選択すると、読み込みインターフェイス（読み

込み画面）を表示することが出来ます。

上記の作業で 1 連の画像をスキャンしたら、それらの画像を現在のアニメーションレイヤーの後ろに直

接読み込みすることも出来ますし、新しいアニメーションレイヤーを作ることも、新規のプロジェクト

を作成することも出来ます。
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グラフィックアニメの製作ステップ

プロジェクト（アニメーションレイヤー）のコンテンツを印刷することも可能です。

「ファイル」オプションから、「プリンタを設定する」を選択すると、プリンタにオリジナルのオプション

をセッティングすることが出来、「ファイル」オプションから、「印刷する」を選択すると新しいウィンド

ウが表示されます。

-このウィンドウの一番上の部分に、プリンタの名前が表示されます。

-「セットアップ」ボタンを使うと、プリンタで使用可能なオプションが表示されます。
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- 左の図にある「静止画」タブから、現在開いている画像を印刷できます

クリック＆スライド機能か、「フィールドを利用して、印刷するシートの画

像サイズを変えられます。また、印刷プレビューをそのままドラッグする

と画像の位置を調整出来ます。

「中央揃え」ボタンを使うと、画像を仮想シート上の中央に移動させます。

- 行数（Anim）タブ（ストーリーボード）を使うと、1 枚の紙に印刷するフ

レームの行数列数の数を選択します。

数値を上げる毎に印刷サイズは小さくなりますが、1 枚の紙に沢山コマが入

ります。

タイムライン上のどの場所あるか 1 コマ毎の画像があるフレーム数を印字

します。

画像の枚数が多い場合「ステップ（Steps）」フィールドで指定した数だけ

画像をフレームスキップ（間引く）事が出来ます。

パネルの右下にある２つのボタンは印刷される複数のページをめくる事が

出来ます。



グラフィックアニメの製作ステップ

プロジェクトをクロッピングする（Cropping）

            

「クロッピング」（Crop）ツールは現在のプロジェクトにプロ

ジェクトに長方形の四角が出てくるのでそれで囲んでその部

分（全てのレイヤーを含みます）のコンテンツを新しいプロ

ジェクトに変換（Transform）させる時に使います。

この機能は、画像をうまく縁取りが出来なかった時にとても便

利です。（左の例を見て下さい）

任意に変更できるスタート X と任意に変更できるスタート Y
が長方形の部分の左上のコーナーの位置を決定し、その次の２

つの値が幅と高さを調整します。

「縦横 比を固定する(Look Aspect)」は、現在の幅/高さの比を

固定させます。

          
　　　　クロッピングする前　　　　　　　　　　　　　クロッピングした後    

シーケンスをクリーンアップする

画像がスキャン出来たら、以下のことが可能になります。

* 白またはグレーのピクセルを削除して、より正しいアニメーションオーバーレイの利用に近づけます。

（このオペレーションは後のカラーリングや背景を利用する際に必要です）

  または  が、こうなります:  

* スキャンした原画の鉛筆の線を修正するために画像をクリーンアップする。

       拡大図 (zoom)     >> 
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TV ペイント・デベロップメントの古いバージョンのソフトに慣れているユーザーにとっては、「ルミナ

ンスキー（Lumakey）」効果を使用して、半透明のピクセルのグレー（ライトグレー）の部分を消すこと

でしょう。

新規のユーザーの方々は、上記で述べられた 2 つのオペレーションをマウスのクリックだけで終了可能

な「スキャンクリーナー（Scan cleaner）」という新しい効果を選ぶことが出来ます。（以前からの愛用者

様達も、その方法を是非試してみて下さい）。この機能はシンプルで、「FX スタック（FX stack）」を開き

「カラー（色）」から「スキャンクリーナー」効果を選択するだけです。

画像をスキャンすると、多くのユーザーは削除したり追加したりコピー機能が必要です。時には、画像や

レイヤーを１つのプロジェクトから別のプロジェクトに丸々移行させる必要がある場合もあります。こ

の様に頻繁に必要な作業について、この後説明します。

フレームを反転させる（Flip）

水平軸、縦軸、またはその両方の軸に沿ってフレームをひっくり返すことが出来ます。

             
  オリジナルのフレーム　　　　 水平方向の反転　　　    　垂直方向の反転　　  　水平＆垂直方向の反転

「メインメニュー」オプションから、「フレーム」、「画像を変形させる（編集）」または「画像を反転させる

を選択することで、１つの画像または、複数の選択した画像を選択します。

TVP      アニメーションで直接作業する  

「スケッチ」パネル

「スケッチ」パネルは、手で描画をしているかの様にスケッチを作成したり、クリーンにすることの出来

るプリセットツールで構成されています。

「スケッチ」パネルは、パソコンとグラフィックタブレットの両方で作業したい方や、クラシックな描画

ツール（鉛筆、消しゴムなど）を使いたいユーザーにお勧めのパネルです。

パネルの詳しい説明は以下の通りです：

  

* 「鉛筆（pencil）」アイコンを使うと、本物の鉛筆を使っているように

スケッチする事が出来ます。色はブルー、オレンジ、黒の 3色がありま

す。ブルーとオレンジは「背後に描写（Behind）」モードを描く時に使

い、黒は「カラー(Color)」モードで描く時に使います。

* 「ペイントブラシ（paintbrush）」アイコンを使うと、存在している全

ての画像（の中）に色を塗ることが出来ます。全ての画像をブルー、

オレンジ、黒色にする事が出来ます。

* 「フラスコ(flask)」のアイコンを使うと、画像をオレンジ、ブルー、黒の 3色の選ばれた色に統一する事が

できます。

* 最初の３つの消しゴムは、その消しゴムのアイコンの色の画像だけを消します。
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* 「ペケ(Cross)」アイコンはブルー、オレンジ、ブルーとオレンジ、黒の鉛筆の画像を消す時に使います。こ

の際、違う色は全く影響されません。

* 消しゴムの形をしたアイコンは、画像の一部を消す時に使います。最初（左側）の消しゴムは先が尖っ

ていて細かく消せますが、その右の消しゴムはより大きく、スムースに消すことが出来ます。

スケッチの描画方法とクリーン方法をステップ毎に見て行きましょう。

* まず、現在のコンテンツを消すか、新規のプロジェクトウィンドウを作成して下さい。

* オレンジの鉛筆とブルーの鉛筆を使って、スケッチ描写のラフ描写をして下さい。

2色使うことによって、画像のパーツを区別し易くなります。（ここでは、頭と足をオレンジ色にして、腕

をブルーにしました。）

               

* 必要であれば、2種類の消しゴムを使って下さい。

この例では、１つ目の消しゴムで人物の顔の部分を消し、2 番目の消しゴムで足の部分を消しました。

（カラー消しゴムは、選択された色しか消しません。）

               

描画している最中でも、消している最中でも、作業画面の回転を使えば、細かく作業出

来ます。

* オレンジとブルーの鉛筆を使ったスケッチの描画が終了したら、黒い鉛筆を使って先程描いたオレン

ジとブルーの鉛筆の画像をクリーンにくっきりとなぞって下さい。

                

6-6 グラフィックアニメの製作ステップ
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* 今度は「ブルーのペケ（blue cross）」のアイコンを使います。この段階では、腕のブルーの構造ラインは

消されて、腕を囲む黒い画像だけが見えている状態です。

黒とオレンジの画像（頭と両足の部分）は、まだ見えている状態です。

                

* 「オレンジ色のペケ（orange cross）」のアイコンを使えば、画面上には黒い画像しか残りません。スケッ

チは描画を始めた時より鮮明になってきています。

                

* この段階では、描いたものをそのまま保存することも、より良く仕上げるためにブルーやオレンジ色に

塗りなおして、作業を続けることも可能です。

* 「オレンジのフラスコ(orange flask)」を使って、黒い鉛筆の画像をオレンジ色にしました。（ここでは、鉛

筆の画像を新たに付け加えたり、消しゴムでイメージをクリーンにする事も出来ます。
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2色の異なる色を使うと描画した、消すべきパーツと残すべきパーツを選択しや

すくなります。
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* 「ブルーのペイントブラシ(blue paintbrush)」のアイコンを使って人物の両腕をブルー色に塗ることも可

能です。

                

* 改めて、色塗りされた下書きの上を黒鉛筆で描きましょう。

                

* 次に、オレンジとブルーの鉛筆のコンストラクションラインを消したら、デッサンのラフさは消え、鮮

明になります。（もし、そうならなければ先程までのステップをもう一度繰り返して下さい）

                

6-8 グラフィックアニメの製作ステップ

今回ご提案した方法は、「スケッチ」パネルで使うことが出来る方法の一例に過ぎま

せん。3色を違う方法で使うことも出来ますし、2色しか使わないことも出来ます。

1色で人物を描き、他の色で背景をかくアーティストもいます。

様々な方法があるので、あなたの作業スタイルにあった「スケッチ」パネルの使い方を発見

して下さい。
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アニメーションレイヤーの画像の管理

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

１つまたは複数の画像を挿入する、コピーする、削除する

画像をコピーまたは削除したい場合は、タイムライン上の画像を選択して下さい。

   

タイムライン上を右クリックすると、画像のコピーまたは削除が出来るコンテキストメニューが開きま

す。（上図参照）

コピーする時はコピーする枚数を聞かれ、削除する時は、削除して構わないかどうかの確認を求められ

ます。

アニメーションに空の画像を 1 枚ないし複数枚挿入するには、コンテキストメニューを開きます。新規

で挿入される画像は、常にアクティブな画像のすぐ後ろに現れます。その結果として、他のレイヤーのそ

の他の画像は後ろに挿入されることになります。

コピーされた画像 18

画像 8 から挿入される画像
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画像の管理については、インスタンスシステムのご利用をお勧め致します。（この章

の次のチャプターをご参照下さい）

インスタンス機能は TVPアニメーションのバージョン 8.1.5以来利用可能となりました。
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「フレームを挿入、コピー、削除」するオプションは、メインメニューの「フレーム

（Image）」からもアクセス可能です。

タイムラインのアイコンの下を、マウスの左ボタンでクリック＆スライドすると連続

した画像を選択出来ます。選択された画像は、黄色く表示されます。（下図参照）

上記と同様の方法で、選択した全ての画像をコピーまたは削除することが可能です。

画像を切り取る（Cut）、コピーする(Copy)、貼り付ける(Paste)

前述した選択方法をとる場合、好きな所で「切り取る、コピーする、貼り付ける」ことも出来ます。

同一のレイヤーの中だけではなく、複数のプロジェクトを利用しているならば１つのプロジェクトから

別のプロジェクトへと画像を「切り取る、コピーする、貼り付ける」ことも出来ます。

レイヤーの複数画像を選択し、レイヤー内で（画像を）選択したら、タイムライン上を右クリックして

現れるコンテキストメニューから、選択した画像を切り取る、コピーすることが出来ます。

「画像を貼り付ける」には下記の作業をして下さい：

-貼り付ける先の画像を選択して下さい

-タイムラインのコンテキストメニューから、「画像を貼り付ける」を選択して下さい

フレームを切り取る、コピーする、貼り付ける」オプションはメインメニューの「フレーム 

(Image)」からもアクセス可能です。

レイヤーを切り取る、コピーする、貼り付ける

画像やアニメーションのレイヤーを１つのプロジェクトから別のプロジェクトに「切り取る、コピーす

る、貼り付ける」操作モードは、フレームの際の操作と同じです。

複数のレイヤーを選択するには、3 章で説明した通り、 [Ctrl] または [Shift]キーを押したまま左クリック

して下さい。選択されたレイヤーは黄色く表示されます。

レイヤーに関するコンテキストメニューは、タイムラインの左側にあり、画像に関するコンテキストメ

ニューは右側にあります。（下図参照のこと）

6-10 グラフィックアニメの製作ステップ
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レイヤーを「切り取る、コピーする、貼り付ける」オプションはメインメニューの「レイ

ヤー(Layer)」からもアクセス可能です。

レイヤーをプロジェクトから別のプロジェクトに移動させる前に、それぞれのプロジェク

トの解像度が一致しているかどうか確認して下さい。一致していないと、画像の一部が歪

んでしまう恐れがあります。

インスタンスで作業する

導入

従来のアニメーションは、以下の方法で作業することが一般的でした：

1 

2 

3 

4   =      最終形
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* まず、動きや守るべきタイミング、使う画像の数等の全

体像を持つために、キーとなる画像を描きます。

隣に挙げた例では、人物が画面左から右に走っています。

つまり、ここではキーとなる画像が左右に１つずつで合

計２つあることになります。

* 次に、真ん中に位置する最も重要な画像を置きます。こ

の例で言うと、人物の両足が地面についていない画像で

す。

* 最後に、合間を埋めていきます。

はじめに、タイムライン上で、見えている画像と画像の間

に、中間の画像を挿入します。

そして、高品質のスムーズな流れの動作のアニメーショ

ンにするために更に画像と画像の間に、他の画像を追加

していきます。

* 細分化はアニメの製作者が作品に納得が行くまで繰り

返されます。毎秒24画像に近ければ近い程、クオリティー

があがります。

この章では：

* ブルーの画像は、新しい画像です。

* グレーの画像は、1つ前のステップで描かれた画像です。

* 緑の画像はアニメーションの全体的な動きを示すための画像です。
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このシンプルな方法はタイムライン上で、幾度となく細分化を繰り返し行う必要があります。画像のコ

ピーと復元の方法で完成させるのはいつも便利にできるわけではないので、常にたやすく行えるとは言

えません。アニメーションのタイミングを調整するには画像をコピー・削除する作業が不可欠で、その

作業には時間を要します。それがゆえに、インスタンスの利用を強くお勧めしたいのです。

インスタンスとは何か？

    

上記の操作により、画像の継続時間の長さを増やしました。

全てのアニメーションレイヤーの画像は、インスタンスと考えられることが出来ます。

インスタンスを使うと前述のステップで作業する場合、多くの時間を節約できるだけでなく、タイミン

グの管理も簡単に出来ます。

 

オリジナルのレイヤー

 

[Ctrl]キーを押さないで、エク
スポージャーセルを挿入し
た場合

 

[Ctrl]キーを押して、エクス
ポージャーセルを上書きし
た場合

用語のご紹介：エクスポージャー（焼付け）セル。

画面上の新しい項目の名前を以下にご紹介します。
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インスタンスとは、アニメーションレイヤーの画像のことで、継続する時

間の長さを調節できます。これはアニメーターに捧げる新しいツールです

タイムラインのアイコンまたはセルには、それぞれ、この機能を使うため

の色のついた四角い部分があります。この四角の部分をクリックすると、

（灰色に変わるので）それを図に示した様に移動させて下さい。

エクスポージャーセルは図の様に小さな四角をドラッグさせる事で右に移動させられ

ます。しかし、この操作をする前に[Ctrl]キーを押したままにすると、その次にあったフレ

ームが消され新しいエクスポージャーセルになってしまいます。



グラフィックアニメの製作ステップ

  

セルのコンテンツ

インスタンスの途中のエクスポージャーセルを直接変更した場合、そこに新たなヘッドセルを作られて

後にはエクスポージャーセルが続きます。

１つのインスタンスを２つの小さいインスタンスに分割する(Split)

   

エクスポージャーセルを変更すると、インスタンスが新しい２つの

インスタンスに分割される。

左図を例にすると、このインスタンスはAという文字を含んでいる

３つめのエクスポージャーセルにBという文字を描いて変更すると

いうことは、１つはAという文字を含み、もう一方はBという文字を

含む２つの異なるインスタンスを作るということです。

シーケンスにすると、次の様な画像が出来ることになります：A A 
A B B

  

      

「レイヤー」＞「エクスポージャー」＞「自動分割インスタンス

(Auto Break Instance)」は、メインメニューから利用出来ます。

これにチェックボタンが入っていないと、そのエクスポージ

ャーセルのヘッドセル画像が変更されます。

動画かするためにインスタンスをどう使ったらよいのか？

新しい例を見てみましょう。

この例では、象が画面の上から落ちてきて、そして立ち上がり、最後に左に逃げて行きます。
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左図は、４つの「セル」からなる１つの「インスタンス」です。1
番目のセルは「ヘッドセル(Head Cell)」または単にヘッドと

呼ばれています。

右に続いているセルは「エクスポージャーセル」または「エク

スポージャー」と呼ばれています。

インスタンスのテール（右下の小さな四角）をドラッグす

ると、「エクスポージャーセル」の数を調整出来ます。

インスタンスの中のセルの数は、各インスタンスの右上に表

示されています。

インスタンスの分割を強制することも可能です。現在開いているインスタンスを分割した

い場所で、「レイヤー」＞「エクスポージャー」＞「インスタンスを分割する」を選択して下さ

い。
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1 > 2                                                        2 > 3                                                  3 > 4

この時点で既に、４つのキーとなる画像がある事が分かります。そして、この４つの画像を元に、間

(interval)を埋めて行くとアニメーションが出来ることがわかります。

上で説明した方法を再び取り上げますが、今度はインスタンス画像を使って行います。

* まず、新規のアニメーションレイヤーをつくり、現在のフレームを3枚コピーして下さい。そうすると、

タイムライン上に4枚の空のインスタンスが出来るはずです。

* それぞれ１つのインスタンスに４つのキー画像を描く必要があります。

* その後に、各インスタンスに必要な枚数だけエクスポージャーセルを増やしながらタイミングを調整

します。
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描画の最中にアニメーションのクイックプレビューを見たい場合、「フリップブック」オプ

ション(Flip-Book option)を使うと便利です。
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* この作業が終わったら、既存の4つのインスタンスを分割して最初の合間の画像を描いて下さい。（こ

こでは、合間の画像を分かり易くするために青く描いています）

* 2 番目の間を埋めるために既存のインスタンスを分割、移動、サイズ変更などが出来ます。下記はタイ

ムラインの始まり部分です。

この作業の間、マウスを数回クリックするだけでインスタンスのセルの数を変えたりアニ

メーション全体のタイミングを変更することが出来ます。 

* アニメーションに満足が行くまで既存のインスタンスを分割し、間を増やしていく作業を繰り返して

下さい。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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描画をしている最中、必要であれば「ライトテーブル(Light Table)」オプションを使う事が出

来ます。「ライトテーブル」はヘッドセルのみを頭数に入れます。（詳細については、この章

の中の「ライトテーブル」のセクションをご参照下さい）
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  1 > 2   

最後に、１つめから２つめのキー画像へのアニメーションを作製す

るためにて必要なステップを簡単に見て行きましょう。

下図のブルーの＜I＞は、２つのインスタンスの間のどこでインス

タンスが分割(split)されたかを示します。

    

錯覚フィックス（フォーフィックス）機能

この機能はエクスポージャーセルのフレームを“変化（change）”させることが出来ます。初期設定で

は、エクスポージャーセルの全ての画像は同じでインスタンスのヘッドセルの画像と同じでリンク

（link）しています。

しかし、エクスポージャーセルのインスタンスの前の画像を使うことが可能です。これは、メインメニュ

ーの「レイヤー」＞エクスポージャー（exposure）」から利用できる、「フォーフィックス（値）」オプショ

ンを使います。
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アニメーションの両端に

キー画像があります。

レイヤーの中心に最初の

インスタンスを作る。

間に新たに２つのインス

タンスが作られる。 

既存のインスタンスを移

動させサイズを変える。

最後の間を埋める新しい

２つのインスタンスが作

られる。
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この機能を理解するために例を１つ見てみましょう。再び象のアニメーションを使いました。象が落下

してから、地面に少しの間、そのまま居たと仮定してみましょう。約 50個のエクスポージャーセルを適

当な（フレーム 24（の画像）から始まる）インスタンスに追加すればよいですね。

では、このままアニメーションを見てみると、確かに象は地面に居るのですが、その間、全く動かず何も

起こらないので少々退屈です・・・少し手を加えて改善しましょう。

ジャーセルを修正しましょう。２つの新しい画像はオリジナルの画像に少しだけ揺れを追加させます。

これらはとても似ているのですが、全く同じではありません。（この際、ベストなのはデッサンし直すこ

とですが、変形（transform）ツール、効果ツールなどを使うことも出来ます）

「レイヤー」＞「エクスポージャー(exposure)」＞「フォーフィックス値」を選択して、３つのフレームを選択

して下さい。その際、修正したいインスタンスの所に現在の画像があるかどうかを確認して下さい。

もう一度アニメーションを再生してみましょう。先程よりもアニメらしくなってきていますね！
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この機能の基本

このオプションで使うデータは、その画像より前にある画像の数を表していて、それはインスタンスの

エクスポージャーセルで動画化されます。

インスタンスの最初のエクスポージャーセルはヘッドセルを含むｎ番目の画像に置き換え繰り返され

ます。つまり、もし数字を１に設定したら 1 フレーム前、いわゆるヘッドセルのみが繰り返されます。こ

れは、インスタンスの初期設定の動きなのです。

初期設定のインスタンスの動き

７つのフレームと設定されたフォーフィックスのデータ

ラフスケッチから色を変える

  

このツールバーでは、例えば線の色を変えることが出来ます。

 >  >  >  > 

フレームレイヤーをアニメーションレイヤーにする
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左図のツールバーを使うとスクリプトの不透明または半透明のピクセルの上

だけに描くことが出来ます。

フレームレイヤーをアニメーションレイヤーにするに

は、メインメニューの「レイヤー(Layer)」の「アニメーシ

ョンレイヤー(Make Anim Layer)」オプションを利用し

ます。（フレームレイヤー（Image layer）のコンテキス

トメニュー内にもあります）

多くのフレームを含む画像のレイヤーはエクスポージ

ャーセルを複数持つインスタンスに変形します。
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インスタンスのコンテンツを消す

インスタンスのヘッドセルでメインパネルにある ボタンを使うと、そのインスタンスの画像は消去

されます。

  >  

インスタンスのエクスポージャーセル上にあるメインパネルの ボタンを使うと、インスタンスは２

つのインスタンスに分割されます。 

  >  

１つまたは複数のセルまたはヘッド上をまたいで選択されている時、メインパネルの ボタンを使う

と、セルがそれぞれ単独の空のインスタンスになります。 

  >  

インスタンス内を移動する

メニュー「レイヤー(Layer)」＞エクスポージャー(Exposure)」の多くのオプションを使うと、インスタンス

内の違う場所への移動等の作業を円滑にする事ができます。

* 違うインスタンスの間を移動するには、「前のインスタンスに戻る」（Goto Prev Instance）と「次のイン

スタンスに行く（Goto Next Instance）」コマンドを使います。新しい現在のフレームは前または後のイン

スタンスのヘッドになります。 

出発地点

前のインスタンスに戻る

次のインスタンスに行く

* インスタンスの先頭(Head)または最後尾(Tail)に移動するには、「インスタンスの先頭に行く(Goto 
Instance Head)」、「インスタンスの最後尾に行く(Goto Instance Tail)」コマンドが便利です。このコマンドを

使うと、現在の画像は同じインスタンスの場所に留まります。
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出発点

インスタンスのヘッドに行く

インスタンスの最後尾に行く

インスタンスにエクスポージャーセルを追加する

「レイヤー」>「エクスポージャー（Exposure）」>「エクスポージャーセルを追加する（Add Exposure）」オ

プションで現在のインスタンスに新しいエクスポージャーセルを追加することが出来ます。

オリジナル

 
エクスポージャーセルを追加する

インスタンスからエクスポージャーセルを削除する

インスタンスからエクスポージャーセルを削除するには、２つのオプションを利用出来ます。

* 「レイヤー」>「エクスポージャー（Exposure）」>「エクスポージャーセルを削除する」コマンドで現在の

インスタンスのエクスポージャーセルを削除します。

オリジナル

 
エクスポージャーセルを削除する

* 「レイヤー」>「エクスポージャー」>「エクスポージャーセルを全て削除する」コマンドを使うと、インス

タンスのヘッドを残して全て削除されます。
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オリジナル
 

エクスポージャーセルを全て削除する

オリジナル
 

 
全てのエクスポージャーセルを削除する

インスタンスからフレームを取り除く

エクスポージャーセルの削除の仕方を見た所で、今度はインスタンスのヘッドを取り除く（削除する）

方法を見てみましょう。

レイヤーのコンテキストメニューの「削除する(Delete)」オプションかアニメーターパネルの適切なボタ

ンを選択して下さい。

      

このコマンドで、いつでもエクスポージャーセルを削除出来ます。

インスタンスのエクスポージャーセルを削除すると全てのレイヤーの画像は左に動きますが、インスタ

ンスのヘッドは同じ場所に留まります。（しかし、どこのインスタンスのヘッドを消すかによって異な

ります。）
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複数のインスタンスが選択されていている時に、「エクスポージャーセルを全て削除する

（Remove all Exposures）」コマンドを使うと全ての選択されているエクスポージャーセ

ルが削除されます。そして、選択された部分は変更されたインスタンスの先頭部分（ヘッ

ド）にくっついた状態になります。
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1.現在アクティブなレイヤーの一番左のインスタンスのヘッドセルを削除するとレイヤーの画像は全て

左に寄せられる形で移動すると同時に、インスタンスのコンテンツは削除されます。

(エクスポージャーセルがあれば、空白のヘッドが作られインスタンスになる)

     

2.レイヤーの真ん中にある（A以外の）先頭のインスタンスのヘッドセルを削除すると、例えばBならば

Bのヘッドだけが削除されて左にあるAのインスタンスに吸収されます。

     

レイヤーを「分割(Split a layer)」

１つの画像または動画のレイヤーを２つの別のレイヤーに再区分することが出来ます。

１つのレイヤーを２つに分けたい時は、まずレイヤーを切った後に残したい部分の画像をマウスで選択

して下さい。

次に、レイヤーのコンテキストメニューにある「レイヤーを分割(Split a layer)」を選択してください。する

と下図の様な結果になります。

      
   アニメーションレイヤー

     
   インスタンス
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    フレームのレイヤー

レイヤーを結合する(Merging layers)　　
　

第三章で既に画像のレイヤーの結合の仕方について触れました。インスタンスを含む動画のレイヤーを

結合する場合も方法は同じで、タイムラインの統合させたいレイヤーを他のレイヤーにドラッグ&ドロ

ップさせます。

TVPアニメーションは、常に結合されたレイヤーにインスタンスを作ろうとします。

メインメニュー ＞ レイヤー ＞ レイヤー統合からも可能です。

   

1枚以上の画像を含む画像のレイヤーを結合すると、適当なセルをもつインスタンスに変わります。（下

図を参照のこと）

   

隣の図では、２つの画像レ

イヤーが結合されるとこ

ろです。

結果は下のレイヤーで« A
+B »という名前になりま

した。これら A と B のレ

イヤーは２つのインスタ

ンスに置き換えられます。

２つのオリジナルのレイヤーの間にある空白は、空のインスタンスに置き換えられます。
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図の A,B,C,D のレイヤー

は、これから結合されます

（「全てのレイヤーを結合

する(Merge all layers)」オプ

ションを使ったこととし

ます）

（下のものが）出来上が

ったレイヤーで、インスタ

ンスシステムを使ってい

ます。
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レイヤーを伸ばす(Stretch a layer)

インスタンスのエクスポージャーセルを挿入することによって、レイヤーの画像の数を増やす方法を見

てきましたが、レイヤーのフレームの数を増やす方法は、他にもあります。

  

上では、右方向へ伸ばす例を挙げましたが、左タブにより左方向に伸ばすこと

も可能です。
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（下の図の様に）黒い丸で囲まれた部分を矢印の様に右に向けてクリック＆ド

ラッグすると左の図の様なパネルが現れます。

下の例を見ると、様々なオプションによって生み出される効果について理解でき

るかと思います。

「補完（補間）（Interpolation）」は、TVP アニメーションによって計算適用されて

いるフェード効果のことで、オリジナルの画像と画像の間に中間の画像を入れて

いく機能の事です。

オリジナルのレイヤーを右にドラッグし

ます

補完にチェックが入っていない場合

補完にチェックが入っている場合

繰り返し：ループ(123123...)

繰り返し：ピンポン（12321...）

繰り返し：ホールド（Hold）(12333333)

繰り返し：エクスポージャーセル

空の画像を追加する

空のエクスポージャーセルを追加する
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アニメーションレイヤーを短くする(Shrink an Animation layer)

同じ方法を使ってレイヤーの画像の数を減らすことも可能です。

下の図の丸で囲まれた部分を左にドラッグすると左の図の様なパネル

が表れます。

様々なオプションの効果について、以下に例を幾つか挙げながら説明し

ます。

これから縮小されるオリジナルのレイヤー

丸印で囲まれたタブを左に移動させます。

「補完」オプションにチェックがない場合

「補完」オプションにチェックがある場合

「画像をカットする」オプション

「補完」がチェックされていると、« 1,2,3 »の数字は同じ画像の中でミックスされ、次のセルに« 4,5,6 

»、その次に« 7,8,9 »などとなります。

補完にチェックがないと、1,4,7となり、1から 10までの数字が間引かれます。

上述したことを左タブで実施しても、レイヤーを左から短くすることも可能です。

タイムライン前（後）はみだし時のふるまい(Pre- and Post-behavior)

        

この三角の所で左クリックするとレイヤーの「タイムライン前（後）はみだし時のふるまい」オプショ

ンにアクセスできます。

「タイムライン後はみだし時のふるまい(post-behavior)」を例にとって見てみましょう。「何もない

（None）、繰り返し(Repeat)、ピンポン（PingPong）（PingPong だけはアニメーションレイヤーにしか使

えません）ホールド(Hold)」、などのオプションから選びます。（「タイムライン前はみだし時のふるまい」

も同様の操作です）

これらのオプションはレイヤーを伸ばすときには同じ効果のオプションがありましたが、今回のケース

では、レイヤーは伸ばされずに「タイムライン後はみだし時のふるまい」オプションの内容がアニメーシ

ョンの最後まで適用されます。

レイヤーのコンテキストメニューでも同じ事が出来ます。
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レイヤーの両端に、丸印で囲んだ小さな三角形が

あります。
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同時に複数のレイヤーを使う

アニメーションを作るためにインスタンスを利用する場合、複数のレイヤーを同時に使うことが便利で

す。（例えば、描画を引き伸ばしたい時や色を引き伸ばしたい時など）

  

レイヤーが選択されると、メインのサムネイルは下図の様に黄色い枠で囲まれます。

エクスポージャーの再計算オプション

メインメニューの「レイヤー」のオプションであるこのオプションは、現在のレイヤーのフレームをヘッ

ドセルまたはエクスポージャーセルに変更させます。ただし、このオプションはレイヤーに複数の同一

の画像がある場合にのみ有効です。
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左の２つのレイヤーを選択

したとします。アクティブな

画像はタイムラインの 4 番

目の画像です。

エッジレイヤーのテールを

移動させながらインスタン

スを引き伸ばすと、カラーレ

イヤーのインスタンスも同

時に引き伸ばされます。

右のタブを移動させながら

エッジレイヤーを引き伸ば

すと、カラーレイヤーも同様

に引き伸ばされます。（ここ

で空の画像を追加する事に

します）

２つのレイヤーのうちのど

ちらかを選択して移動させ

ようとすると、自動的にもう

片方のレイヤーもついてき

ます。

レイヤーのサムネイルの上で、マウスの左クリックでレイヤーを選択する

ことが出来ます。複数のレイヤーを選択したい場合は、[ctrl]キーを使って

必要なレイヤーを選択し、その上で先程の方法を使って下さい。レイヤー

のコンテキストメニューを使うことも可能です。
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アニメーターパネル  (Animator Panel)  

移動（  Navigation  ）アイコン  

 : 現在のレイヤーの最初と最後の画像に直接行く事が出来ます。

 : 前後のキーフレームからキーフレームへ即座に移動する事ができます。

 : 前か次の画像に移動することが出来ます。

 : 今開いている動画のクイックプレビューを見ることが出来ます。（最終的なプレビューとは違い

ます）

 : 動画を再生します。

 : ワークスペースを-15°、+15°ずつ回転させることが出来ます。

 : シェイカーを動作させます。（複数のインスタンスで作業していて、どれが今開いているものかわ

からなくなった時に、このボタンを使うと、アクティブなレイヤーの画像が振動します）

 : 今いるレイヤーの真上か真下にあるレイヤーを、今いるレイヤーにするショートカットキー

 : 前のブックマークから次のブックマークに移るためのショートカットキーで、同じボタ

ンで今開いているフレームにブックマークをつける/消すことも出来ます。
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プログラムがスタートする時に表示される左の図の様なウィンド

ウについて、今まで触れていませんでした。この中には、本プログ

ラムに使い慣れて来ると時間を大幅に節約できる様な機能が満載

です。お気付きかもしれませんが、前章までで説明してきた機能が

このパネルにあります。先にこちらから教えて欲しかったという

声が聞こえてきそうですが、ショートカットを最初に教える前に

プログラムの基礎的な機能を説明する必要があったのです！

現在の画像の前後に画像を追加したり、レイヤーを分割する（現

在の画像の後に）、画像又はレイヤーを削除する、画像イメージを

動画レイヤーに転換させる（またはその逆も）、ブックマークを

設定する（追加/削除）など等。

これらの機能について、詳しく見て行きましょう。

まず第一に、このパネルが５つのセクションに分割されている事

にお気づきですね：移動する(Navigation)、フレーム(Image)、レイヤ

ー(Layer)、プロジェクト（Projetct）、その他(Misc)

T パネル自体も編集できるので作成・変更は全て１

８章を参照のこと。パネル事態を日本語にしてもよい

ですね。
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フレームセクション  (Image section)  

 : 今あるレイヤーの中のフレームの前後（前の場合は左のボタン、後ろの場合は右のボタン）

に空のフレームを挿入するショートカットキーです。

 : 現在のフレームのコピーを現在の画像の前後（前の場合は左のボタン、後ろの場合は右のボ

タン）に挿入するショートカットキーです。

 : 現在のフレームを消す。

「レイヤー  (Layer)  」セクション  

 : アニメーションレイヤーで現在、選ばれているフレームを用い１つのフレームに転換し新規

レイヤーを作ります。

 : 左は分割（Separate）ボタンで、１つのレイヤーを現在のフレームの直後に、２つのレイヤー

に分割します。右は統合（Join）ボタンで、選択されている複数のレイヤーを１つに統合します。

前のボタンと同様に、一連の選択をすると分割によりレイヤーが３つになります。１つは、選択したレイ

ヤーの前の画像を持ったレイヤー、もう１つは選択したレイヤー、最後の１つは選択したレイヤーの後

ろに画像をもったレイヤーが出来ます。

 : この２つのボタンは、どちらも同じウィンドウを開き、そこで挿入したい空の画像の数を入力

することを求められます。左のボタンは、エクスポージャーセルを追加することによって、現在のレイヤ

ーのインスタンスのフレーム数を増やします。右のボタンは、レイヤーの各インスタンスの間に空のイ

ンスタンスを挿入します。このウィンドウに入力する数分、フレームやセルが挿入する事が出来ます。

最後のインスタンスを含むインスタンスが選択されると、それらがラストインスタンス（last instance）
になり、その後ろには空のインスタンスなど、何もつきません。

「プロジェクト」セクション

 : 左の２つのボタンは現在のレイヤーのポジションを上下を入れ替える事が出来ます。

 : 左のボタンは、現在のレイヤーを消去します。右のボタンは現在のレイヤー全てのフレームを

選択します。（選択するだけで消去はしません）

 : 現在のカレントフレームを起点に左右に幅寄せできます。

 : 左のボタンは、レイヤーを複数選択し各レイヤー毎の画像がかぶさらないよう位置調整しま

す。右のボタンは、現在のプロジェクトで選択しているフレームより前、後が入ったプロジェクトを２つ

新規に作ります。

「その他」セクション

 : 左のボタンで現在の画像をバーチャルストックに保存し、右のボタンで、その保存された画像

を使うことが出来ます、最後にストックに追加された画像が最初に削除されます。このバーチャルスタ

ックに保存できる画像の数は、ﾊｰﾄﾞディスクの空き容量によって異なります。
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アニメーターのスタンダードツール

作業画面の回転

鉛筆と紙で作業をしていると、既に描いた線を調整するために紙を置いたまま、回転させなければなら

ないことがよくあります。「作業画面の回転（rotatble workspace）」機能を使うと、TVP アニメーションで

も手描きと同じ操作ができます。

   
同じボタンを右クリックすると、プレセッティングした作業画面の回転値にアクセスすることができま

す。ショートカットキー「Ctrl+Shift+Page up/Page down」を使うことも可能です。

       

プロジェクトのタイトルバーの上にマウスを置くと、プロジェクトに関する全ての情報（ワークスペー

スの回転角度なども含む）を表す上記の右の図の様なボックスが表れます。

 （正面ではなくて）傾いているワークスペースでもアニメを動かすことができます！
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現在のプロジェクトウィンドウ内で、左の図のボタンを左クリックしながらマ

ウスを動かすと、上記と同じ操作が出来ます。(音声のループボタンも同じアイ

コンなので間違いのないようご注意下さい)

「作業画面の回転」機能は常にプロジェクトのウ

ィンドウを中心に機能します。必要に応じて、左

の図の様にウィンドウの右下にあるスライダー

を使って後者の位置を定めることが出来ます。
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「アニメーターフィールド（Animator Field）を使いたいアニメーションクリエイターの方は、同じメニ

ューから、このオプションを選択することも出来ます。

     

ライトテーブルを使う

「ライトテーブル（Light table）」は漫画やアニメの製作者にはよく知られた機能です。前後の画像の線を

トーンダウンして表示することで現在の画像の描画を容易にします。

   
ライトテーブルはツールバーの電球アイコンを左クリックするか

ウィンドウのメインメニューからアクセスする事が出来ます。

この様なウィンドウが開きます

     

* “ランニング・キッド２”というアニメを開き、現在のレイヤーのみを表示させます。

* 「ライトテーブル」パネルの左側にあるポップアップメニューの「カラー（Color）」オプションを選択

して、全てのフレームを現在のフレームの後に表示させ、指定された色で表示させます。（初期設定では、

赤色です）
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作業画面を回転すると、アニメーションディスクが見える様になりま

すが、必要に応じて、現在のプロジェクトのウィンドウの「表示」「ディ

スプレイ」のポップアップメニューから非アクティブ化を選択して、見

えなくさせることも可能です。また、「パネル」>「表示設定」で開けるパ

ネルからさらに詳細な設定ができます。
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* 次に、現在のフレームの前にある表示したくない画像のナンバーを全てクリックして、非アクティブ化

させます。

* アニメの中心のフレームに行って下さい。

* レイヤーでライトテーブルを使うには、この「LT（Light table）」アイコンをクリックして下さい。

現在のプロジェクトのウィンドウに下の様な画像が現われます。

現在の画像の前にあるアニメレイヤーの画像がスク

リーンに表示されます。「時間」において現在のフレー

ムに最も近いフレームは最も明るく、最も遠いフレー

ムは暗く（透明に近い程、薄く）表示されます。

ライトテーブルは時間において現在のフレームと特定のフレームの後にあるフレームを表示すること

が可能であるという点で、とても便利な機能です。

下図の様にライトテーブルを設定すると（「ライトテーブル」パネルの右側のポップアップメニューか

ら「グラデーション」を選択して下さい。）（時間において）現在のフレームの後のフレームが現在のフ

レームとの位置関係によって多少の不透明さを伴うカラーグラデーション付で表示されます。

     

このツールの機能がわかったところで、この機能をコントロールするパネルについての詳細をみること

にしましょう。

* ２つのポップアップメニューを使うと現在の画像の前後の画像を元々の色、１色または選択した色の

グラデーションでも表示できます。

* ポップアップメニューの近くの２つのカラーボックスは現在のフレームの前後のフレームを見るため

のスクリーンの色やプレセッティングリストの色を選択することが出来ます。

* このビューモード（View mode）の色の使用は必須ではありません。元々の色を使いたい場合は、「画像

（Image）」オプション（下図参照）を非アクティブ化してください。

* スライダーを使うと、表示されたフレームの不透明レベルを管理することが出来ます。（オプションポ

ップアップでのリンクスライダーにチェックをすると１つ１つのスライダーをまとめて動かすことが

出来ます）
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* 上図のボックスの数字は、表示したい画像を選択する際に便利です。例えば、上図の例のパネルには、

「０」に右の「５」が選択されており、スライダーはほぼ中央にあります。これは現在のフレームから 5 フ

レーム後の画像が 50%程度の半透明で表示される事を示しています。

* 2 番目のポップアップメニュー（インスタンス）は、表示される画像のオプションを選択できます。

_ ライトテーブルは、インスタンスヘッド、フレーム、ブックマークで適用できるモードが用意されてい

ます。

_ 「前に表示（Front）」オプションを使うと、ライトテーブルのフレームを現在のフレームの前に表示し

ます。

_ 「全てアクティブ化（All）」と「全て非アクティブ化（None）」オプションは、ライトテーブルの全ての

フレームを表示する/表示しないというオプションです。

_ 「リンク（Link）」オプションは、スライダー同士をリンクさせることによってスライダー１つ１つを

動かさなくて済むというオプションです。

* ビン（Bin）のポップアップメニューから、設定の読み込み・保存が可能です。よく使うライトテーブ

ルの設定等をここに保存しておきましょう。

「０」という数字はライトテーブルをアクティブ化/非アクティブ化させ、スライダーはラ

イトテーブル全体のフレームの不透明さを管理します。

インスタンスを使う場合、ヘッドセルのみが考慮されます。　

「タイムラインメモ」を使う

「タイムラインメモ」はアニメーションのプロジェクトを作成している間、絵の注釈を加えたりアニメー

ションにメモを加えたりするための欄です。作業をより快適にするツールです。
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「タイムラインメモ」

「タイムラインメモ」は「タイムライン(Time line)」ウィンドウからアクセスすることが出来、下図の様な

ものです。

このスクリーンショットから、「タイムラインメモ」が左右２つの部分に分かれていることがわかります。

左の部分では、「タイムラインメモ」の全てのオプションを使うことが出来ます。右の部分は、注釈を書く

ためのメモスペースです。初期設定により、青いペンで右の部分に直接書き込むことが可能です。

オプションパート  (options part)  

                 

* 2 番目のグループから見て行きましょう。

「タイムラインメモ」の機能のメインツールが含まれており、そのツールのほとんどが、この章のはじめ

でふれた「スケッチパネル（Sketch Panel）」のツールに非常に良く似ています。

この３色の丸ボタンで、注釈を書く色を変えることが出来ます。

以下の５つのツールは現在のツールのタイプを変更します。

 「鉛筆」ツールは、このアイコンの色で注釈を本物の鉛筆で描いている様な感覚で描くことができま

す。

「カラー消しゴム」は、この消しゴムの色と同じ色の線だけを消します。

 「色彩（色調）」ツールは既に存在しているどのような線にも、現在の色に塗り替える事が出来ます。

ツールは、この色で描かれた線を全て消し、他の色の線はそのまま残します。

このツールは、「タイムラインメモ」を青、赤、黒など線の色に関わらず全て現在の色に塗り替えます。
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「タイムラインメモ」でも Undo([u])キーと Redo([Shift]+[u])キーを使用できます。

 この「消しゴム」ツールは、線の色に関係なく、全ての注釈を消します。上述の「カラー消しゴム」と (

)ほぼ同じ機能ですが、線の色に関わりません。

「全消去」ツールは、「タイムラインメモ」の全ての注釈を消去します。

「スライス」ツールは、タイムラインメモを 2箇所に切る際に使います。このツールを選択して、「タイ

ムラインメモ」の右側の切り離したい場所でクリック＆ドラッグすると、離したい場所で２つに切り離

し移動させる事が出来ます。

「動かす」ツールは、クリック＆ドラッグで全てのタイムラインメモを動かすことが出来ます。

* 3 番目のグループのオプションについて見てみましょう。

_ 「グリッド」のスライダー値は「タイムラインメモ」で薄いグレーの格子の表示をアクティブ化します。

この値は、垂直の線の間にある画像の数を表していて、このオプションにおいてアニメーターは注釈が

該当するフレームがどれなのかがはっきりとわかります。

デフォルトの値では、０に設定されているので、縦線は表示されません。

* 最後に、最初のグループには、オプションが２つあります。

_ 上図の「サイズ」スライダー（左のポップアップメニュー）は、鉛筆や消しゴムの細さ、太さを調節でき

ます。 , , ， はそれぞれ固有の値を持っています。

_ ポップアップメニューの機能はとても使いやすいものです。プロジェクトをプレビューする際に、プレ

ビュー時表示したい場所（上、下、左、右、水平上に真ん中、垂直上に真ん中）、次はサイズ（全部、半分、3
分の１、4 分の１）、一番下はプロジェクト作業時表示、プレビュー再生時に表示します。

例

それでは、タイムラインメモの使用方法を象のアニメ例で見てみましょう。
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違う色の鉛筆で注釈を描く

「フォーフィックス」機能で、プロジェクトにエクスポージャーセルを 50挿入すると、注釈はアニメーション

と一致しなくなります。

でも、問題ありません。24 番目のフレーム(frame)から「スライス(Slice)」ツールを選択して、切り取り「タイムラ

インメモ」の右側に移動してフレームと一致する様にします。

「オートフィット」を押すと、すべてのフレームが表示され「タイムラインメモ」の空のゾーンが埋まります。

アニメーションを再生すると、再生している間「タイムラインメモ」がプロジェクトの上に表示されます。
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色塗りプロセス

「塗りつぶし」ツール

「塗りつぶし」オプションの一般的な使用方法は、現在のプロジェクトウィンドウ上のピクセルを選択し

て、クリックするというものでした。ここでは、これを「起点(Origin pixel)ピクセル」と呼びましょう。

「塗りつぶし」オプションは«境界(Border)»ピクセルによって止められるまで、１つめのピクセルから隣

接するピクセルのすべて塗りつぶします。

    

上のオプションから、「塗りつぶし」機能を使う際の«ボーダーとなる»ピクセルのタイプを選択する事が

出来ます。（つまり、このオプションを選択した後に変更されないピクセルのこと）

「塗りつぶし」のポップアップメニューから以下の要素を選択することにより、その要素をもつピクセル

が«境界»ピクセルとみなされます。

* 起点ピクセルの色とは異なる色

* 濃度が異なる

* 異なる色と濃度
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アニメーションレイヤーにランニング・キッドが描かれました。

「塗りつぶし(Floodfill)」ツールを使って、背景を塗りつぶします。

「塗りつぶし(Floodfill)」ツールを選択すると左図の様に、「塗りつぶ

し形式」パネルが表示されます。ここでは、様々なオプションを選択

出来ます。

- カラーモードについては 2 章で解説しています。

-「スムース」「不透明度」「傾斜（勾配）」「不透明度マッピング」オプ

ションについては 3 章で解説しています。

-「ラッピングブラシ（Wrapping Brush）」オプションについては 4
章で解説しています。

ここでは、「塗りつぶし形式」パネルの 2 番目のセクションに焦点を

あわせましょう。

左は、«境界»ピクセルは黒で、起点ピクセル

から拡散していくピクセルをブルーで表し

ています。
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* 異なる光度

* Bカラーと同一の色

「ソース(Source)」のポップアップメニューから以下の位置を選択することにより、そこに位置している

ピクセルが«境界»ピクセルとみなされます。

* 現在のレイヤー上（初期設定）

* 現在のレイヤーの後ろにある全てのレイヤー上

* 現在のレイヤーの前にある全てのレイヤーの上

* スクリーンの全てのレイヤーの上

その結果、外形に関係なくレイヤーの上のランニングキッドに色塗りをすることが可能なのです。

以下の図のタイムラインについて考えてみましょう。

（この場合、白いピクセルは透明になっていることとします。）

«ランニングキッド»レイヤーの後ろにある«色塗りするレイヤー»に行き、現在のレイヤーの前にあるレ

イヤーを選択すると、«ランニングキッド»レイヤーのアウトラインを使いながら«色塗りレイヤー»のラ

ンニングキッドを色塗りする事が出来ます。

上記の作業をすると下記の様な結果になります。
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* 「範囲（range）」オプションを使うと、前述の標準「塗りつぶし形式」メニューの許容閾値を数字で調節

出来ます。

　

塗りつぶし＝色と不透明度、拡大＝０（したの全ての場合）//下記の全ての場合

                                      
        範囲 = 0                    範囲 = 50                   範囲 = 100                 範囲 = 200               範囲 = 255

徐々に«境界»ピクセルまで大きく侵食されます。

* 「拡張する（expand）」オプションは選択したピクセル数に応じて塗りつぶしのエリアのサイズを増や

して行きます。この機能によって«境界»ピクセルの数を制限することが出来ます。

塗りつぶし＝色と不透明度、範囲＝０（下の全ての場合）

       
    拡張 = 0           拡張= 5    　　拡張= 10   　 拡張= 15     　拡張= 20   　  拡張= 25   　  拡張= 30   　  拡張= 40

「拡張」と「範囲」の２つのオプションを組み合わせて使うと、下図の左の様な結果になることを回避して、

右の結果を出すことが出来ます。

  >>  
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例えば、左の例では、背景がチェック地の透明な面にエアブラシで描かれた緑色の形

を示します。

青色の「塗りつぶし」ツールを円の中央で適用すると下の図の様になります。

例えば、左の例では、エアブラシで緑色の線を描いています。

「塗りつぶし」ツールを左クリックして青色を選択すると下の図の様になります。
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* 「隙間(Gap)」オプションは、完全に外枠が隙間なく描かれていない表面の色の塗りつぶしをする時に«
はみ出し（overspills）»を防ぐことが出来ます。（色の塗りつぶしが希望の所で止まらず画像全体に広が

ってしまうのを防ぎます）

「小さい隙間」の時は、隙間の値を小さく、「大きい隙間」の時は隙間の値を大きく設定します。（隙間の値

が大きい場合は、小さい場合に比べてクオリティーが低い塗りつぶしになってしまう場合があることを

ご注意下さい。）

   

   

   

色を自動選択オプション

最後にご紹介するのは、色を自動選択と呼ばれるボックスです。

このオプションは作業時間を大幅に節約してくれます。このオプションにチェックが入っているとクリ

ックした場所の色を保存してボタンを離した場所にその色を置くことが出来ます。前のフレームのみを

表示する「ライトテーブル」とあわせて使うと前のフレームから色を保存して、現在のフレームの好きな

場所に置くことが出来ます。
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“隙間のあるフレーム”

隙間オプションなしでの人物の色の塗り

つぶし

隙間オプションがアクティブ化した状態

での人物の色の塗りつぶし
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影を作る

ランニングキッドの色塗りが終わったら、 12 章で詳しく説明のあるトゥーンシェイディング

(Toonshading)とドロップシャドウ(Drop Shadow)を使って影を追加することが出来ます。

        
    トゥーンシェイディング　　　　トゥーンシェイディング　　　　ドロップシャドウ

アニメーションを完成させるために

カメラの動き

ランニングキッドがアニメーションになった所で、人物の後ろに背景とカメラの動きを追加することが

出来ます。（下図参照）
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「キーフレイマー(Keyframer)」と「マルチプレインカメラ（Multiplanee camera）」という２つの効果を使

うと便利です。

音楽を追加する

プロジェクトのグラフィックデザインが完成しました。より完成度の高い作品にするためにサウンドト

ラックを追加することも出来ます。
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Lesson 7 

Other TVP Animation drawing tools

In this lesson, you will: 

● Finish studying the drawing modes.

● Finish studying the blending modes.

● Use the clipboard.

● Use the spare image.

● Learn how to use animbrushes as drawing tools.

● Use cutouts and selections.



The other drawing modes

The other drawing modes

We studied in lesson 2 several drawing modes : color, behind, erase, shade, light and panto.
We are now going to study the other drawing modes at our disposal.
The drawing and the photography below will serve as a basis in this chapter.

        

The Saturate and Unsaturate drawing modes

These two modes are used to increase or decrease pixel saturation.
A highly saturated color is a very bright color whereas a less saturated color is rather dull and 
closer to gray. Here, the Penbrush tool was used with an opacity and power of 100% for a radius 
of 30 pixels.

        
                                 Penbrush tool in Saturate mode              Penbrush tool in Unsaturate mode

The pixels of the house are gray with a light red hue.
The Saturate mode will therefore increase their red components and render them more vivid. 
The Unsaturate mode will have little effect on the same pixels as they are already close to gray.

The pixels of the sun and sky are very saturated.
The Saturate mode will therefore change the yellow hues only a little.
The Unsaturate mode will modify them according to different shades of gray.

          
                                Penbrush tool in Saturate mode               Penbrush tool in Unsaturate mode
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The Smooth and Sharp drawing modes

The Smooth mode attenuates the contours of elements in the image and creates a blurred effect 
while the Sharp mode will accentuate them.

        
                                Penbrush tool in Smooth mode                Penbrush tool in Sharp mode 

        

The Colorize and Tint drawing modes

These two modes modify the color of the pixels:
* The Colorize mode adds the A color while respecting the pixel luminosity of the source image.
* The Tint mode also adds the A color but respects the saturation as well as the luminosity. The 
more a pixel is close to a gray, white or black color (with all the shades they contain), the less 
effect the color change will have.
This is visible in the drawing areas corresponding to the cloud : they are less affected by the Tint 
than by the Colorize  mode.
Here the A color is red : R=255, G=0, B=0.

         
                                 Airbrush tool in Colorize mode              Airbrush tool in Tint mode
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The Negative and Solarize drawing modes

The  Negative mode inverses the value of the pixels in the source image (the yellow of the sun 
becomes blue, the black text becomes white, etc.).
The Solarize mode gives a slightly different result than the Negative mode. 
It  mixes  the negative  of  the  source image with  the  source image  itself  and thus imitates the 
photographic solarization procedure.

        
                               Airbrush tool in Negative mode                 Airbrush tool in Solarize mode

          
     

The Grain and Noise drawing modes

The Grain mode adds a multi-colored grain to the current image. This creates a texture imitating a 
light photographic grain.
The Noise mode adds a single-colored grain, the color applied is the A color. 
The  Grain and  Noise modes themselves also depend strongly on the power and opacity of the 
drawing tool. Here the A color is a gray color.

         
                                Penbrush tool in Grain mode                   Penbrush tool in Noise mode 
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The Emboss drawing mode

       
Airbrush tool in Emboss mode

The Emboss mode accentuates the image contours by adding a shadow.
Once the tool is used on the image, it appears to have more volume.

The Add and Sub drawing modes

The Add mode adds the R,G,B,A values of the current tool with the A color to the R,G,B,A values 
of the source image pixels. The result is the image shown on the left.
The  Sub  mode subtracts the R,G,B values of the  A color from the R,G,B values of the source 
image pixels. The result is the image shown on the right. 
Here the A color is purple: R=128, G=0, B=128.

        
                                Airbrush tool in Add mode                        Airbrush tool in Sub mode

        

The Multiply and Screen drawing modes

The Multiply  mode multiplies the individual  values of the R,G,B channels  of  the source image 
pixels with the sum of the R,G,B values of the A color pixels. The Screen mode inverses the values 
previously used.
Here again, the A color is purple: R=128, G=0, B=128.

These last four modes:  Add, Sub, Multiply and Screen are more useful when 
they are used with brushes or with certain effects. 
We will come back to them in further lessons.

Other TVP Animation drawing tools 7-5



The other drawing modes

        
                                Airbrush tool in Multiply mode                  Airbrush tool in Screen mode 

          

The Alpha Diff drawing mode

The Alpha Diff mode works essentially on the Alpha channel of the tool and the image pixels.
If the Alpha channel value of the pixel in the image is less than the Alpha channel value of the pixel 
of the tool, the new image pixel color gets the tool pixel color.
Otherwise, a percentage of the tool pixel Alpha channel value is computed in function of it and of 
the image pixel Alpha channel value. This percentage is applied on the image pixel color, and then, 
added to the tool pixel color.

This Alpha Diff drawing mode is very useful for drawing transparent colors and keeping the same 
"global" Alpha component value of the tool in the image. A good example is for a layer which would 
contain shadows. With this mode, it is possible to draw a shadow with different tones of grey but 
always keeping the same Alpha value.
We can see this mode like a global non-drying mode.

Let's see an example with the cloud above the house.
On the first  images, three ellipses have been applied successively on the cloud layer with the 
default Color mode with different color values.

Original Image

          
color 255 0 0                            color 128 0 0                            color 20 0 0
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On the following images, the same ellipse with same colors has been applied on the cloud layer. 
The only change is the Alpha Diff mode.

          
color 255 0 0                            color 128 0 0                            color 20 0 0

The Healing drawing mode 

The Healing drawing mode is an image-editing tool. It will certainly interest some users who want 
to improve their photography.
I works like an enhanced pantograph : it allows to reproduce the texture and the global illumination 
of a reference area, and preserve the color data.

The reference area can be set in the shape setting panel (we 
already  talked  about  it  in  lesson  2).  It  is  accessible  in  the 
Windows main menu or with a right click on one of the seven 
drawing  shapes  (dot,  freehand,  line,  spline,  rectangle,  
ellipse and floodfill).

In the examples below, two wounds of a photographed hand have been corrected by using the 
Healing mode with the airbrush tool.
The pantograph mode on the right doesn't give good results, with similar settings.

 > 
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Opposite, the source 
picture  and  two 
fingers  that  will  be 
retouched.
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Source picture with                                Corrected picture                                   Corrected picture
the reference area (red cross)               with the Healing mode                           with the Pantograph mode

    

With a bit of practice, it could be easy for you to remove the dimple of your photographs.

  >  
  The face with dimples                                                   The same face with the dimples removed

Please note that the reference area can be located on a different picture than the current one. The 
reference area can be the background,  the displayed  picture,  the current  image,  the previous 
image, a paper or an image copied into the spare.

It is therefore possible to fake your photographs : here below, some scars have been added to the 
skin by using this fissured wall picture as reference layer.

   
 The same face with scars added                              The reference picture for the Healing tool
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The other Blending Modes 

The other Blending Modes 

The basic Blending Modes have been studied in lesson 3, here are all the other Blending Modes 
available.

Original image

* Colorize

        

This mode will  Colorize the  source with the colors of the 
current  layer.  This  mode  keeps  the  luminosity  of  the 
source.

* Tint

        

With the Tint mode, the color of the current layer will tint all 
the colors in the source. This mode keeps the luminosity of 
the  source,  like  the  Colorize mode,  and keeps also  the 
saturation of the source.

* Saturate

        

The  Saturate mode  will  increase  the  saturation  of  the 
source by using the colors of the current layer.
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The other Blending Modes 

* Value

        

The Value mode uses the color of the current layer and the 
saturation and hue of the source.

* Add

        

The  Add mode will  add the colors of the current layer to 
the colors of the source.

* Sub

        

The Sub mode will subtract the colors of the current layer 
from the colors of the source.

* Multiply

        

The colors  of  the current  layer  will  be  Multiplied by the 
colors of the source. The result is usually a darker layer.

* Screen

        

The colors of the current layer and the colors of the source 
are  inverted,  multiplied  to  each  other,  and  the  result  is 
inverted again. The result of this mode is usually brighter.
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The other Blending Modes 

* Replace

        

Copy all the pixels of the current layer on the  source by 
processing  the  non-opaque  pixels  of  the  current  layer 
differently of the Color Blending Mode.

* Substitute

        

Blend the pixels of the current layer with the ones of the 
source in function of the layer opacity. 
If  opacity  =  100% :  the  house  will  be  displayed  with  a 
transparent background.
If opacity = 0% : the background will be displayed without 
the house.

   
* Difference

        

The  Difference mode subtracts the current layer and the 
source, and get the absolute value of the result.

* Divide

        

The  source is divided by the current layer.  The result  is 
usually a lighter layer.

* Overlay

        

The Overlay mode darkens the layer, but not as much as 
with Multiply mode.
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The other Blending Modes 

* Dodge (Light2)

        

The brighter the current layer is, the more the source gets 
lightened.

* Burn (Shade2)

        

It is the reverse of the Dodge mode. It tends to make the 
layer darker.

* Hard Light

        

The Hard Light mode is the Overlay mode with the current 
layer  and the  source swapped for the computation. This 
mode obtains bright colors and sharp edges.

* Soft Light

        

The Soft Light mode is similar to the overlay mode. It tends 
to make the edges softer and the colors not so bright.

* Grain Extract

        

The  Grain  Extract mode  can extract  the  grain  from the 
source by using the current layer.
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The other Blending Modes 

* Grain Merge

        

The  Grain Merge mode merges the grain of  the current 
layer into the source.

* Subtract

        

Another way to subtract the current layer.

* Darken Only

        

The  Darken  Only mode  gets  the  smaller  value  of  the 
current layer and the source.

* Lighten Only

        

The  Lighten  Only mode  gets  the  greater  value  of  the 
current layer and the source.
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Clipboard and spare

The clipboard

The clipboard menu is located in the Edit main menu and comprises four useful options which, in a 
way, serve as an interface between TVP Animation and your other software packages.
*  The  Copy  brush  to  clipboard option  makes  the  current  brush  available  for  other  software 
packages installed on your computer.
* The Copy image to clipboard option makes the current image displayed in your project (including 
the background) available for other software packages installed on your computer.

Word processors, spreadsheets and digital creation software packages generally 
use a function referred to as  Paste buffer content or  Paste  which you simply 
have to call up in order to use your brush or image.

When you use the [print screen] key on your keyboard or when you use the Copy option (to be un-
derstood «copy to buffer») in the program, it is possible to recover the image stored in TVP Anima-
tion :

* The Get brush from clipboard option makes the current image stored in the buffer memory of your 
computer available as current brush.

* The New layer from clipboard option creates a new image layer from the clipboard.

For the latter option, ensure the size of your current project is adapted to that of 
the image stored in the buffer memory, otherwise the image may be cropped.

The Spare image 

It is possible to virtually store the current image in order to use it at a later time (mixing options) or 
to use specific drawing modes (Merge or Impressionist modes).
This image is referred to as spare image. 

Above you will find the options available in the Edit > Spare main menu.
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The  following  examples  will 
provide  a  better  understanding 
of this notion.



Clipboard and spare

                  Spare

           Current image

                  

* Finally, the option Delete spare is used to delete the spare image.

If you are working with several projects at the same time, note that each project 
has its own spare image.

When you save a project, the spare page is also saved with this project.

The Merge drawing mode 

The Impressionist drawing mode 

This drawing mode will be discussed in the Special brushes section of this lesson. It also requires 
the use of a spare image.
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The  Merge drawing  mode  is  only  available  once  a  spare 
image has been defined.
It may only be used with the airbrush, penbrush, mechanical 
pencil, pencil and wetbrush tools.

It  is  used  to  draw  the  portion  of  the  spare  image 
corresponding  to  the  area  traveled  by  your  stylus  on  the 
screen.

Save the TVPaint  logo opposite  as a spare image (main menu 
Edit > Spare > Copy to spare or shortcut [Shift+J] ) 
Delete it  from the current layer (standard delete tool:   ),  then 
draw an ellipse with an opacity of 75% in its place.

* The option Swap spare (shortcut [J]) returns the TVPaint logo to 
the screen and replaces the spare image with the ellipse.
Using this function again will redefine the TVPaint logo as spare 
and will display the ellipse in the center of the window.

*  Depending on your  selections  in  the popup menu,  the Spare 
mixer option offers the following results:



To perfectly master the drawing tools.

To perfectly master the drawing tools.

The two tools indicated below are very useful to warp the images and give the appearance that 
they were hand-drawn.

The Warpbrush

The Warpbrush may be used to give the impression that a drop of water has fallen on the image. 
Combined with certain types of paper, it gives the impression that you are looking at the image 
through a window. There are two types of warps: warp out and warp in (see below).

          
          Warp in at top                                   Original image                               Use of this tool on an image
       Warp out at bottom

The Special brush

The special brush works differently according to the drawing mode selected.
It shifts the image pixels:
* uniformly in Shift mode, 
* degressively in Smear mode,
* by adding color in Mix mode ,
* by taking into account the spare image pixels in Impressionist mode.

Below you will see the results of the first three modes from top to bottom.
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In each case, a line was drawn from left to right.

* Mix mode (the A color is red)

* Shift mode 

* Smear mode 
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As indicated above, the Impressionist mode requires a spare image in order to work. When draw-
ing a line in this drawing mode, the current image is deleted in order to make place for a spare im-
age and the latter is smeared in the direction of the line drawn. 
This creates quite an eye-catching effect when working with a small tool and with « dotted » Pro-
files and a Ratio close to 0% (see Special brush panel below).
When required, the current image used as spare image may also provide a very original artistic 
effect.

       

Opposite an illustration in impressionist 
mode with  parameters panel  together 
with the current image = Spare image.

 

The Text tool

The Text tool is used, as its name implies, to generate text brushes.

   

Here you will find a general introduction into how to add a text to your images: 

* Enter the text of your choice in the text field at the bottom of the panel.
* Select the font of your choice.
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* Select Letter mode or Word mode depending upon whether you wish to display the entire content 
of the text field or simply one letter at a time.
* Modify the parameters as you require.
All changes to the numeric fields or using the mini-sliders will be taken into account and displayed 
interactively on the screen for several seconds in order to allow you to view the result of changes 
and settings made. 
* Now all that is left is to apply the text to the layer in the location of your choice.

Below you will find a detailed description of the parameters at your disposal for this tool:

* The first popup menu is used to select the font best suited to your project amongst those installed 
on your operating system. The two arrows  are used to quickly scroll through the list of fonts 
available.
* The popup menus Script and Style are used to select the character type to be used (occidental, 
oriental, Greek, etc.) and their style (bold, italic, underlined …).

The fonts used by TVP Animation are of the « .ttf » (True Type Font)  format for PC.

* The Size variable defines the font size in pixels.
* The XScale variable manages the font width.
*  The  Space variable defines  the  space  between  characters (a  negative  value  overlaps  the 
characters).
* The Italic variable modifies the inclination applied to characters.
* The Rotate variable is used to increase or decrease the angle formed between the text and the 
horizontal axis. 
* The Track variable adapts the space between characters, but this time, in proportion to the size 
of each letter in the text field.
* The Opacity variable defines the text transparency.
* The Outline variable creates an outline of varying thickness around the letters, but renders the 
interior of the letters transparent.
* The Smooth variable applies a blur to the letters.
* The Border variable creates an outline of varying thickness around the letters.
* The Glow variable creates a luminous halo around the letters.
The border and glow may be of any color of your choice.
*  If  the  Letter  button is selected,  an  Anim. (Animation) popup menu is present:  you may then 
choose to apply the letters in the text field once only, in a loop, randomly or in ping-pong.
* If the Word button is selected, a Step variable is present: this variable works in the same way as 
for standard drawing tools (see lesson 2).

* The Reset button resets all settings.
* The «▼» button provides access to the last phrases or words entered in the text field.
* The B button opens a larger text field in order to work with longer texts.
* The number in the bottom left hand corner of the panel represents the text width in number of 
pixels (a width which is dependent on your settings).
* The Create brush button allows you to transform your text into a custom brush and switch to the 
brush settings in the tool panel. 

In addition to the settings via the mini-sliders, do not forget to tick the boxes 
to take these variables into account.
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The connections

   

Throughout this lesson, we have modified the size, power, opacity, etc. of our 
tools  and  you  have  certainly  noticed  the  letters  located  in  a  box  left  of  the 
corresponding numeric value.

These are the  Connection parameters. The corresponding contextual menu is 
accessible by clicking on the box.

Most graphic tablets available on the market are sensitive to pressure, stylus 
travel speed and inclination, etc …

TVP Animation  takes  all  these  advantages  into  account  and  it  is  therefore 
possible to imitate the specific aspects of drawing by hand.

Here are some examples:
* If you connect the Size  of the pen tool with the stylus Travel Speed, the thickness of the line 
drawn  will  be  thicker  the  faster  you  move  your  stylus  (to  do  this,  select  Speed  in  the  Size 
connection menu).
* If you connect the stylus  Pressure to the airbrush tool  Power, the more you push down on the 
tablet with the stylus, the brighter the color will be on the screen.
* If you connect the Opacity of the wetbrush tool to the Altitude of the stylus, inclining the stylus will 
render the aquarelle almost transparent.

A wide variety of setting combinations are available. Below we will describe each of them. It is then 
up to you to make the connections according to your needs and creative spirit, don't hesitate to 
experiment!

The first set of connections applies to pointing peripherals (mouse, trackball, stylus) :
* Invert: invert the effect of the connection chosen.
* Profile Editor: it will be explained in the next chapter.
* None: no connections.
* Speed: the parameter connected to the Speed will change at a speed proportional to the stylus 
travel speed.
* Direction: the parameter connected to the Direction will change according to the direction of the 
stylus.
*  Orientation: the  parameter  connected  to  the  Orientation will  change according to  the  stylus 
orientation. 
* Fade: the parameter connected to Fade will decrease its values as the line drawn progresses.
* Random: the parameter connected to Random will vary randomly.

The second set of connections applies only to stylus and graphic tablets:
*  Pressure: the  parameter  connected  to Pressure of  the  parameter  connected  will  vary 
proportionally to the pressure applied to the stylus on the tablet.
* Altitude: the parameter connected to Altitude will vary proportionally to the angle formed by the 
stylus inclination on the tablet.
*  Azimuth:  the  parameter  connected  to  Azimuth will  vary  proportionally  to  the  angle  formed 
between the stylus projection on the tablet and the vertical plane.
* Twist: the parameter connected to Twist will vary when you roll the stylus between your fingers. 
(you need a 6D Art pen from Wacom to use this connection)
* Finger Wheel: the parameter connected to  Finger Wheel will  vary according to these options 
when using the Wacom airbrush finger wheels.
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Opposite you will find a summary diagram of the 
connections indicated above.
Note  that  some  tablets  do  not  offer  all  these 
options.  For  optimum  results,  TVPaint 
recommends the use of Wacom Intuos 3 tablets !

The  speed,  fade,  orientation  and  direction  connections  are 
adjustable.
Orientation angle, direction angle, speed curve and fade speed 
may  be  modified  in  the  Connection  Settings  window  (select 

Option in the connections contextual menu shown on the previous page).

Below you will find some examples to illustrate the effects:

Size connected to Fade for various fade values.

Size connected to Direction (left drawing).
Size connected to Orientation (right drawing).

Size connected to Speed using various curves.
All three lines were obtained by increasing the stylus travel speed (i.e. 
with progressive acceleration).

The Text tool with Rotation connected to the stylus Direction.
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The connections Profiles

      

A Profile Editor option is also available in the connection menu. Once selected, 
it opens a new window with a profile curve.
This profile curve allows you to adjust the interaction between the parameters 
(size,  power,  opacity,  ...)  and  the  connection  you  have  just  chosen  (fade, 
pressure, random, ...)
A lot of profile curves are then available. For instance, the airbrush tool has 4 
parameters which can use up to 10 connections. There are then 4 x 10 = 40 
potential profile curves.
The applications of the profile curves are numerous, and we will only study here 
the most important examples.

• Size and Pressure

If you connect the stylus Pressure to the Power of the Pencil tool, the more you push down on the 
tablet with the stylus, the thicker your line will be.
In the example below on the left,  the size of your tool  will  be bounded between 0 pixels  and 
30 pixels. (In this example, we want to focus on the size parameter behavior, so we will choose 
connection = none for the power parameter.)
Now if we change the profile curve as shown below on the right, the minimal size value for your 
tool will be 15 pixels.

• Size and Fade

Let's admit that we draw a straight line on the current picture, from right to left with the oilbrush 
tool. If the profile curve stays unchanged, the line thickness is smaller and smaller.
In our example :
The horizontal axis of the Connection profile panel shows the chosen connection from the maximal 
value to the minimal value.
The vertical axis of the Connection profile panel shows the values of the Size parameter.
As a consequence, if we change the profile curve as shown below, you will obtain the following 
results :
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• Angle and Random

   

Let's admit that you are using an animbrush with four images in order to 
add  some  colored  flags  on  a  picture.  (see  below,  the  handle  of  the 
animbrush is on the red cross or red line and the anim behavior is set to 
Random)

  1  2  3  4         
                                                                                                                          handle

Here is the result if you draw a straight line with the settings opposite :
(Don't hesitate to modify the Step parameter if you need to change the 
distance between the flags)

   
If we choose an angle of 90°, the result is monotonous ...
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If we connect the animbrush Angle parameter to Random, the flags will 
be arranged in every directions. It is completely disordered ...

  

Now let's modify the profile curve as shown hereafter :
The angle of the animbrush will  be randomly chosen 
between  80°  and  100°  compared  to  the  horizontal 
axis. The general aspect will be less monotonous.
(each gradation represents 90°)

The minimal and maximal angular values on the vertical axis 
of  the  profile  curve  are  the  same  as  the  one  you  have 
chosen in the tool panel of the current custom brush.

For instance, if you select an angle of -50°, the gradations will then be :

  >>>  

• Size and Random

We will now continue to work on the same example :

    

The purpose is now to make all the flags have a different size.
Of course, we can connect the Size parameter of the brush to Random.

   

Nevertheless a problem persist : we can have too small flags.
To  remedy  this,  we  only  have  to  select  a  minimal  size  for  our 
animbrush in the profile connection window.
Opposite and below, some randomly selected values between 75% 
and 100% of the original size will be used.
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Use of the brush as a drawing tool

The use of  predefined brushes and the connection parameters described above may produce 
spectacular results: 
* Tree leaves (Luma stamp mode with green A color and black B color and a randomly selected 
brush angle).
* We used the same brush with the same mode but with red colors to draw the blood below.
*  Clouds  (Alpha  stamp  mode with  blue  A color,  Angle  randomly  selected and  Opacity  of  the 
animated brush connected to the stylus pressure).
* Smoke (Size of the brush chosen in Random mode, Opacity connected to Fade ...).
* Ink (Luma stamp mode with  A and  B colors of your choice,  Size  connected to stylus  Azimuth, 
Angle chosen in Random mode).

    
* An animbrush using the Add mode can be applied directly on an empty layer and can be also 
shifted thanks to the shift option (see lesson 4). It could give very good result if you need to use 
some Oilbrush or Watercolor :

How to use the brush modes

As explained in lesson 4, it is possible to use the brush modes to modify their colors. This is very 
useful to create your own drawing tools. In the example below, the A color is red and the B color is 
Yellow.

             Color mode      Alpha Stamp mode     Luma Stamp mode     Invert Luma Mode       Hue Stamp mode  
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The brush modes Alpha and Alpha Max

Thanks  to  the  simple  brush  below,  it  is 
possible to create a powerful drawing tool. 
(We  used  the  jitter  and  rotation 
parameters  and  connections  to  obtain 
better results)
However, some overlappings can become 
visible during your drawings. For example, 
if you go several time on the same place 
with your stylus.
The  Stamp Alpha Max  mode records the 
maximum  opacity  value  of  your  brush 
pixels  and  uses  it  as  a  limit  not  to  be 
exceeded during the drawing.
In  other  words,  it  remedies  our 
overlapping problem.

                    (our brush)              
                                                Color mode

              
        Alpha Max mode           Alpha mode 

The Shift parameter does not work with the Alpha and Alpha Max modes.
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The drawing tool panel : Bin tab

The  numbers  next  to  the  brushes  indicate  the  number  of  animated  brush 
images or size of the brush.

Right click on the brush in the tab to:
* Add the current brush to the bin
* Get the brush you just clicked on as current brush
* Swap the current brush with the one you just clicked on
* Export the brush
* Delete the brush from the bin

      

Opposite  you  will  find  an  example  of  the 
predefined  animated  brushes  available  in 
TVP Animation.
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Two tabs are available for each drawing tool: 
The Options tab you have already seen and the Bin tab.

Regardless of the tool you are using, you may save the settings applied 
(Size, Power, Opacity, Angle, Profile, Connections, Gradient, Mode, etc.) in 
order to use them again later.

Click on the Bin tab window to check whether any predefined settings exist 
and to use them or create new settings if you feel they are required.

At this point we will study the Bin tab of the custom brush (the same applies 
to all other tools).

Right click on the empty area of the Bin tab to:
* either Add the current brush to save it.
* or Get a brush of your choice to be saved.
In both cases, a miniature of your brush appears under the tab.
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The Tool Bin panel 

The Tool Bin panel is the third custom panel present when you start the program for the first time. 
Located under the Animator Panel, it has the following form: 

     

Although relatively basic at first sight, this panel is also very useful to 
store your brushes thanks to the last two buttons it contains.

The  is used to grab the current tool and place it in the panel under 
the two buttons. An icon is automatically created according to the tool to 
be used. 

The second button  fulfils the same function as the first except that it 
grabs the tool together with the A and B colors active when the tool was 
grabbed.

Now all you have to do is click on the icon of the tool grabbed in order to use it again. This proves 
extremely practical when you have specific drawing habits !

Please refer  to the end of  lesson 4,  in  order  to  learn how to cut  your  own 
animbrushes, and as a consequence create your own drawing tools.

Once  you  grab  a  tool  with  or  without  its  colors,  the  current  paper,  the  parameters  and  the 
connection profiles are taken into account. It is then possible to create and store more realistic 
drawing tools.
Furthermore, you are also free to create new panels for each type of tool and to save your favorite 
brushes which are easily identifiable !

Load and save the custom panel

  
A right click on the icon opposite of the Tool Bar allows you to choose the 
custom panels which you want to be displayed.

It also allows you to display and load new custom panels.
A lot of thematic custom panels (manga, pixel art, chinese brush, ...) are available in the Contents-
Sharing section of our online forum. http://www.tvpaint.com/forum/
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Be careful : when you save a custom panel, the papers linked to your tools are not 
saved. In other words, if you decide to save a custom panel, only the brushes and 
their settings will be saved on your hard drive.

This doesn't matter if you used the papers that are given by default with the software.
However, if you have created and used your own papers, you will have to save and load them 
separately. Your custom papers are located in the Papers sub-directory of your configuration. 
Here is the path for Mac and PC users :
C:\Documents and Settings\your_name\Application Data\tvp animation 9 
(pro)\your_config_name
$ Home Directory/Library/tvp animation 9 (pro)/your_config_name

The options relative to the custom panels are numerous : Create a new panel, a new button, grab 
a tool with colors, call a George script, import and export a panel, use a Plug-in, use the TVPaint 
commands,  etc ...
They are all described in lesson 18 of this manual.

The Drawing Recorder

The aim of the Drawing Recorder panel is to store all the strokes of the user when he is drawing. 
With this feature, it is possible to create an animation from a static drawing. So the result of the 
Drawing Recorder is an animation which shows each step of the drawing and how it has been 
constructed. Note that it is possible to change the current tool during the drawing and the timing of 
the drawing is preserved when the animation is created.
Each time the content  of  the  image changes,  a  new image is  added in  the  animation  of  the 
Drawing Recorder.

          

The original image which was drawn, while the Drawing Recorder was 
running, 3 letters with 3 different tools.

The animation, based on the original image, created thanks to the drawing recorder.

The Drawing Recorder panel is very simple, three buttons and a preview.

* The preview area and the slider below it allow to see and navigate between each frame of the 
record.

* The Record/Pause button  starts or pauses the recording.

* When the user thinks he has finished his work, the new Project button  allows you to create a 
new project and store all the strokes/frames of the recording.

* And with the Skull button , it is possible to delete the current recording to be able to start a 
new one.
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Selections and cutbrushes

Use the magic wand cutbrush

   

In lesson 4 we saw that it is possible to cut a rectangular, polygonal or 
freehand brush. It is also possible to use the Magic wand cutbrush.

Let's take a closer look at this function: don't worry, it's no sorcery!
When using the Floodfill tool, the boundary points (not filled in) are defined and the other points are 
colored (see lesson 6: adjustment of shape settings).
The same applies to our magic wand except that the «floodfilled» area of the image becomes the 
current brush.
The current brush may therefore take all kinds of shapes.

For example, by adding the Expand and Range parameters, it is easy to obtain the following two 
brushes.

     >>         
                    Original image                                   Brush cutout                     

Working on a specific area on the screen

Selecting an area of the screen will allow you to work without changing anything in the area of the 
screen not selected.
For example, in the image below we have selected the cloud. Any drawing with your stylus will 
affect only the cloud.

                     
           Original image                                           Images with selection      

You may also select an area of a layer and then make the modifications in another layer, for added 
safety.

If  you have selected an area, using the  Delete image  icon in the main 
panel will only delete the selection.
The choice of a color channel for working also affects only your selection.
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The various types of selections 

  Five icons in the main panel are used to enable these selections. 
From left to right: 
* Rectangle select
* Circle select
* Freehand select
* Spline select (refer to lesson 2 for further details about this type of spline)
* Select with Magic wand

Regarding the function of the magic wand,  refer to the section Inking 
Process in lesson 6.
In  the  present  case,  we  create  selections  instead  of  filling  surfaces, 
otherwise the mode remains identical…

Complex selections and brush creation

That's not all, the Selection tool window opposite extends the range of possible actions. 

*  The  Smooth  option  works  in  the  same way  as  that  presented  in  lesson  3  to  draw a  filled 
rectangle.
* When checked, the Anti-Aliasing box smooths the contours of the future selection. 

* The Invert button inverts the current selection.
* The Clear button deletes it.

* The four buttons which follow are used to copy or cut the pixels contained in the selection and 
incorporate them in a new layer or new brush (animated brush or animation layer, if several images 
were selected previously).
* The Crop button is used to create a new project containing only the contents of the selection. 
Your new project will contain an image or animation layer depending on whether you have selected 
one or several images in the current layer. If your current project contains several layers you will 
find the same number of layers in the new project.

The transformation tools
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From the popup menu:
* The  Add  and  Sub  options may be used to create complex selections: 
the  Add option  allows  you  to  add  a  new  selection  to  the  previous 
selection while the Sub option, as the name implies, will remove the new 
selection from the previous selection. You may obviously combine various 
Selection tools with each other in order to obtain the required selection. 

* The effect of the  Replace  option is that drawing a new selection will 
automatically replace the previous selection.

It is possible to transform all or part of several images using the three 
tools shown opposite: Panning, Transform and Wrap.



The transformation tools

The Panning tool in the main panel

* If you check the  Apply to  image box, the current image will be taken into consideration when 
shifting (see below).

       
                          Original image                       Shift option                           Wrap option

* If you check the Apply to selection box as well as the Apply to image box, the current selection 
will be taken into consideration when shifting (see below),

         
Original image                        Wrap option                            Wrap option                            Shift option
with selection                         without selection                    with selection                         with selection

* If only the Apply to selection  box is checked, the image will not change but only the selection.

      
                         Original image                         Wrap option                           Shift option

* If the AAliasing box is checked, the image contours are smoothed.
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The Panning tool is used to shift an image or a selection on the screen 
with a left click + slide of the mouse.
The Wrap option enables you to « wrap » the image (see below).
All  these options  are saved to be able  to  get  them back  easily  when 
another tool was selected.
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The Transform tool in the main panel

The Transform tool in the main panel is used to shift, rotate, increase 
or reduce the image.
Below you find a detailed description of the options proposed in this 
panel:
* The popup menu allows you to either transform Once the image or 
to Fill the screen with the current image.
* As with the Panning tool, it is possible to transform the image and/or 
the selection (see examples below).

* The  Panning X  and  Panning Y  variables are used to translate the image on the screen. The 
Center button is used to re-center it.
* The Scale variable is used to modify the size of the image (increase or decrease).
* The Angle variable is used to rotate the image.
* The Reset button resets the settings.
* The AntiAliasing popup allows you to choose the precision with which the image contours will be 
smoothed.
* The Preview box enables interactive viewing of the previous parameters on the screen.
* Once satisfied with the settings, the Apply button is pressed to finish the operation.

      
                      Original image             The Transform tool in Once mode        The Transform tool in Fill mode

You may also work directly on the screen using the mouse:
* left click and slide to modify panning.
* right click and slide to modify size.

  Transform tool applied to
  image and selection.

To transform all images of a layer, first select them all.
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The different options of the AntiAliasing popup :

          
Transformed Images

          
Anti-Aliasing :    None                                                    Medium                                                        Best

The Warp tool in the main panel
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This tool is used to put the image or current selection into perspective. 

A modification of the four corner coordinates of the image is sufficient to 
obtain a convincing effect.

You may or may not fill the screen with the current image (see examples 
below).

Here again, the same system as above is used (Preview then Apply).

Use the Reset button to reset the settings.

Like  the  Transform tool,  the  AntiAliasing popup  allows  to  choose  the 
precision with which the image contours will be smoothed. The result is 
similar to the Transform Tool.



The transformation tools

                  
     Original image                     Warp tool in Once mode                             Warp tool in Fill mode 
     with selection     

  

The blue line that appears on the screen during setting is 
the horizon line. You may move the two vanishing points 
as you wish to set the perspective.

   Warp tool applied to the 
   image and the selection
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Lesson 8

Sound and XSheet

In this lesson you will :

● Manage the Audio Multi Tracks.     

● Learn to use the XSheet layers.     

● Make a Lip-Sync.     



Audio Multi Tracks 

Audio Multi Tracks 

All the audio parameters are available in the second part of the Time Line window, between the 
Notes and the Layers.

The audio section can be separated into two parts. On the left side, there are all the parameters of 
the tracks (name, volume, offset, ...) and on the right side, there is a preview of the track during the 
animation.
Just a little word about the  Master Track, it is a sort of special track. It always exists even if no 
track is loaded. This functionality will be detailed below. Otherwise, all the imported tracks add a 
new entry under the Master Track.

How to add audio tracks to a project

There are two ways to add new audio tracks to a project.
* In the main menu, the Project > Load Sound ... option opens a panel to choose the audio file to 
import.
* In the left side of the audio section, a click on the symbol  ▼, to the right of the  Master Track 
name, opens a popup menu and allows you to Load a Sound Track... .

If  you  have already loaded tracks,  a history of  the 
previously  loaded  files  will  appears  in  this  popup 
menu under the Load a Sound Track ... option.

Now it is possible to load several tracks on a project, let's talk about the Master Track functionality. 
The aim of the  Master Track is to merge all the audio tracks, and see preview of what the final 
sound will look like. We can say that the Master Track is to the project preview, what the Tracks 
are to the layers.
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The audio tracks parameters

The main audio parameters are available on the left side of the audio section. Here are the various 
functions proposed :
* The triangle at the left of the track name displays the optimized display or the reduced display.

With the optimized display, the preview of the track is more accurate in the right side, and new 
options appear in the left side.
* The check box at the right of the track name in the reduced display or under the track name in the 
optimized display allows to mute the track. If the Master Track is muted, no sound will be played.

Note that the  button in the current project window is used 
to play a sound track when the project is viewed.

* The triangle at the right side of the track name opens a popup menu. The options available are 
different if the menu is the one of the Master Track or of another Track. The menu with the Master 
Track has been described above. The options available with the standard tracks are :

_ Lock: allows to lock the current track. All the options which would modify the track, are disabled.
_ Offset ... : opens a dialog box to choose when the track starts inside the animation.
_ Delete: removes the current track from the tracks list.
_ Duplicate: clones the current track and adds it to the end of the tracks list.
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The additional following options appear when the optimized display is activated:

* The  Lock button   has the same functionality than the  Lock option in the popup menu. The 
Master Track has no Lock button, it is no possible to directly modify it.
* The nearby check box is to mute the track. (It is the same check box of the reduced display)
* And finally, the slider is the global volume of the track.

The audio tracks preview

Let's  take  a  look  at  the  right  side  of  the  audio  section.  All  the  audio  tracks  are  graphically 
represented in this side.

As said previously, the Master Track is the "sum" of all the tracks of the project. It's clearly visible 
here.

The offset option is already detailed in this subsection. Note that the other 
way to modify this option is only to click on and drag an audio track (by 
clicking on its preview).
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Some blue lines can also be seen on each audio track. The aim of these lines is to allow a basic 
Fade option.

* When the blue line is at the bottom of the audio track, the audio sound is on the minimum (i.e. no 
sound played).
* When the blue line is at the top of the audio track, the audio sound is on its maximum. (Set with 
the slider option of the optimized display)
* During the time that the blue line is increasing or decreasing, the program fades the audio sound 
in function of the current time and between the minimum and the maximum values of the audio 
sound.

It is also possible to add Annotations on each audio track and at any position. By double clicking 
on a track, a popup appears (with the current time in its title) and asks the text which will  be 
displayed under the cursor position.

With a right click on an audio track, a popup menu appears and asks to split the current track. This 
option doesn't really split the track, it duplicates the current track and adjust the  Fade option on 
both to simulate the splitting of the current track.

Before Splitting
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After Splitting

The Undo ([u]) and Redo ([Shift]+[u]) actions are 
obviously available for the audio tracks.

The Preferences panel options

In the Preferences panel (Edit > Preferences), under the Sound tab, more functions are available 
concerning the audio.

* The first section of this tab refers to the Scrub options.
_ The first Scrub Duration option sets the duration of the scrubbing.
_ The second popup  Scrub Mode allows to choose when the tracks should be played,  Never, 
Always, or only when the user Scrubs.

* The popup  Sampling Rate in the second section, lets the user select the sample rate wherein 
every audio  tracks will  be re-sampled during their  import  in  TVP Animation.  To have the best 
results, all the imported audio tracks should be at the same sample rate than the one given in the 
Sound tab of the Preference panel. If it is not the case, it is of course possible to import the audio 
track, but there will be maybe a loss of quality of this audio track.
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The XSheet Layers and XSheet Panel 

Introduction and principle

Maybe are you not familiar with XSheet layers and Lip-Sync notions. Here are some informations 
regarding their origin :

The word XSheet comes from eXposure-Sheet or dope-Sheet.
It comes from the days of traditional animation when the XSheet was a paper list that numbered all 
frames of a scene and in which the animator could write down his drawing numbers with the right 
timing. (see below)
It helped the animators to plan their animations and also worked as a guide for the cameraman to 
know how to shoot the scene. 
For instance,  synchronising the lips of a character with  a recorded soundtrack (in other words 
doing a Lip-Sync) was possible with the XSheet.

The  XSheet  panel,  commonly called  XSheet tab in TVP Animation Pro (see next pages) is the 
digital transposition of the classical paper XSheet. 
The reason  XSheet panels  were included in TVP Animation Pro is to make easier  to time and 
synchronise the animations, thanks to the XSheet layers.
It is also a very useful tool for people who uses to scan their drawings. The main advantage of the 
XSheet layer is that a frame that is used multiple times in a scene need only to be adjusted or 
colored once and all instances of this image in the XSheet layer will change accordingly.
It saves a lot of time since the process of copying and editing frames is much simpler and easier to 
control through the XSheet panel. (This is much simpler than the old way in which you'd have to 
manually copy and paste frames in the layers of the timeline.)

For example, let's assume that the coloring and the shadows of a character are on separate layers: 
If you need to re-arrange your animation in time, it is always very tedious to edit a layer in the 
same way twice or more ...  Fortunately, with the XSheet panel this can be done really easily and 
quickly.
All those notions may seem abstract at first, but you can relax. We will quickly study some concrete 
situations and examples.
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The projects used in this chapter
 
To  make  the  XSheet  layers  easier  to  understand,  you  will  have  to  load  the  project  file 
(Running Kid.tvp) from your TVP Animation Pro CD-Rom.
Those who have downloaded the (30 days trial) demo version of the software will find this file in the 
content sharing section of the TVPaint forum (www.TVPaint.com/forum/)
Once the project is loaded, you should obtain the following animation and timeline.

      
Five layers are visible:  an image layer called « background » and four animation layers called 
« shadow », « colors », « Running Kid » and « Toonshading ». Each layer has its own assigned 
color.
Please note that the project does not have any XSheet layer at this time. 

First approach of the XSheet panel

To swap between the Timeline and the XSheet panels, you only have to click on the corresponding 
tab (see below)

   >>   
Let’s study first the left part of the XSheet panel. (the right part will  be the subject of a further 
chapter).
The left part of the  XSheet panel  is in a way the mirror of the  Timeline. (see next page for the 
screenshots) :
* Each column of the XSheet Panel corresponds to a layer of the Timeline, with its color. The title 
of a column is the name of the corresponding layer.
* Each line of the XSheet panel is numbered. This numbering is the same as the one you can find 
on the top of the corresponding timeline (see below)  
* The image layers contain an unique image repeated through the time, so they are not subdivided 
in the XSheet panel.
* As the animation layers contain different images, they are subdivided.
* The bookmark located here and there on your timeline are also visible and modifiable in the 
XSheet panel.

You can also use the sliders or the arrow keys of your keyboard to 
navigate through the XSheet panel.
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* The thumb button offers several possibilities to change the display mode of all the layers. With a 
left click on this button, it swap between the classical XSheet display and the thumbnails display 
(see further in the section XSheet tab (left part)). But if you right click on it, a popup menu appears, 
and allows to choose the size of these thumbnails.

      

The size of the thumbnails can be Small, Medium and Big.

* The second column, between the column of the image number and the first layer column, can 
contains two informations. It contains both the Master Sound Track, and the Time Line Notes. 

    

The Master Sound Track and the Time Line 
Notes are not editable in this column.

There is still the possibility to add some annotations in this column by a double click, like it is done 
in the Master Sound Track in the Time Line tab.
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A few simple options of the XSheet panel

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

    
         Timeline tab  

   
                           XSheet tab

Before enabling the Light Table for the layer of your choice, don’t forget to enable 
the global Light Table by clicking on the button :
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A lot  of  options regarding the layers are 
both available in the Timeline tab and the 
XSheet tab.
A right click with your mouse button on a 
layer  inside  the  XSheet  panel  opens  a 
contextual  menu  comparable  to  the  one 
encountered via the timeline.

You will  find  in  this  menu some options 
already encountered in lessons 3  and 4:
*  Insert,  Duplicate,  Delete,  Rename, 
Copy, Paste…one or more images.
* Set Post or Pre behavior.
* Set Opacity,
etc ...

*  The (green  or  red)  colored  square,  once  you  click  on  it,  allows  to 
display or hide the corresponding layer.
* The small lock button allows to manage the locking of a layer. 
* The (LT) button manage the activation of the light table. 
* The black triangles allows to reduce or increase the size of the columns 
in the Xheet panel.
* The current layer is lighter than the other layers.

Opposite and below :
- The « background » layer is hidden
- The « Toonshading » layer is locked
- The Light Table of the « Colors » layer is activated
- The « Shadow » layer is reduced
- The « Running-Kid » layer is the current layer

In the XSheet tab opposite :
* The letter « A » indicates that the column represents 
an animation layer.
* The letter « I » indicates that the column represents 
an image layer.
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At the ends of the column, it is still possible to set the pre and post behavior of your layers. (see 
below)
In the example below, a few pictures from the third layer are selected. They are enlighted in yellow 
in the Timeline and also in the XSheet tab.

 < > 
Timeline tab                                                                         XSheet tab

After selecting several layers, the option Align left and the option Align right allows to 
align your layers on either side of the current image in each tab (Timeline or XSheet)

How to create a XSheet layer

Let's now open a new project and come back to the Timeline tab :
You already know how to create an Image or an Animation layer. Creating an XSheet layer can be 
done using the same way, using the New popup menu of your Timeline or using the Layer main 
menu.

     

     

At this state, the Rename, Duplicate, Delete, Copy, Hide and other classic options of the software 
are still available. But you certainly noticed that you can't shrink or stretch this new layer. There are 
no thumbnail icons too.

      

The  +  and  –  buttons of the XSheet tab can also be used to 
create or delete a XSheet layer.

The letter « X » indicates that the column represents an XSheet 
layer.
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Managing the content of  an image of the XSheet layer or managing the position in time of its 
images have to be done in the XSheet panel.

Once your XSheet layer is created, you have to specify in the XSheet tab one or more sources. 
Otherwise, it will not be possible to use it, because you can’t draw on a XSheet layer. The images 
of the chosen sources will constitute the elements of the XSheet layer.

How to create and manage the sources

The source management can be done in the right part of the XSheet panel.
In order to add a source column, you have to use the “+ src” button encircled below.
The “- src” button allows to remove a source column from the right part of the XSheet tab.

       

The choice of a source for your column can 
be  easily  done  thanks  to  the  popup  menu 
located at the bottom right of the XSheet tab.

Your source can be :
* an animation layer in the current project
* another open project
* a sequence

It’s  also  possible  to  change  the  names  of 
your  source  layers,  for  a  better  readability. 
You only have to use the popup menu name 
opposite.

   

If the Layer Type is selected, a menu Layer will allow you to choose which 
one you want as source. (see opposite)
Same behavior with the Project Type selected.
Image layers are not available as source.

The width of both sides of the XSheet tab can be adjusted by dragging the middle 
separator. The thumbnails options and the position of the separator are also saved 
with your project.

Do not confuse the source columns on the right part  of the XSheet  tab and the 
layers columns on the left part of the XSheet tab. The source columns are used to 
manage the content of the XSheet layers and are not visible in the timeline whereas 

the layers columns are also visible in the timeline. (see below)
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Some explanations  about  the  Sequence source  option.  As  seen  previously,  a  source  for  the 
XSheet Layers can be an open project or one of the layers of the current project. The Sequence 
source  allows  to  choose  an  external  file  (all  the  supported  formats  in 
TVP Animation Professional Edition are available) and use it as a source.

A concrete example

If  you  have  followed  this  lesson  from  the  beginning,  you  should  have  two  projects  on  the 
TVP Animation Pro  screen.  The  project  Running-Kid.tvp and  a  new project  called  Untilted-01 
containing an XSheet layer.
You can take a look at the Project tab to check it.
The project Untitled-01 has an XSheet layer. (see below)

    
In the project called Untilted-01 we added the project Running-Kid.tvp as source, as shown below. 
Now we only have to add some images from our source into the XSheet layer.

Here again, the thumb button allows to swap between the XSheet display and the 
thumbnails display.

If  you  selected  a  project  as  source,  its  layers  are  considered  as  if  they  were 
merged.

How to manage the content of a XSheet layer

We are now going to modify the content of our XSheet layer.
* Before beginning, you must know that it is possible to stretch a XSheet layer by doing a drag'n 
drop at one of its extremities. So you can obtain several cells, as shown next page.
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* After this operation, you have to enter in the cells the references from a source image.
To do so, you have to use the following syntax : Source Column : Source Line
(The cells containing the character « -  » doesn't have any reference.)
* The cells manually filled have their reference image written in black.

* By default, all the cells following a manually filled cell are written in pink color and have the same 
reference image. Those images are also called keyframes.
* Once finished, each cell from the XSheet layer correspond to an image chosen into the Source 
columns. (For a better readability, you can use the thumbnail view in order to replace each cells by 
its corresponding image)

       

Opposite,  here  is  how  to  stretch  an  XSheet 
layer. 

Opposite :
* The first three cells of the exposition layer are 
empty.
*  The fourth cell of the XSheet layer is the 26th 

image from the source column called Kid.
* The four last cells have the same reference as 
the fourth cell.

 With thumbnails        Without thumbnails

          XSheet Layer with its cells                    Source images and columns

If you selected an open project as source, the source project will be stretched to fit 
the XSheet layer.

In order to fill in the cells of an XSheet layer (in other words, to add images in a 
XSheet  layer),  you can also drag’n drop thumbnails  and cells  from the source 
columns into a XSheet layer.
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Select several images in a XSheet layer.

 

The icons of the XSheet tab

Each icon below has a specific action regarding the XSheet layer or the XSheet tab. We will now 
explain each of them separately in the next page.
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If you want to select several images in a XSheet layer, hold the [shift] 
key  down  and  do  a  drag'n  drop  with  the  LMB  on  the  cells  or 
thumbnails of the XSheet layer.

This button creates a new XSheet Layer.

This button deletes the current XSheet Layer.

This button toggle the thumbnails / cells view.
(A right click on it opens a popup menu with several options)

For a better readability, the icon opposite allows to display / hide the columns of the image 
and animation layers in the XSheet panel.
This option is only working with the XSheet tab and does not interact with the timeline or 
the project display.

This button allows you to add a source into the XSheet tab.

This button allows you to delete a source from the XSheet tab.

This button allows you to add one tween to each selected frames.

This button allows you to delete one tween from each selected frames.

This button allows you to add multiple tweens to each selected frames. A popup menu will 
appear to set the number of tweens to add.

This button allows you to delete multiple tweens from each selected frame. A popup menu 
will appear to set the number of tweens to delete.

This button allows you to invert the order of the selected frames.
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You can also use : 
the LMB and drag to « move » (cut and paste) a selected range of frame. 
Ctrl + LMB to « move » (copy and paste) a selected range of frame

Here is a small summary diagram :

The options that allows to cut, copy, or paste the cells can be applied from an 
XSheet  layer  into itself  or  into another one.  (however,  it  is  not  possible  to  cut 
source images)
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This button allows you to shuffle the selected images of a XSheet layer.

This button allows you to cut the selected images / cells from a XSheet layer.

This button allows you to copy the selected images / cells. It can be either source images 
or images / cells from a XSheet layer.

This button allows you to paste the cut or copied images / cells from a XSheet layer into 
existing images / cells. This action deletes the selected images and insert the new ones.
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Select a default source

      

When you click on the name of your XSheet layer, a popup 
menu  called  default  source  appears  at  the  bottom  of  the 
XSheet tab.
It is then possible to assign a source column by default  to 
your XSheet  layer : all  the references of the cells will  only 
need a number of picture in order to be taken into account.

This  is  very  convenient  to  create  new  XSheet  layers 
synchronised with the current one.
You  only  have  to  duplicate  the  current  XSheet  layer  and 
change the default source of the duplicated XSheet layers.

About the projects

When a project  needs some images to be repeated several  times,  it’s  advised to use XSheet 
layers. It allows to decrease the size of the project when you save it on your hard drive, because 
each repeated image is saved only one time.

When  you  save  a  project  in  TVP Animation Professional Edition,  the  related 
XSheet tab and layers are saved too. (Your project will still be available / usable 
with previous softwares from TVPaint. But, the XSheet and sound quotes layers 
will not be viewable nor usable.)

The steps to create a lip-sync 

In this section, we will learn how to synchronize the facial 
movements  of  a  character  (especially  his  mouth)  with  a 
preloaded audio track.

The main idea is of course to give the impression that the 
words come from our animated character and not from a 
recording that has been added over an animated sequence.

     
The files used in this chapter

The project Lipsync.tvp and the audio track voice.mp3 will be taken as a basis to study the lipsync 
steps. You can find them on the software CD ROM. Those who downloaded the evaluation version 
of  TVP Animation Pro can find those files in the “content sharing” section of our online forum. 
(http://www.tvpaint.com/forum)

Here is the timeline of the project Lipsync.tvp
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The steps to create a lip-sync 

  

Layer  “eyes”

Layer  “pupils”

Layer  “brows”

Layer  “face hair”

Layer  “hair color”

Layer  “mouth 4”

Layer  “mouth 3”

Layer  “mouth 2”

Layer  “mouth 1”

Layer  “jaw”

Layer  “face-color”

We have chosen the following colors to have a better readability through the timeline:
-the layers relative to the mouth movements are in red.
-the layers relative to the jaw and face are in blue.
-the layers relative to the eyes movements are in purple.

If you play now this project, the result will not be really interesting. But we will quickly remedy this 
situation.

Calibrate the options relative to the audio track

Now that the project is loaded in TVP Animation Pro, let’s import the audio track named voice.mp3.

Once your audio track is loaded:
* Begin by setting the offset parameter with accuracy
* Lock your audio track in order to prevent unwanted changes
* Select “scrub” or “always” as parameter for the audio jog, with a duration of 2 or 3 seconds.  (see 
first chapter for more details)

The option called: ”Enter audio scrub duration” allows you to specify the duration 
of the sound that you will hear after each movement throughout the timeline.
(This option is functional only if the “jog audio” parameter is not in “none” mode.)
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At this point in the process, your movements throughout the timeline should be followed by one or 
several sounds.

Positioning syllables and phonemes

It  is now advised to display the XSheet  panel in order to continue our work.  (Although all  the 
coming steps can be done directly in the timeline.)
When you  move  your  cursor  (ie:  change  the  current  image)  through  the  timeline,  try  to  find 
syllables and phonemes.
Then,  add an  annotation  on  the  corresponding  place.  To do so,  use  the  option  Notes which 
appears in the audio track contextual menu or in the Images main menu.
You should obtain a XSheet panel like the one below :
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If  the  text  that  you  want  to 
synchronize  with  your  character  is 
long,  try to  add bookmarks to the 

images from which a syllable or phoneme 
starts.  It will be easier to find again those 
images later.

You can already hide the animation 
layers.  Those  layers  will  not  be 
visible  when  the  project  will  be 

finished.
They are only here in order to be selected 
as source for the XSheet layers.
However,  you  can  set  hold  as  post-
behavior  for  the  Image  layers.  (they  will 
stay visible  until  the  end of  the  lip  sync 
process)
You should obtain the image below :

   

Create some source columns

As explained on page 8, you have now to set your sources images and columns in the right part of 
the XSheet tab. Here below, the source columns are created from the existing animation layers of 
our project. (the column fcolor is linked to the layer face color)
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The steps to create a lip-sync 

Create some XSheet layers

Now, let's create some XSheet layers.

For each sound of the audio track, the jaw and the face skin should move accordingly,  as our 
character is talking. (see below)

  >  >  >    

The  movement  of  the 
character's jaw

  >  >  >    

The  movement  of  the 
face's skin

Two synchronised XSheet  layers  will  be needed here to do the job.  Only their  default  source 
column will be different. (fcolor and jaw)

Each sound of the audio track can be broken down into separated sequences :

  >  >  >   
Opposite, the « O » sound

  >  >  >   
Here the « A » sound

  >  >  >   
The « I » sound

  >  >  >   
The « E » sound

Each time that the « O » « A » « I » or « E » sound will be encountered on the timeline, you will 
then have to reproduce the corresponding configuration.
A XSheet layer derived from the two last described XSheet layers will be used here. However, it 
will not have a default source, because it will use the four source columns (mouth1 mouth2 mouth3 
mouth4)

Finally, you will have to make the character blink periodically in another XSheet Layer.

  >    >    >    >  
The movement of the brows will depend on the context of the scene. It can express astonishement, 
neutrality, fatigue, etc ... It will also need an XSheet layer.
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The steps to create a lip-sync 

Here is the result with the XSheet tab :

Let’s  assume that  our character  comes from an animated TV series.  It  will  be 
possible to re-use the same images for the face, XSheet layers constructed with 
the method,…etc…

- - - - - - - - - - -

You can always transform an XSheet layer into an Animation layer with Instances 
by  using  the  Transform into  Animation  Layer option  (use  the  layer  contextual 
menu in the Timeline).
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Lesson 9 

 Working with the FX stack

In this lesson you will:

● Use the FX-Stack.

● Discover the concept of the animation keys.

● Create our first 'real world' animation.      



 Working with the FX stack

In lessons 2 to 8 we have, amongst other things, studied the TVP Animation drawing tools and 
discovered  the  timeline  and  its  functions.  You  are  now able  to  produce  «  frame by  frame » 
drawings.

TVP Animation  also  offers  you  a  wide  range of  effects.  This  has  been specially  designed  for 
working on animated footage.

The effects categories comprise:
* Blur : to alter the existing pixels of the animation.
* Colors : to rework the colors of an animated footage.
* Distortion : to distort the images of a footage.
* Keying : to cut out a part of the current animation.
* Motion : to manage camera movement.
* Paint : to repeat a line on the screen.
* Rendering : to create lighting and particles effects.
* Stylize : to rework the pixels of an animated footage.

The effect stack or FX stack

Initial study of the FX stack

Load the project named « house » which you have created in lesson 4. Merge it and spread the 
layer over thirty images. The resulting layer will be named « house ». 
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These  effects  or  composition 
tools are available in the  Effects 
main menu (see opposite).

They are  arranged  according  to 
categories.  We  will  study  them 
progressively  in  the  subsequent 
lessons.

The Add FX popup menu contains all the effects indicated above: the menu 
is identical to the Effects main menu.

It is possible to set the parameters for your effects in a special 
window (for example : the power of a blur, the luminosity of the 
animated footage, the speed of a fade …), this is the FX stack.

You call up the FX stack by clicking on the FX icon in the tool  
bar or by selecting FX stack panel in the Windows main menu.



The effect stack or FX stack

We obtain the following timeline and screen:

    

   

Our effect stack is presently empty.
Select the effect Stylize > Mosaic  from the menu. The 
effect stack must look like the one shown opposite.
Now  modify  the  parameters  Width and  Height by 
setting the values to 20 and 30.

The result is immediately visible on the current image: the image is cut in blocks of 20 pixels in 
width and 30 pixels in height (the color of a block is equal to the average of the pixels making up 
the block in the original image).
The  Smooth button enables blending between adjacent blocks, the image obtained is therefore 
closer to the original image.

            

                         Original image                                                      Image with preview of the effect 

That said, the right image above is, in fact, for the moment only the preview of our mosaic effect 
(disabling the Preview button allows you to return to the original image).

To validate your settings and apply them into the current layer, all you have to do is apply your 
effect : click on the Apply FX stack button at the bottom of the FX stack window. Your current layer 
will  be  modified  according  to  your  settings  (if  required,  use  the  Undo  option  to  undo  the 
modification…). Don't forget that all images of the layer must be selected if required.

Working in real time

Almost  all  software  packages  on  the  market  impose  a  preparation  stage  and  then  an  effect 
calculation stage. Viewing the final result on the screen is only possible after completing these two 
stages. In the best case, you have a window for a low-res preview of your effect at your disposal.
TVP Animation does not adhere to this model and employs a much more interactive method. You 
have the possibility to view the results of these effects in real time!
Once  the  Preview  box  is  checked,  it  is  possible  to  play  your  complete  animation  using  the  
Play   button on the control panel. It will  then be shown with all the modifications you have 
chosen in your stack.
In other words, any modification of the parameters within the effect stack is immediately visible on 
the screen, in full size and full resolution whether your project is a simple image or an animation.
Sliding along the timeline using the keys [←] and [→] also allows you to view progress frame by 
frame.
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The effect stack or FX stack

The various viewing modes

For the moment we will stay with our Mosaic effect. 
There are several  types  of  viewing:  they are available  in  the popup 
menu at the bottom left of the FX stack window (see opposite).

You may view the effect on the entire image, its left half, its right half, the top or bottom… you may 
even modify the viewing area to your convenience by sliding the border line on the screen (to do 
this, left click on the line and slide it).

         

Here again, the Play  button is pressed to preview your effect in real time but only on a given 
region of the screen.

Some operations

* If you have applied the Stylize > Mosaic effect, click Undo to cancel the effect and return to the 
unmodified animation.
* Go into the Options popup menu of the FX stack and choose Delete all.
Your stack is empty again.
* Select the Transition > Fade effect from the available menu.
*  Add  a  second  layer  behind  the  current  layer  and  name  it 
« Flowers ».
* Import the project « Flowers », merge it and spread it over 30 
images.
* Copy all the images of the layer obtained into the layer named 
« Flowers » in your project.
*  Finally,  go  to  the  first  image  on  the  timeline,  on  the  layer 
named « house » (see timeline below).
* Modify the value of the position parameter to 50% then apply 
the FX stack.

  

The « Flowers » Project
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The effect stack or FX stack

You obtain the following image:

  >     
You have certainly understood that this effect creates a fade between the image of the current 
layer and the image on the lower layers.

Indeed, but this effect is applied to the current image (the first) and not to all the images of the 
layer, … so let's remedy this.

Click on Undo to find the layer named « house » intact.
Now select all the images of the layer and apply the FX stack.
The effect now applies to the entire layer.
This is not yet perfect: the fade effect is locked at 50% of its progress for all images of the layer… it 
does not evolve in time.

To obtain a true fade effect on the screen, one has to apply the FX stack with a position value : 0% 
for the first image, 1% for the second, 2% for the third … and so on all the way to the last image…
(assuming  that  our  animated  footage  has  a  total  length  of  100  images… If  not,  complicated 
adjustment calculations must be made!).
At first sight this seems like a long and complicated process. Fortunately, TVP Animation offers 
tools which reduce this fastidious process to a few seconds: the Animation keys.

Working with animation keys

It is possible to set the parameters for our fade effect to 0% for the first image in our layer, then to 
100 % for the last.
In  this  way  TVP Animation  takes  charge  of  calculating  the  progress  of  the  effect  on  the 
intermediate frames. 
This is what we refer to as working with Animation keys.
Once this concept is understood, you will no longer work frame by frame.

Proceed in this way for our current project:

* Go onto the first image of the « house » animation layer. Set the effect to 0% 
then click on the button shown opposite.

* A symbol        appears in the timeline (see 
opposite) under the first image.
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Working with animation keys

The name of the Fade effect is written to the left of the timeline.
* The  Fade  effect is now set to a value of  0% for the first frame of the timeline. At this stage, 
application of the FX stack has no animation effect. Indeed, the value of this key will be repeated 
for all frames after this one.
It is necessary to create a second key before applying the FX stack in order to obtain an animation 
effect.
*  Go on the last  image of  the « house » animation  layer,  create a  key using the   button 
of the FX stack.

You may now immediately set the effect to 100%. In this case it is not 
necessary to click on the button « C » as before and the key represented 
by the symbol  will be created automatically.

The timeline is modified as below: 

* Note that by sliding along the timeline using the [←] and [→] keys of the keyboard or pressing the 
Play   button allows you to view the progress of the chosen effect from the first to the last 
frame.

* Now select all frames of the layer and apply the FX stack. This time, application of the effect 
stack will modify progression of the fade effect in time (see following images).

        

TVP Animation has calculated an effect with a progressing position parameter for the intermediate 
frames.

To sum up, an animation key is a sort of adjustable time parameter lock which sets the value 
chosen by the user to a precise point in the timeline.
However, the drawing tool parameters vary dynamically according to the user's direct action on the 
project and may therefore not be assimilated to animation keys.
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Working with animation keys

Manage the effect's progress

You have probably noticed the Progress  button under the name of each effect. This button is used 
to manage the speed at which the chosen effect will be carried out.

The Progress profile editor will then appear.

This being the case, the progress profile editor has a very specific function within the effect stack:
* The abscissa in the graph represents time,
* The ordinate in the graph represents the progress of the chosen effect.

Let's go back to the fade effect in the « house » layer:
* Use the Undo option to recover the layers intact.
* Choose the same keys as those indicated in the chapter above.
* Draw the spline above before applying the FX stack.
After playing the project you will note that the effect is first carried out slowly and then at top speed 
(see timeline below). This corresponds to our spline : it rises slowly first and then very fast.

In the same way, if we choose the spline shown below before applying the  FX stack, the Fade 
effect will be fast at the beginning and slower at the end.

 

If the spline rises and then falls off again, progress of the effect will change accordingly:
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Click  on  the  Progress button  and  then  on  the  small  black 
section appearing on the screen (see opposite)

The interface of this window is identical to the one presented 
for brush profile setting in lesson 2.

The  Bin and  Spline menus,  the  Flip  X,  Flip  Y  and Delete 
buttons are the same as the ones you have studied before.

Choosing a horizontal straight in the profile will stop progress in time of the effect.



Working with animation keys

Managing effects with several parameters

Now close the « house » project and load the « prehistoric » project.
* Merge the layers of this project.
* Stretch them over thirty frames.
* Delete the content of the FX stack.
* Choose the Blur > Center blur effect.
The following timeline appears :

    

To make it easier we have deliberately chosen to work with an animation 
layer  always  containing  the  same  image.  Everything  that  follows  also 
applies to an animation layer.

You will see that there are three parameters which may be locked with an animation key:

* the position of the center,
* the power of the blur,
* the radius of the circle in which the blur is not applied.

The position of the circle in which the blur is not applied as well as its center are shown in the 
preview (see image above)

The parameters directly adjustable on the screen (handles, circles, spline) are referred to as HUD 
(HUD stands for Head Up Display).
The Hide HUD of the FX stack is used to hide the latter. 

Now let's take a look at the timeline: 
* As soon as an animation key is created, a left click on the Center Blur triangle in the Timeline 
below displays the name of the parameter which have been set with the animation key.
* To the right of the parameter names, corresponding key lines will be displayed as you create your 
keys.
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Some parameters may be adjusted directly on the screen by clicking and sliding 
the mouse on the color handles (shown opposite).
When the effect is applied, circle and handles will, of course, have disappeared.



Working with animation keys

It is possible to create animation keys for each parameter, for the image of your choice along the 
timeline.

A separate set of keys may be created for each parameter (Center of circle, Power, Radius). This 
means that the parameters may progress in time independently of each other. For example: the 
power  of  the  centered  blur  may decrease  slowly  while  its  radius  may increase  rapidly,  all  at 
different times …

Thanks to several keys, the parameters can be adjusted in time. This is the case for the Center 
parameter in the timeline above : three animation keys are placed on the key line associated with 
the Center parameter.

Below, the effect produced using these three keys.

      

The first key line in the timeline has the name of the effect in the stack and 
displays all its keys.

The path

When position  parameters progress in  time,  there must  be a  path taken by the parameter  in 
question.
For example, three animation keys were created at images 1, 6 and 30 for the Center parameter 
above.
The center of the Center blur effect consequently follows a path as time progresses.
In our example, the path is visible via the HUD and looks a bit like a red « V ».

It is possible to choose an interpolation mode between the key 
points which define your paths.

You may choose to connect the points in a linear, spline or smooth manner using the first menu of 
the effect (the Tools menu will be studied later in lesson 14).

Working with the FX stack 9-9



The path

                            
           Linear                                                     Spline                                                   Smooth

When using Spline, it is possible to use handles. The [Ctrl] key + mouse click on a 
handle are used to move only this handle.

Moving from key to key

The contextual menu for the keys

When using animation keys:
*  The  layer  contextual  menu  offers  the  possibility  to  select  the  frames  
corresponding to the keyline.
* The Auto Fit menu is used to adjust the zoom of the timeline in order to view all 
the keys.

Contract, stretch a key line

In the previous lessons we learned how to contract or stretch an animation layer.  This is also 
possible for key lines (see below).

         Stretch
                                                         Contract

  

If required, it is possible to move a key 
from  one  place  to  another  in  the 
timeline  (click  and  slide  with  the  left 

mouse button).
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It is not always easy to place yourself on a key within the timeline, 
especially when the project contains many images. 
The «  triangle » buttons in the effect stack or in the current project 
window (see opposite) are used to move rapidly from one key to 
another without having to use the [←] and [→] keys or the mouse.
If they are in black, they indicates that there is an animation key on 
the left or the right of the current position. Otherwise, there is no 
more animation key.

A right click in the timeline on a « keyline » (see opposite), calls up a 
contextual menu.
You may :
* create or delete keys (which requires confirmation),
* select one or all keys (they will then be displayed in yellow...),
* cut, copy, paste keys (a process already used for images and layers: 
see lesson 6).



The path

Use the selections

When you make a selection on the screen and then apply an FX stack, the latter is only applied to 
the selected area (whether you apply the stack to one or several images makes no difference).
This is very useful when you apply your effect to a precise area in your image or animation.

    

More details about the FX stack

A more complex effect: the Rendering > Lighting effect

  >>      
This effect is used to light up the image or sequence of your choice as if using an exterior light 
source  (light, projector…).

By default, nothing is present in the list. The Lights  menu may be used to create one or several 
lighting effects among the following categories: Spot, Omni and Ambient.
As soon as a lighting effect is created, you may duplicate, delete or rename it. 

The Lights menu displays the name of the light whose parameters are shown in the stack. If you 
work with several lights you may go from one to the other by selecting their names in the Lights 
menu.
Here an overview of the different lighting types:

*  Ambient lighting lights up the scene globally in the color of 
your choice. Values under 100% will darken the image, values 
higher than 100% will brighten it. 

* Omni  lighting lights up a circular area of your choice similar to 
a projector located on an axis perpendicular to the image. The 
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More details about the FX stack

parameters to be set are color, lighting intensity, center and radius of the circular area, as well as 
altitude of the virtual projector.

          
                    Omni projector diagram                Omni HUD                          Omni lighting     

*  Spot lighting lights  up  the  image similar  to  a  tilted  projector.  Two  position  parameters  are 
available for this mode, which allow you to adjust the position of the light source as well as its 
direction.

         
                    Spot projector diagram                Spot HUD                            Spot lighting                              

Spot and Omni lighting have a profile editor which works similarly to that of the drawing tools  (see 
lesson 2 for more details).

               
                        Omni                                        Spot                                         Profile
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For  many  of  the  parameters  described  above,  the  settings  may  be  made 
directly on the screen (don't forget to display the HUD).



More details about the FX stack

With the  Light  popup menu it  is possible  to use 
several light sources (regardless of type), as well 
as to rename, duplicate or delete them.

This  is  how  our  cave  may  be  lit  up  in  various 
ways !

This  Lighting effect only applies to the opaque pixels of the current layer. To 
obtain the examples above it is therefore necessary to first merge the layers of 
our project.

Single effect, multiple effects

Up to now we have only used a single effect in our stack. 
TVP Animation  also  offers  the  possibility  to  use  a 
succession of effects.
For  a  better  understanding  of  this  notion,  we  will  use the 
merged « prehistoric » project that we have used before.

Using the parameters below, place a Center blur effect in your FX stack.
You now have the following preview:

     

   

May  be  you  noticed  the  options Multiple  FX  and Simple  FX  in  the 
Effects main menu or in the Add FX popup menu of your stack.

If you select a new effect in the popup menu:
* When Multiple FX is checked, the chosen effect is added to the present effect.
* When Simple FX is checked, the chosen effect will replace the present effect.
Check Multiple FX in the menu and choose the Rendering > Lighting effect explained above: this 
effect will automatically position itself over the current effect.
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More details about the FX stack

Result of the FX stack above

Current effect, preview and collapsing of effects

* One of the effects in your multiple FX stack is always selected. This effect is referred to as 
« current effect » (the one which seems to appear « brighter » while the other effects are « gray »).
The keys visible in the timeline are always those of the current effect.

* When several effects are used, it is possible to collapse them using the   buttons top left.

* The check boxes close to the arrows indicated above are used to enable or disable the effect 
they belong to. 
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Set the parameters for the two effects as shown 
opposite. 

To simplify our example, there is only one type of 
lighting  used and our effect  applies  only  to one 
frame (so no key is required …).
This  said,  everything  that  follows  still  applies  if 
you use keys and animation layers.

Once  the  preview  is  enabled,  you  see  the 
following result:
lighting is applied « after » the center blur of the 
previous page!

The advantage of our stack with two effects is that 
it  is possible to modify any of the two effects at 
any time during the preview.

Modifications  of  this  kind  would  indeed  be very 
fastidious if you used a single effect at a time: 
application of the FX stack twice in a row for two 
different effects followed by the Undo option twice 
in a row, change the first effect, reapply the two 
effects one by one, undo option again, etc.

It is also possible to accumulate the number of effects of your choice 
or even several times the same effect if you need it!
Remember the Play    button to view the effect on the animation 
layers … 



More details about the FX stack

Opposite,

The Lighting effect is enabled and reduced.

The Center blur effect is disabled and visible.

The current effect is the Lighting effect.

If the FX stack above is applied to our initial frame, we obtain the 
image shown opposite:
Only the Lighting effect is taken into account. There is no Center 
Blur applied before it.

Swap two effects

The effects contained in  the stack are executed 
from bottom to top during preview or application. 
There  is  a  kind  of  chronological  order  for  the 
effects …

The results may therefore vary if  two effects are 
swapped:

* In the left image below, the FX stack  applied is 
the one illustrated opposite.
The center blur is applied after lighting.

* In the right image below, the FX stack applied is 
the one illustrated on the previous page.
The center blur is applied before lighting.

              
Preview of the FX stack above                   Preview of the FX stack of the previous page

 It is also possible to swap the effects by clicking on and sliding its name. 
The process is identical to the one used to swap the layers in lesson 3.
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More details about the FX stack

Reset and rename effects 

  

Undo/Redo of the FX stack

It is possible to Undo/Redo all what is done in the FX stack.
Two buttons are available on the bottom of the FX stack, near the Apply FX Stack button.

Saving the settings of the FX stack

We have learned how to create and save our own graphic palettes, our settings of custom tools, 
our pre-defined gradients,  etc.  It  is  therefore only natural  to proceed in the same way for  our 
effects:

The FX Bin menu for each effect offers several options:
* The Add option allows you to store your effect for later use (you will first be asked to name this 
effect).
* The Export option saves the current effect to a storage support.

9-16 Working with the FX stack

A left click on the right triangle above calls up a contextual menu which may 
be used to: 

Rename the current effect in the  FX stack,  Create  or  Delete  an animation 
key,  Reset  the effect parameters to their initial values,  Duplicate or Delete 
the effect from your FX stack.

The Options menu of the effect stack may be used to delete or reset the 
values of all your effects.

The Undo ([u]) and Redo ([Shift+u]) shortcuts are applied on the FX Stack 
if the Preview option in the FX Stack is enabled. Otherwise, they have their 
normal behavior.



More details about the FX stack

* The Import option recovers an effect from a storage support.
* The Delete option deletes an effect.

The  FX Bin  menu for the entire stack works in the same way, but may be used to add, import, 
export or delete an entire stack.

When you add an effect to a pre-defined effect stack, all keys and profiles 
relative to the progression of each effect you have created are also saved.

FX stack and TVP Animation projects

We may be repeating ourselves, but it is important to remember that it is indispensable to Apply 
the FX stack so your effect is taken into consideration and affects the current layer (if not, all you 
do is preview it…).
Also  note that,  when  you  save a  project,  as well  as saving the layers,  their  position  and the 
associated parameters (Position,  Duration,  Pre-Post-  Behavior,  etc.)  you also save the current 
effects stack.
This makes it possible to keep a complete and intact animation and the effect stack necessary for 
your finishing touches. Useful, isn't it?

When you  work  with  several  projects  at  the same time,  note that  each 
project has its own effect stack.

Introduction to the video effects  

A lot of notions here need a good understanding of the multiple FX and FX-stack concepts.
So it is advised to read the last chapters before beginning with this one.
Please note that we will only mention here the function of the effects and their place in the FX-
stack.
The parameters and options of the effects will be described deeply from lesson 11 to lesson 17.

In this section, we will create a small opening sequence for a weather report.
Do to so, we have several video sequences at our disposal :
The first one with a forest, another one with a sunset and the last one with some clouds

 > >  > > 

* Begin by importing those sequences in your project. Resize them if it is necessary. (note that the 
sequences  can  be  directly  imported  from your  camera  into  the  software  by  using  the  Video 
Grabber panel). Don’t forget to use a project with fields if your video sequences are fielded.

* Move them inside your timeline as shown below and import the music. A color has been added to 
the layers to make them more recognizable.
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Introduction to the video effects  

You should have three overlapped layers (look at red areas in the timeline above). This will help us 
to use the transition effects. Above, a transition effect has been applied on the first animation layer 
of the timeline. The zoom factor of the timeline has been increased to make it more visible.

Here is the resulting transition :

> > > >
* To add a personal touch to our weather report, it is possible to use several effects : 
Below,  the  Blur  >  Radial  Blur effect  was  used.  Therefore,  the  animated  sequence  appear 
progressively on screen.

  >   > 
* You can easily make butterflies fly in front of the trees and make them follow the paths of your 
choice, as explained in the lesson 14 :
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We  used  the  butterfly  animated  brush  (supplied  on  the 
TVP Animation CD-Rom)  with the  Motion > Keyframer effect 
and a pre-recorded path for each butterfly.
Of course, our two butterflies can be added on a new layer : it 
will allow you to keep the «trees» animated layer unchanged.
By  using  a  new  layer,  you  will  also  be  able  to  change  the 
moment when the butterflies have to appear : you only have to 
move the whole layer through the time axis of the timeline.



Introduction to the video effects  

      
* We will now work on the “Sunset” animation layer : It is possible to distort the pictures to stay 
close to the weather report thema. This can be done by using the Rendered > Waves studied in 
lesson 13. Below we imitated two water waves, as if two rocks were thrown into water.

  >   > 

* We have afterwards to manage the transition between the «Sunset» and the «Clouds» animation 
layers. Below, the  Transition > Classic  effect with the  circle option has been used. Here is the 
timeline and the rendering :

> > > >

It is possible to modify the timeline scale thanks to the Z button of the timeline. (see 
lesson 4)
You can also use bookmarks to navigate easily through the timeline. (see lesson 4)
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Introduction to the video effects  

* Let's now add a rainbow in the cloudy sky :

            

To do so :
*  Create  a  new  layer  (the  clouds 
animation layer will remain intact)
*  Draw a  rectangle  filled   with  the 
spectrum  gradient,  as  shown 
opposite.

       

After this, you have to use a multiple FX-stack  with these 
effects : (in order, from the first to the last)
*  Color > Color Adjust : the red area should be on the 
outside of the arc and the violet area on the inside.
* Blur > Radial Blur : this effect will allow you to create the 
arc itself. The center of the radial blur must be located far 
from the colored rectangle (out of the viewable area, to 
be exact).
* Blur > Gaussian Blur  will merge the colors a little.
* Transition > Fade  will make the rainbow fade in as time 
progresses.

Here is the result :

  >    >  

* Now, you only have to add a title to this sequence, thanks to the Rendered > Simple-text effect.

        

We used here the effect Rendered > Simple-Text (you can fill in 
the text, adjust the font, the border, the shadow, their colors or 
gradients ...)

This effect is very convenient because it allows to keep all the 
colors,  border,  font  and shadow settings  and to re-use them 
with  another  text  line  ...   (for  exemple  if  you  need  to  do  a 
translation )
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Introduction to the video effects  

* For the final touch, we need the Rendered > Lens-flare effect :

        
        Lens-Flare effect on the check background                    Here on a new animation layer     

Here is the resulting timeline with the text, the rainbow and the Lens-Flare on separate animation 
layers.

And the animation itself : 

> > > >

Working with the FX stack 9-21





Lesson 10

The effects of the Blur and Transition group

In this lesson you will:

● Discover the various Blur effects at your disposal.

● Discover the various Transition effects at your disposal.

● Learn how to increase the transition possibilities by using the FX-stack 



The Blur group effects

The   Blur   group effects  

The blurs are often used to hide faces in recorded animations. Sometimes, they are also used to 
create artistic effects.
In order to study the effects of the Blur group, we will use the two pictures below : a photo and a 
drawing.
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Independent of which blur effect you will choose, don't forget it will be controlled by 
the animation key system.
A recorded video sequence can also become gradually blurred in time.



The Blur group effects

Some details regarding the Blur effects of TVP Animation :

The Blur > Cubic Blur effect

This is the most standard blur: the more you increase its size, the less the sharp and angular areas 
of the source image will be visible. It may also be applied only to the transparency channel of the 
image (alpha channel).

    

The Blur > Gaussian Blur effect

An image with a Gaussian Blur may be compared to an image seen through a camera that is not 
set correctly. 
The Gaussian Blur is more precise than the Cubic Blur.
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The Blur group effects

The Blur > Chroma Blur effect     

The Chroma Blur takes only the tint and saturation pixel informations into account. The dark and 
light areas of the picture are not affected by the Chroma Blur. Only the chromatic component of the 
picture is affected by the blur.

    

The Blur > Center Blur effect

We studied the Center Blur in detail in lesson 9 about the FX-stack concept. The parameters are 
the position of the center, the power of the blur and the radius of the circle.
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The Blur group effects

The Blur > Radial Blur effect

This blur is applied in a circular manner around a point the position of which you have chosen on 
the screen. The second parameter to be set is the power of the blur.

    

The Blur > Directional Blur effect

This blur is applied only in the direction (angle) of your choice and the spread of your choice. You 
may set the vector parameter directly on the screen.

   

The Blur > Median Blur effect

When using the Median Blur, the color of the pixels obtained after application of the blur depends 
on the colors of the adjacent pixels in the initial image.
The Median Blur comprises all kinds of modes, the effects of which you may admire below :
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The Blur group effects

Median Blur effect in Smooth mode

    

Median Blur effect in Light halo mode

    

Median Blur effect in Dark halo mode
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The Blur group effects

Median Blur effect in Light mark mode

    

Median Blur effect in Dark mark mode

    

Median Blur effect in Double edge mode
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The Blur group effects

Median Blur effect in Impressionist mode

     

The Blur > Deinterlace effect 

This effect allows you to manage the fields of a project. It has only one parameter to choose the 
way the fields will be modified.

Original Image
Five modes are available in this popup:

           

*  Copy Lower Field: the Lower Field will  be copied to 
the Upper Field.

           

*  Copy Upper Field: the Upper Field will  be copied to 
the Lower Field.

           

*  Interpolate  Lower  Field:  the  Lower  Field  will  be 
interpolated from the two adjoining Upper Fields.

           

*  Interpolate  Upper  Field:  the  Upper  Field  will  be 
interpolated from the two adjoining Lower Fields.

           

*  Mix Fields: The new Upper field are computed from 
the current  Upper Field  and the two adjoining  Lower 
Fields, and the new Lower Field are computed from the 
current Lower Field and the two adjoining Upper Fields.
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The Blur group effects

The Blur > Motion Blur effect 

The purpose of this effect is to apply a blur involved by some fast movements in an image or an 
animation. The animator can define a flow, based on a vector field, that the pixels of the image will 
follow.

This effect comprises four tabs :

• The Edit tab

          Source Image

* The first button allows you to set the size of the vector field. More exactly it allows you to set the 
number of vectors that you will use on both the horizontal and vertical axis.
Once you have chosen the size, you can edit the current vector field itself.
To do so, display the H.U.D and draw directly on the screen (to be exact : on the H.U.D) with the 
purple circle, as shown below.
If you have a picture behind the vector field, you should see the render of the distortion.

      
                          Vector field                                                            Modified image

     

The  left  mouse  button  allows  to  increase  the  tension  of  the 
vectors in a chosen direction.
The right  mouse button allows to decrease the tension of  the 
vectors in a chosen direction.

The red points are the source points of your vectors, (they can't 
be moved)
The green points are the destination points of your vectors, 
The blue segments are the vectors themselves.

For a given picture in your timeline, modifying the vector field creates an animation 
key.
If more than one animation key is created in the timeline, it means that your vector 
field and thus the distortion will evolve in time.
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The Blur group effects

* The Reset Current Key button resets the vector field of the current picture in the timeline. If this 
picture does not have an animation key, a new one will be automatically created.
* The button :  allows you to modify all the vectors of the field in only one operation. This tool is 
perfect if you need to distort, move or pivot an image entirely.

              

The more vectors you will use, the more time you will need to render 
the effect.

* The button :  allows to change the parameters of your H.U.D brush (i.e : the purple circle)
Like the common tools (airbrush, etc ...) that you use to draw, you can set its profile, size and also 
power.

     

Let's  admit  that  we  will  always  choose  the  direction  opposite 
when editing our vector field (i.e : the red arrow) :

The pictures below shows the impact of the different settings at 
your disposal.
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The Blur group effects

• The Selection tab

       

*  In  this tab,  you  can  select  the  vectors  of  the  field  that  you  want  to  edit  via  the  previously 
discussed tools.
By default, all the vectors are selected. The two buttons Select All and Clear Selection allows you 
to reset the selections.
As in the main panel, you can use one of the three selections icons :  Square, Freehand 
or Circle selection.

   

When doing a selection, if a vector is selected, it appears 
in yellow instead of blue. (if you want to select a vector, 
just select its source)

If a vector source is not selected, its H.U.D color becomes 
lighter.
The tools available in the Edit menu will only apply on the 
selected vectors.

The circle selection use the same parameters as the H.U.D brush (the purple circle) so you can 
select your vectors by “drawing on the H.U.D”
It allows you to have source points only selected in part and thus to have nice effects when editing 
the vectors.

Note that if you reset the size of the vector field, all the settings that you have done 
(vectors, animation keys, selections, ...)  will be lost.

• The Render tab

    

The Render tab allows you to choose :
* The distortion mode of the image borders
(The example below illustrates the three modes at your 
disposal.)
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The Blur group effects

                      
                                       Source Image                                               Vector Field

                
                      None Border Mode                            Mirror Border Mode                         Loop Border Mode

• The Display tab

   

The  three  buttons:  Show  Source,  Show  Destination 
and Show Vectors allow you to select exactly what you 
want  to  see  on  the  H.U.D  :  the  red  source  points 
and/or  the  green  destination  points  and/or  the  blue 
vectors.

The button Show Only Selection allows to see only the 
vectors located inside the current selection.

The   Tran  sition   g  roup effects  

All transition effects in TVP Animation have a position parameter which requires the use of the 
animation key system (as described in lesson 9).
As well, we chose to make this parameter vary between 0% and 100% for each transition effect in 
order to show you their specifications. A setting of 0% will leave the picture intact and a setting of 
100% clears the picture (100% transparent). 

In order to study the effects of the Transition group, we will use the picture below.
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The Transition group effects

Be careful  that  the transitions  are  made between  the frames and a full 
transparent image.
Transitions are not transformations between two pictures.

   

The Transition > Block effect     

In this effect, you can adjust the number of rows and columns which will create blocks. To set the 
number of blocks, you just have to increase these two values. You can also select the way these 
blocks will appear or disappear on screen : random or in a direction you want.

  >  >  >  >  > 

The Transition > Blind effect     

This transition hides progressively a part of the current image. The numeric field value represent 
the number of division on the screen.
There are three types giving different results : crop, slide and stretch.

  >  >  >  >  > 

  >  >  >  >  > 

  >  >  >  >  > 

The effects of the Blur and Transition group 10-13



The Transition group effects

The Transition > Classic effect     

Classic  transitions makes the current image appear or disappear by moving a frontier. This one 
can have different shapes (circle, line, rectangle), as well as the color you want or even be faded. 
In case of circles and rectangles, you can adjust the position of the center of the shape.
The linear and tools menu will be explained in the lesson introducing the Motion group effects.

  >  >  >  >  > 

  >  >  >  >  > 

  >  >  >  >  > 

The Transition > Fade effect

The Fade transition is the most common transition ever used and does not need any other settings 
than Position. It was also introduced in lesson 9.

  >  >  >  >  > 

The Transition > Slide effect     

The Slide transition moves your video in a predefined direction you have to select. You just have to 
select the direction in the Direction menu.

  >  >  >  >  > 

  >  >  >  >  > 

The Transition > Rotary effect     

This transition clears the image following the movement of a clock's hands. The check box allows 
you to select the direction of movement and the menu is used to select the center on which the 
effect will be applied.

  >  >  >  >  > 
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The Transition group effects

The Transition > Page Turn effect     

This transition effect acts as if a paper sheet was removed from the screen.
You can choose to turn the page from the window border you want thanks to the Direction menu.

  >  >  >  >  > 
There are three modes : image, color and gradient as shown below :

       

Increasing the transition possibilities by using the FX-stack     

You can easily create new transitions possibilities by using multiple effects in a same FX-stack.

For example, using the Classic Transition effect with the Rotary Transition effect in the same stack 
can give this result :

  >  >  >  >  > 
Below, the Classic Transition, the Blind Transition and the Gaussian Blur effects were used in the 
same stack :

  >  >  >  >  > 

       

Of course, we can't show you here all the possible 
combinations because they are so many ...

But we guess you will certainly try some of them.
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Lesson 11 

 The effects of the Color and Keying groups

In this lesson you will learn to:

● Touch up the colors of a video sequence or an animation.

● Handle the effects of the Keying group.

Unless indicated otherwise, all images in this lesson have only one layer.



Color channels

Color channels

Based on the additive color principle, all colors are a mixture of red, green and blue (more or less 
dark) in exact proportions. 

TVP Animation enables the independent modification of each of the components described above, 
for all pixels on the screen. 

  

Click on the icon shown opposite in the  Tool bar to 
modify only the red component of the pixels :

The blue and green pixels are not affected by your work.
The yellow and purple pixels, which are partly composed of red, are partially affected.
This is what we refer to as Enabling the Red channel of the image.

You may proceed in the same way to enable the Green and Blue channels.
The left icon is the toggle to enable the Alpha channel. When it is enabled all pixels are locked in 
their current opacity, while the other channels can still be changed for these pixels, this makes it an 
ideal tool for recoloring the lines of a drawing.

The effects in the   Color   menu  

 

The Color > Black & White converter effect

The Black & White Converter effect has three parameters that may be locked using an animation 
key. By default, it transforms the images by deleting the color data. We therefore obtain the same 
effect as photos taken with a black and white film.
Increasing the value of the  Red parameter will  make the red pixels of the original image lighter 
when changing over to gray. Reducing the value will make them darker (see next page).
The same principle applies to the Green and Blue parameters.
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The color of a pixel therefore has a darker or lighter  Red component, a 
darker or lighter  Green component, a darker or lighter  Blue  component 
and a last component which indicates the pixel transparency level.

This last component is referred to as Alpha component.

Let's  take  a  look  at  the  image 
opposite:  the  various  colors  were 
spread  and  mixed  on  a  wooden 
palette.

All  colors  of  the chromatic  circle  are 
present  on  this  palette  (red,  orange, 
yellow, green, blue, purple).

This image will allow us to study all the 
color  modifications  available  in 
TVP Animation.

To do this, load the project « palette ».



The effects in the Color menu

       
    Default settings                                    Parameter Red at value 0                    Parameter Red at value 255

Below, a zoom on the red area of the image :

                     
      Default settings                   Parameter Red (value 0)       Original image                      Parameter Red (value 255)

The Color > Color Adjust effect

We'll keep the image from the beginning of this chapter and 
study the Color Adjust effect shown opposite in detail.

This effect uses the traditional notions of color modification 
for drawing and photo touch-up software packages:

* The Brightness parameter is used to increase or decrease the global brightness of the current 
image or video (use negative values to decrease brightness).
In other words, all the pixels present are either changed over to the black color or the white color.

      
  Brightness + 75%                            Original image                                Brightness - 75%
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The effects in the Color menu

* The Contrast parameter, if increased, will accentuate the luminosity differences between the light 
and dark areas. When decreased, it will reduce them.
A setting close to 100% will only make the primary colors appear, as well as black and white. A 
setting close to −100% will make the image or footage almost entirely gray.

      
    Contrast + 75%                                     Original image                                     Contrast – 75%

* The  Saturation  parameter accentuates or reduces color vivacity.  A setting close to 100% will 
reduce the number of pixels close to the gray colors while reviving the colors, a setting close to 
−100% will produce a gray drawing.

      
    Saturation + 75%                                 Original image                                      Saturation – 75%

* The Gamma setting is often used for photo touch-up but also enables lightening or darkening an 
image without leaving the impression that a dark or light sheen was placed over it. Its value may 
vary between 0.01 and 5.

         
  Gamma = 2                                             Original image (Gamma =1)                 Gamma = 0.5 

At  first  sight,  the  Gamma parameter  seems  to  have  the  same  effects  as  the 
Brightness parameter.  This  is  true,  with  the  difference  that  the  Brightness 
parameter affects all pixels on the screen whereas the  Gamma parameter affects 

the light and dark pixels only marginally.
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The effects in the Color menu

Below you will find an example of the difference between a gamma reduction and a reduction of 
the brightness : 
Reducing  the  Gamma by  half only  slightly  affects  the  pixels  making  up  the  paint  and  the 
background: the latter remain bright and clear. 
Modifying the Luminosity to −50% gives the same pixels a darker hue.

        
  Original image (Gamma =1)           Gamma = 0.5                                    Luminosity - 50%

* The  Angle  parameter enables rotation of colors at the angle of your choice around the color 
wheel (see below).
For example: going from angle 0° to the angle 90° will transform the orange colors in the image to 
green, blue to purple,…etc.

        
     Original image                                  Rotation of colors of 90°                The color wheel

* The Rotation parameter reflects the number of turns around the color wheel before arriving at the 
chosen angle. This allows you to make the colors vary in a time cycle, which is sometimes useful 
for colored logos.

In the example below, we start with a blue TVPaint logo (R=0, G=0, B=255), placed on each image 
of an animation layer comprising forty-eight images.

An animation key is placed at the first image of the layer, locking the value « 0 » for the Rotation 
parameter. A second key is placed at the last image of the layer, locking the value « 2 » for the 
Rotation parameter.

When the FX stack is applied, you see the following result:

The logo changes color in cycles, going twice in a row through the colors of the color wheel.
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The effects in the Color menu

The Color > Color Eraser effect

Let's assume that we want to delete the green and blue colors in our image. This is easily done 
using the Color Eraser effect.

By  erasing  the  color  we  understand  erasing  the  data  relative  to  the  color 
composing the pixels  and not  modifying  the opacity  of  the pixels.  In  other 
words, we unsaturate the pixels with a precise hue.

         
                                                                 Original image                                         Image with green and blue 

 hues erased                     

Start by selecting a color in the green area of the image in the Color box of the panel above. Part 
of the green pixels will then be unsaturated and turn to gray. To obtain a better finish, you may 
increase or decrease the tolerance or softness thresholds.

To select the pixels according to their hues, the color bar of the panel as well as the 4 mini-sliders 
will help you.

  non-unsaturated hues,

  progressively unsaturated hues,

  completely unsaturated hues,

The  Invert  button  is  used  to  invert  the  final  result:  saturated  pixels  become 
unsaturated and vice-versa. If necessary, the popup menu Display enables recovery 
of source image viewing.

The Color > Color Replacer effect

    

The  Color  Replacer  effect is  based  on  the  same 
principle as the  Color Eraser  effect, with the difference 
that you do not unsaturate the colors.
Indeed,  using  Shifting  values  enables  progressive 
modification of the hue, saturation and luminosity of the 
chosen  color  range. You  may thus  easily  toggle  one 
color range to another.
The Shifting values are calculated as being « gap » in 
the H.S.L system between the two colors of the panel 
(blue and yellow in this example).
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The effects in the Color menu

    
                              Original image                                  Yellow colors changed to blue

The Color > Curves effect

Each pixel on the screen is defined by its components: 
* The so-called R.G.B.A generates the color of a pixel with four components: red, green, blue and 
alpha. In this system, the values of the four components vary between 0 and 255.
* The H.S.L.O system generates the color of a pixel using four other components: hue, saturation, 
luminosity, opacity. In this system, the values of saturation and luminosity may vary between 0 and 
255, the hue may have a value between 0 and 359 (thus the previously used concepts of angle 
and color wheel).
Inversely, any pixel on the screen may be broken down in each of the two coordinate systems. 
Modifying the color of a pixel therefore means you modify the values of its components.

The  Curves effect  enables  precise  management  of  these 
modifications: the  Mode  popup menu offers a choice between 
the two systems described above.

Let's go, for example, into the H.S.L.O system and take a look at 
our  image.  Next  to  the  name  of  each  component  we  find  a 
miniature  profile,  comparable  to  those  we  encountered  when 
studying the drawing tools and acceleration of an effect.
Click on the luminosity miniature profile to call up the edit profile 
window.

The options proposed are traditional: flip the curve along the « X » 
or « Y » axes,  use pre-defined curves, save the settings,  modify 
interpolation of the points… 

Now we just have to study the meaning of the curve:
*  The horizontal  axis  represents all  luminosity values that may be contained in  a pixel  on the 
screen (values between 0 and 255)
* The vertical axis (also known as  LUT:  Look Up Table) represents all luminosity values of the 
pixels once the Curve effect has been applied.
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The effects in the Color menu

Let's take the curves below as examples:

We have just studied the luminosity curve in detail. Now it's up to you to work with the other curves 
and use them to the advantage of your projects. 

The Color > Histogram effect

We have just seen that it is possible to work on pixels using curves.
TVP Animation also offers the possibility to work on the colors on a more «statistic level» thanks to 
the Histogram effect. 

The first function of the histogram is to provide information about the distribution of colors on the 
screen.
Let's take for example the images below and select the  Master tab  in the first row of tabs and 
Luminosity in the second. We will obtain the following graphs :

 >        > 

The Log box enables use of a logarithmic scale instead of a proportional scale. For the moment, 
pay attention that this box is not checked …

* The more dark pixels the image on the screen contains, the more dense the graph is to the left 
(this is the case for our red planet).
* The more light pixels the image on the screen contains, the more the graph is concentrated on 
the right (this is the case for the image of the tree).

For a luminosity value  given in the abscissa, the graph proportionally represents the quantity of 
pixels of the image having this luminosity value on the ordinates axis.

The blue curve represents the percentage of pixels having at least attained the luminosity value in 
the  abscissa,  the  vertical  red  line  represents  the  pixels  the  luminosity  of  which  is  the  most 
represented on the screen.

The second function of the histogram, as you may have guessed already, is to modify the color 
properties of  the image or video of the current  layer  (here again,  the animation keys lock the 
parameters for a given position in the timeline).
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*  In  this  example:  the  luminosity  of  every  pixel  is  divided  by  two  after 
application of the effect (for example, a luminosity value of  50 changes to 25 
after application of the effect).

* In this example, the luminosity of every pixel remains unchanged.

* In this last example, any pixel with a luminosity value between approximately 
64 and 192 will turn black, the others remain unchanged.

The tabs Red, Green, Blue and Alpha work according to the same principle 
and  image analysis is reduced to the channels of the corresponding colors.



The effects in the Color menu

To do this, we have to use the slider system of the histogram. You may use two, three or four of 
them. The latter enable re-calibration of the histogram by stretching or contracting it.
Let's  again  take  a  look  at  the  pixel  luminosity  component.  Below,  you  see  the  example  of 
luminosity modification using the three sliders:

      
    Before application of the FX stack      Settings                                               After application of the FX stack 

The section of the histogram between the abscissas 25 and 128 will be contracted to fit between 
the abscissas 0 and 51. The section of the histogram between 129 and 255 will be stretched to fit 
between abscissas 52 and 255.
This means that the dark components of the pixels in the image will be reinforced and contracted 
whereas the light components of the pixels in the image will be redistributed, spread and therefore 
reduced.

The first row of tabs contains four tabs: Master, Shadows, MidTones and HighLights.
* Clicking the Shadows tab limits the impact of the slider modifications to the dark colors, gradually. 
* Clicking the  MidTones  tab limits the impact of the modifications to the medium tones and will 
reduce them progressively and finally cancel them out for the dark and light colors.
* Clicking the  HighLights  tab limits the effects of the histogram modifications to light tones, the 
latter waning progressively then canceling out for the medium and dark tones.
* The Master tab affects all color ranges in the same way.

Look at the following graphs for a better understanding:

= + +
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The tabs Red,  Green,  Blue and Alpha make the other graphs relative to the 
current image appear. Each of them may be modified independently of the 
others.

The principle of contracting and stretching is the same, regardless of how 
many sliders are used. Only the number of contracted or stretched intervals 
changes..



The effects in the Color menu

Three curves are represented:

* The black curve represents the impact of the modifications in the histogram on the dark tones 
(Shadows tab)
* The gray curve represents the impact of the modifications on the medium tones (MidTones tab)
* The white curve represents the impact of the modifications on the light tones (HighLights tab)

The tones concerned are located on the abscissa.
The impact power is represented on the ordinates axis (the higher the curve for a given range, the 
higher the influence of the histogram modification on this range).

The Color > Sliders effect

In  addition  to  the  effects  affecting  the  color  on  a 
« geometric » and « statistic » level, there is a last color 
correction effect which is more complete and is applied 
using sliders (as the name implies …).

* It also has four tabs: Master, Shadows, MidTones and 
HighLights   which have the same task as those in the 
Histogram tool:  used  to  choose  whether  you  wish  to 
work on lighter or darker color ranges.

*  The  following  four  tabs:  Gamma,  Contrast,  Gain,  
Brightness control how the LUT curves will be modified 
when a slider is moved.
* The seven lines correspond to seven LUT curves (see 
above) which may be modified: Temperature, Magenta,  
Luminosity, Red, Green, Blue and Alpha. 

When the Gamma tab is selected, moving the slider to the right increases the height of the L.U.T 
curve (and therefore increases the values of Temperature, Magenta, Red, Green, ...) for the range 
selected (Shadows,  MidTones,  HighLights). The ends of the curve are less affected by the slider 
modifications (the modifications take place progressively).

When the Contrast tab is selected, moving the slider to the right increases the height of the L.U.T 
curve in its high sections and decreases the curve in its low sections for the chosen range. This 
means that the strong values of (Temperature, Magenta, Red,…) will be reinforced and the weak 
values reduced for the range of your choice (moving the slider to the left produces the opposite 
effect).

The Gain tab functions in roughly the same way as the Contrast tab, but the ends of the curve are 
gradually less affected by the slider modifications (the modifications of the values of Temperature,  
Magenta, Red,… are the same as with the tab Contrast but work in a more subtle and progressive 
manner).

The effects  of  the  Brightness tab are similar  to the  Gamma tab but  the modifications  are not 
applied in a progressive fashion due to the identical attribution from one end of the curve to the 
other.

11-10 The effects of the Color and Keying groups

The circled sliders in the graph opposite are used to move, contract 
or stretch the three curves and, consequently, modify the effect of 
the tabs.



The effects in the Color menu

The Color > Scan Cleaner effect

This effect is used to clean up a scanned image drawn by hand. 
Let's take a look at the sketch below to the left. This effect will not only make the light pixels of the 
image transparent and color the remaining pixels black (1)
but will also remove unwanted pencil marks (2)

      >>    (1)

          >>   (2)
The diagram below illustrates the role of the profile curve present in this effect :

The Colors > Image Source effect

It is necessary to know a few effects of the Stylize group (like Drop Shadow, Add 
Border or Lumix, ...) in order to master the Image Source effect perfectly. So it will 
be studied at the end of lesson 12.
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The effects of the   Keying   menu  

The Keying menu contains all effects which are used to make a color on the screen transparent. 
These effects are sometimes called cut-out and incrustation effects.

The Keying > Luma Keyer effect

The Luma Keyer effect is used to render pixels transparent according to their luminosity.
When you have scanned an image on a white background you obtain a completely opaque layer. 
With  the  Luma Keyer  effect  is  is  therefore  possible  to  make  the  white  pixels  of  this  image 
transparent:

  >        

Let's take a look at the drawing on real paper above. Application of the Luma Keyer effect set with 
correct parameters will render the light pixels transparent (independent of their hue and saturation), 
progressively increase the opacity of the medium tone pixels and leave the dark pixels intact. This 
gives us the image shown to the right.

These are the functions of the Keying > Luma Keyer effect:
* The Display popup menu is used to choose between viewing the source image and viewing the 
result.
* The color box is used to choose the color the luminosity of which you wish to render transparent 
directly on the screen.
* The buttons + and –  are used to adjust the tolerance and softness of pixel cut-out.
* The mini-sliders allow adjustment of the following, depending on the luminosity and with the help 
of the diagram below:

It is recommended to combine the Luma Keyer effect in a multiple FX stack 
with  the  Colors  > Histogram  or  the  Colors >  Slider  effects  to  be able  to 
precisely adjust pixel transparency (use the parameters relative to the alpha 

component) and remove the gray aspect (light) of semi-transparent pixels.

11-12 The effects of the Color and Keying groups

At  this  point,  it  is  possible  to re-color  the image,  if  desired : 
simply place a layer under the image obtained and spread the 
colors of your choice on it (see example opposite).

You may also use the shape floodfill tools studied in lesson 6.

The type of pixels which remain opaque

Those which are progressively made transparent

Those which will be completely transparent



The effects of the Keying menu

The effects Keying > Luma Keyer and Colors > Scan Cleaner change the opacity 
of the pixels differently : the  Luma Keyer doesn't remove the unwanted pencil  
marks. The Scan Cleaner change the color of the pixels, and the Luma Keyer 
doesn't.

The Keying > Color Keyer effect

  

The Color Keyer effect uses the same principle as the Luma 
Keyer effect.  It  deletes the selected color  on the image or 
video footage of your choice.
It is no longer required to concentrate on pixel luminosity but 
on the entire color.

Two types of parameters may be locked with a key: Tolerance and Smooth.
In the FX stack above we see: the higher the value of the Tolerance parameter, the more colors 
close to « blue » will be deleted.
The higher the value of the Smooth parameter, the less abrupt the transition between opaque and 
transparent pixels will be.

       

Opposite,  most of  the bluish colors of the sky 
and cloud become transparent.

The green and dark colors of the tree are further 
away from blue and therefore opaque.

With the Invert parameter, the effect can keep the color chosen in the Color parameter whereas to 
remove it.

    

The  opposite  image  shows  the  result 
when the Invert parameter is checked.

These two keying effects may,  of course, by applied to a complete footage, 
which makes work easier when using a scanner with loader or a recorded video 
sequence.
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Let's take another concrete situation :

        

The character nearby was shot in front of a blue screen. We are going to explain how to remove 
this blue background and to replace it by another background.
It's  a  technique  often  used  for  animation  :  weather  reports  are  shot  with  a  single-colored 
background which is removed and replaced by a weather chart.
Let's go back to our character : the purpose is to make transparent all  the blue pixels and to 
display a new background on another layer. To do so, let's load a landscape background nearby 
and put it as an Animation layer, under the layer containing the character.

       The blue color is called key color (that's why the effect is called keying).

You should have a timeline looking like this :

    

  

The same method is also used to create a weather report (see below)

      

There are other keying effects, more complex, which have to be used in some specific situations.
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Now select the Color Keyer effect in the FX stack.
Choose  a  blue  pixel  from  the  background  and  adjust  the 
tolerance and softness parameters.

Apply  the effect  to the whole  image sequence,  and here it 
goes, the blue background has disappeared and is replaced 
by the landscape.



The effects of the Keying menu

The Keying > Chroma Keyer effect      

The Keying > Chroma Keyer effect is used to make pixels transparent depending on their tint and 
saturation.

         

The panel and the buttons of this effect look very similar to the ones of the effect 
Color > Color Eraser. That's why we will not explain each parameters in details...

Let's take for example the video sequence above with orange and red flowers. The background of 
this sequence is a blue-gray shutter (more or less dark blue-gray tints).

If you use the Keying > Color Keyer  effect by selecting one of the dark shutter colors, it will not 
remove all the shutter pixels but it will remove some pixels of the flower's stalk too. (see below (1))

If you use the Keying > Color Keyer effect by selecting one of the light shutter colors, it will remove 
all the pixels of the shutter but it will remove the light pixels of the flower's too. (see below (2))

    (1)        (2)

The results above, obtained after the use of the Keying > Color Keyer effect, are imperfect.

The Keying > Chroma Keyer effect will help us to obtain better results.

   

* The Tint parameter bar will make transparent the blue pixels in a wide range : light blue or dark 
blue will not change the result. The orange-red pixels of the flowers and the green pixels of the 
stalk will stay unchanged.
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* The Saturation parameter bar permits to make green pixels more or less transparent depending 
on their saturation. As a consequence, we will be able to make transparent all the blue-gray pixels.

Here is the result : we finally succeed to keep the pixels of the flowers visible and make the pixels 
of the shutter transparent.

    >>  
To finish our work, we can easily add a landscape on a layer and put it behind the flowers layer. 
(see the timeline below)

      >> 

Let's go back to our blue-screened character :

Although we used the Keying > Color Keyer effect with the our blue-screened character in the last 
chapter, you certainly guess that it is also possible to use the Keying > Chroma Keyer effect.

When characters are shot with blue screen, there are sometimes some undesired light effects, 
especially little blue reflections colorizing some part of the image (see image below on the left).

It is of course possible to remove the blue tint to these pixels by making them grey.  That's the 
function of sliders and buttons from the Spill Removal section of the panel.

    >>   
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The Keying > Alpha Control effect     

Let's take back the example of our flowers. The Keying > Chroma Keyer has been already applied 
and the landscape background is visible behind the flowers. If you look at it in detail, you will see 
that some imperfections remain : a black borderline, more or less visible, is still remaining, small 
lines or points are not fully transparent and stand out from white clouds.
The Alpha Control effect can fix these errors.

     > 

Here is how the effect appears in the FX Stack : 

* You can first notice the presence of a histogram, a 
tool  you are now familiar  with.  This one represents 
the quantity of pixels displayed on screen depending 
on their luma (in percentage).

* In the bottom of the panel, there are some numeric 
fields and mini-sliders at your disposal :

The Shrink parameter can trim the opaque pixels of the image. That is the best to remove the black 
borders around the flowers.

The  Erode  parameter erase progressively  the opaque pixels  of  the image by starting from its 
borders. It permits to soften the transition between transparent pixels and opaque ones, and even 
to improve the superimposition effect.

Both  Blur  parameters can reduce and soften the shapes borders between  opaque pixels  and 
transparent ones.

The  Gain parameter permits to turn opaque and to darken pixels which are almost transparent. 
This is very useful to stand out the little imperfections, especially the ones that have not been fully 
removed when using some Keying effects.

On the opposite, the Lift parameter can turn opaque the pixels which are almost transparent.

      
    Use of the Erode parameter               Use of the Shrink parameter           Use of the Gain parameter set to 1000% 
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The Keying > Advanced Keyer effect     

The  Advanced  Keyer  is  the  most  complex  and  the  most  powerful  Keying tool  in 
TVP Animation Professional Edition. Experienced users often use it for very accurate keyings.

We have already seen that each color can be broken up in various ways depending on the color 
system (RGBA, HSLO, YUV) while each system defines color channels. (the YUV system is used 
by the NTSC and PAL video formats)

The Advanced Keyer effect permits to cut-out on each color channel which allows you to do very 
accurate keyings. (see below) 

    

* The Key tab lets you adjust the keyer in the different color systems.

* The Matte tab has the same function as the previously described Keying > Alpha Control effect 
so you can just adjust the cutout process better.

*  Finally,  the  Spill  Removal  tab  is  also  available  and  works  the  same  as  the  Keying  > 
Chroma Keyer one.

        

Working with the Hue and Saturation component of the HSLO system is the same 
than working with the Keying > Chroma Keyer effect.
Working with the Luma component of the HSLO system is the same as working
with the Keying > Luma Keyer effect.
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The Keying > Cross Keyer effect     

          
The Keying > Cross Keyer effect works in a different way than the other keying effects :
It doesn't require to select a range of colors in a color system like RGB, TSL, YUV, etc ...
In this effect, you only need to define a first region whose colors will be kept, and another region 
whose colors will become transparent.

Selecting those two regions can be easily done thanks to the two dedicated Region buttons :
* To select the colors you want to keep after applying the FX, just use the left mouse button on the 
Keep button. After this you will be able to select an area directly on the HUD. (your cursor will be 
changed into a lasso)
* To select the colors which will become transparent, you can use the same method with the Drop 
button.

When selecting a new area on the HUD :
* Use the left mouse button to add it to the previously selected area.
* Use the right mouse button to substract it from the previously selected area.

To visualize the render of this effect, use the right mouse button on the current activated button 
(Keep or Drop). Of course, the result depends on the two areas you have just selected.

In the example below :
On the left image : there are two areas located on the sky and on the pathway. They indicate the 
colors (red and cyan) that will be kept on the whole picture.
On the right image : there is one area located on the grass and on the trees. It indicates the colors 
(orange and green) that will be dropped.
The picture in the right shows the result after applying the effect :

      >  
    Keep region                                         Drop region                                              Final result

      

* The  swap keep and drop regions button allows to swap the 
Keep and Drop regions.
It is then possible to obtain the opposite result.
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* The Mix parameter allows to extend or restrict the number of colors located in the transparent 
area of the resulting image.

        
     Mix = 0%                                                Mix  = 50%                                            Mix  = 100%

*  The  Edge parameter  allows to adjust  the mixing  level  between the transparent  and opaque 
pixels.
The lower the value will be, the less the two regions will differentiate. The higher the value will be, 
the sharper the edges will appear.

        
      Edge = 0%                                            Edge = 50%                                         Edge = 100%

*  The  Spill  Removal parameter  has  the  same  function  as  the  Spill  Removal parameters 
encountered in the effect Keying > Chroma Keyer : it unsaturates the undesired light reflections.
In the example below, we zoomed on the frontier between the grass and the pathway.

        
     Source Image                                       Spill Removal  = 0%                             Spill Removal = 100% 
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Lesson 12

The effects of the Stylize group

In this lesson, you will :

● Discover some effects of the Stylize group dedicated to animation.

● Discover some effects of the Stylize group dedicated to video-editing.



Introduction

Introduction

The effects of the Stylize menu are often used to work on logos, drawings or video footages. We 
will take the images below as reference images for our examples:

        

The Stylize > Glow effect
It is possible to create an aura around a text or any other image containing transparent pixels … 
The Width, Height, Color and Opacity of this aura may change in time thanks to the key system.

      

The Stylize > Grain effect

This effect adds a noise (polychromatic or monochromatic) to the image or video footage of your 
choice. The  Size  parameter is used to set the size of the grains, the  Range  parameter controls 
their distance. 
It is also possible to adjust their color using the parameters  Red Variation, Green Variation and 
Blue Variation as well as modify their transparency.

If a logo is placed in front of a filmed sequence, application of a light noise on the logo helps 
integrate it into the sequence and minimize the « computer » look of the latter. The noise effect 
may also be used to smudge an image or drawing in a different way than a blur effect.

          
 Original image                Monochromatic noise            Polychromatic noise

    
       Original image                                   Blue polychromatic noise                  Noise with larger grain size
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The  running  kid  and  the  TVPaint  logo  are 
located over different background layers.



The Stylize > Bevel effect

The Stylize > Bevel effect

This effect is used to give volume to your logos or drawings.
The Mode popup menu is used to choose between creation of an inner or outer relief. You may 
also use both effects at the same time, which gives a relief effect to the contours of your image.
To give an image relief you must set the Size of the bevel as well as its Lighting using the following 
parameters: Force, Altitude, Direction, Color and Power. 
The Smooth parameter enables attenuation of rough contours by applying a slight blur.

    
Inner bevel                                               Outer bevel                                             Inner and Outer bevel

            
                                 Inner bevel                                  Outer bevel                           Inner and Outer bevel

The Stylize > Drop shadow effect

This effect is useful to add a shadow to a logo or any other image that is not entirely opaque. 
Color, Direction, Distance and Opacity are parameters that may be set using keys at your disposal. 
In this way you can make the shadow of your logo move as if a light source were moving above it.

          
Various shadow distances and directions 

            
Traditional shadow and blurred shadow

(the background and the running kid are located on different layers)

The  Shadow only option of  the  Toonshading  and  Drop Shadow effects will  be 
studied later in the chapter called « the Color > Image Source effect » 
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The   Stylize > Toon Shading   effect  

This effect differs from the drop shadow as it enables creation of a shadow inside an image. The 
transparent pixels are not affected by the creation of your shadow (see below).

                 
                  Toon Shading                                                      Drop shadow

Let's take the shape filled with white below as an example to study this effect: 

              
     The panel of the toon-shading effect                     Our reference image                     The HUD of the effect

- The Color box is used to choose the color of the shadow you will create.
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The Stylize > Toon Shading effect

- The Intensity option is used to vary the power of the shadow in time:

          

- The Profile option is used to vary the nature of the shadow:

          

                          

- The Size in pixels sets the range of the shadow:

          

-  The  Angle  parameter  is  used  to  choose  the  direction  of  you  lighting/shadow.  When  using 
animation keys, the Rotation parameter reflects the number of complete rotations to be carried out 
before arriving at the chosen angle.
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- The Spread parameter (in degrees) defines the angle over which the shadow will be spread.

          

Using the  HUD is  very practical  to adjust  the angle,  size and spread of  your 
shadow.

- The Ray Count parameter refines the result when applying the effect. The higher this value, the 
higher the quality of your image, the lower the value, the more noise your shadow will contain.

          

- The Border box, if checked, is used to create a shadow from the borders of your project (see 
below).

                    
            Original image                            Border option not enabled          Border option enabled
Once you know how to use the Toon-shading effect, it is possible to create all kinds of shadows for 
your characters:

            

The  Shadow only option of  the  Toonshading  and  Drop Shadow effects will  be 
studied later in the chapter called « the Color > Image Source effect » 
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The Stylize > Erode effect

This effect enables eroding the contours of an image or video footage.
This may create an interesting effect for the appearance or disappearance of images as well as for 
the attenuation of contours (see below…). There are two parameters that may be adjusted using 
keys : Width and Height.

            

The Stylize > Add Border effect

This effect is in a way the opposite of the  Erode effect.  It  enables creation of a border of the 
thickness of your choice around an image. As TVP Animation works with sub-pixel precision, it is 
possible to increment this thickness in steps of 0.5 pixel using the associated mini-slider.
It is also possible to choose the color of the border.

  

Here again, the option Border only will be studied later in the chapter called « the 
Color > Image Source effect » 

The Stylize > Bloom effect

        
This effect produces a light blurred aura on the current image and may give an unreal aspect to an 
animated footage. Contrary to the  Glow effect this bloom is applied to the opaque areas of the 
image.
The parameters Width and Height are the same as those for the Glow effect.
If you wish, you may apply the bloom effect to the channel of your choice (Red, Green or Blue) and 
control Blur, Saturation and Luminosity of this aura.
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The Stylize > Blender effect

The Stylize > Blender effect

        

This effect blends the original image in a certain way and then transforms it into a large puzzle, the 
pieces of which have distorted contours. The adjustable parameter enables random modification of 
the result.

The Stylize > Mosaic effect

              
This effect was already studied in lesson 9. It enlarges the pixels on the screen to the Width and 
Height of your choice.

The Stylize > Posterize effect

        

This effect is used to reduce the number of colors on the screen and simplifies the original image 
or video footage. The Number of colors parameter may be set using the mini-slider and locked with 
a key.

This  Number  of  colors  parameter  does not  represent  the  exact  number  of 
colors on the screen but  the number of colors blended to obtain the effect 
required.
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The Stylize > Noise effect

        
This effect moves the pixels of the original image at a distance corresponding to your parameter 
setting. 
You may also choose the percentage of pixels of the original image to be moved.

Well applied, this effect gives the impression that one sees the image or video footage through 
frosted glass.

The Stylize > Print effect

        
Have you ever looked at a comic or cartoon strip through a magnifying glass? The color areas are 
made up of superposed round points of different sizes and colors.
The Print effect reproduces exactly this aspect.

You may choose to work in Color, in Black & White or work only on the non-opaque areas of the 
image…

        

The Size parameter is used to set the size (and therefore the number) of dots on the screen.
Above you see the Print effect applied with the Color channel and with the Black & White channel.
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The Stylize > Negative effect

        
This effect replaces the color of each pixel with its negative.

The Stylize > Solarize effect

        
This effect reproduces the photographic effect named solarization which consists of mixing the 
colors of an image with the colors of its negative.

The Stylize > Color Range effect

        
This effect substitutes the colors of one of the channels Red, Green, Blue, Alpha or Luminosity with 
those of the gradient of your choice (see lesson 3 for gradients).

In the example above: the gradient blue > orange > yellow was applied on the image's luminosity 
channel: 
the yellow pixels replace the light pixels of the image,
the red pixels replace the mid tone pixels,
the blue pixels replace the dark pixels.

12-10 The effects of the Stylize group

   These two effects have no parameters.



The Stylize > HalfTone effect

The Stylize > HalfTone effect

        

        

The Halftone effect reproduces the aspect of a « grid » on the current image and gives the current 
image the appearance of an «artist's canvas».

* You may set the parameters for the horizontal and vertical cells (H cells and V cells), Direction,  
Opacity of the grid as well as their type (Line, Dot, Cross, Checks, Blocks, etc.).

* There are also several application modes: Color on black, Color on white, Saturation, etc.

* Finally, you may use the Jitter parameters which will slightly modify the shape of the grid.

The Stylize > Lumix effect

This effect exchanges the luminosity values of the pixels in an image or source video footage with 
those of another image or footage, which gives the impression of seeing an image through the 
contours of another image (see below).

        >>   
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The Stylize > Lumix effect

    >>  

The Source Image notion

A source image or footage is used in the Rendering box of the Lumix effect and some other effects 
(in particular the Motion > Keyframer effect which will be studied later). Let's discuss this further:

TVP Animation offers some effects which require the use of an image or footage other than the 
current image. These are referred to as source images or footages.
Several choices are available for the so-called source images or video footage: the project of your 
choice, the layer of your choice, the current brush or animated brush, the spare image, the paper, 
the current display, the FX stack.

                         

* The choice FX stack will use the current image with the effects of the FX stack applied as Source 
Image before applying the parameters set for the Source Image.
* The choice Current layer allows you to apply the effect from the current layer.
* The choice Display allows you to apply on the current layer the effect from the footage viewed 
when playing your project (the effect will be that all layers appear to be merged, while the hidden 
layers are not taken into account).
* You may also choose to use the Spare Image or Paper if they are available.
* When choosing another project, layer or brush, you may adjust the Pre- and Post-Behavior, the 
position and the animation mode: the number « n » of the Position parameter corresponds to the 
image « n » of your project, animation layer or animated brush. 
The Animation mode controls the  « behavior » of your brush, layer or project: random animation, 
ping-pong, animation reduced to the image indicated in the position parameter, etc.
If  the number of source images is lower than the number of images to which your effects are 
applied, you may adjust the Pre- and Post-Behavior for your source (random, pingpong, loop, etc.).
As required, you may choose to flip your source vertically, horizontally or both, before using this 
source.
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The Colors > Image Source effect

The Colors > Image Source effect

The Colors > Image Source effect allows you to display the image or the sequence of your choice 
on the current layer.
* The Source menu use all notions encountered in the last paragraph. As a consequence, you can 
choose to display the current layer, another layer, a paper, the spare image, another project, the 
current custombrush, etc.
* The Blend popup menu is used to choose the mode to be used when drawing the Source Image 
or Sequence on your current Layer (Color, Behind, Erase, ...)
* The Opacity parameter allow you to adjust ... the opacity of the displayed image or sequence.

This effect could seem simple, even obvious, but it has a lot of useful applications :

1  st    example :  

  >>  >> 
   Original image                                  After applying the effect                 After applying all the FX-stack
                                                              Stylize > Glow only                               
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On the unique layer of our timeline, a «TVPaint» 
logo has been drawn. We are going to replace it 
by its own glow.

Let's take a look at the FX-stack opposite :

1)   The  first  effect  that  will  be  applied  is  the 
Stylize > Glow effect.

2)   The  Colors  >  Image  Source effect  is  the 
second  effect  that  will  be  applied.  The  Source 
selected is Current layer and the Blending Mode 
is the Erase Mode.

In this way, the «TVPaint» logo will be removed 
just after the rendering of the glow on the screen.

This process works with other effects 
of the  Stylize group like  Add Border 
or Bevel (with Outer option selected). 

(For  the  Drop  Shadow and  Toonshading 
effects, please study the next example)



The Colors > Image Source effect

2  nd   example :  
In this example, we will create a shadow for the running kid thanks to the Stylize > Toonshading 
effect. This shadow will be rendered on an empty animation layer.

     

In  the  FX-stack  opposite,  the  Stylize > 
Toonshading effect  will  be  applied  on  the 
animated  layer  called  “Toon  Shading”.  (see 
the timeline below)

The effect Colors > Image Source  allows you 
to specify the reference layer used to render 
the  shadow.  Here,  the  Source  is  the 
animation layer called “color”.

If we use the Erase blending mode as we did 
in  the  first  example,  the  shadow  will 
disappear.  (the  toonshadow  is  inside  the 
running kid)

That's the reason why we will keep the Color 
blending  mode  and  use  the  Shadow  Only 
option of the Stylize > Toonshading effect.
It  allows  us  to  create  the  shadow  of  the 
running kid without re-drawing it.

It  is then possible to generate a shadow for 
our running kid on a separate animated layer.
As  a  consequence,  the  character  is  not 
altered by the rendering of the shadow.

In this example, the Colors > Image Source effect allows you to define an image or an animation 
sequence as reference for the “following” toonshading effect in your FX-stack.

   

In this example, it is also possible to replace the effect  Stylize > ToonShading by 
the effect  Stylize > Drop Shadow. (the Shadow Only option is also present in this 
effect)

In that case, you will obtain a classical shadow. Of course, the character layers (colors and 
Running Kid) will stay unchanged.
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The Colors > Image Source effect

Here is the 3D view of the layers you can obtain after using the effects  Colors > Image source, 
Stylize > Drop Shadow and Stylize > Toonshading.

    

Toonshading Layer

Borders Layer

Colors Layer

Drop Shadow Layer

Background Layer

 

                                         

The resulting image
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The Stylize > Convolve Effect     

The  effect Stylize >  Convolve  allows  you  to  modify  the  pixels  of  an  image  or  an  animated 
sequence by using a matrix (here below on the right).
For the neophyte,  a matrix is an ordered set of  numbers listed in a rectangular  form. For the 
mathematicians, it is a powerful and convenient calculation tool used in algebra.
To open the matrix relative to this effect, just click on the Edit button of the panel.

   
The matrix of our effect contains 13 rows and 13 columns, and as a consequence 169 numerical 
fields. Each numerical value is usually called coefficient.
The grey boxes are located on the two diagonals of the matrix. It usually gives a better readability 
when you fill in the matrix.

We have already seen that each color can be broken up in various ways depending 
on the color system. For example, the Slider tab of the Color Picker panel gives the 
numerical values of the A color in the R,G,B and T,S,L color systems.

The Stylize > Convolve effect calculates a new value (and so gives a new a color) for each pixel in 
an image or an image sequence by using the values (and so the colors) of its neighboring pixels. 
In the mathematical point of view, each new value in the R,G,B color system will be calculated by 
taking the average of itself and the pixels surrounding it. It is a weighted average using the matrix 
coefficients.
Well, you are an animator, not a mathematician, it doesn't help you a lot to get an idea of the 
internal working of this effect...

How to obtain convincing results by changing the numerical values of the matrix ?
The examples below should help you in this task.

1  st    example : How to create a Blur  

 
Using  this  3x3  matrix  (3  rows,  3  columns)  will  make each  pixel  modify  itself  according  to  its 
neighboring pixels.

The surrounding pixels will have more weight (or will be more represented) than the central pixel :
this is exactly the common process to render a blur effect.
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Let's take a look at the matrix opposite : each coefficient is equal to 3, 
except  the  central  coefficient  which  is  equal  to  1.  All  the  other 
coefficients are equal to zero (and not visible here)

Here is an example. In the TVPaint logo opposite :

* The white and opaque pixels outside the TVPaint logo are most often 
surrounded by opaque white pixels.
A weighted average of white pixels gives ... a white pixel.



The Stylize > Convolve Effect     

 
 

                              
Below, two zooms on the « T » letter of the TVPaint logo :

    >   
 Before applying the effect        After applying the effect  

    >   
And here is the final result :

   >  
              Before applying the effect                                 After applying the effect  

2  nd     example : What happens with a bigger matrix ?  

 
Using  this  5x5  matrix  (5  rows,  5  columns)  will  make each  pixel  modify  itself  according  to  its 
neighboring pixels. We use here a larger radius than in the 3x3 matrix of the first example.
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From the result above, it is possible to deduce 
the  result  of  the  Stylize >  Convolve effect  on 
some pixels 

Here is the result on a wider area of pixels.

The TVPaint logo begin to get blurred ...

* For the pixels located at the frontier between the blue and white areas, the situation is a bit 
more complicated : a weighted average of blue and white pixels gives a more or less light blue, 
as shown below :

* The blue pixels inside the TVPaint logo are most often surrounded by 
blue pixels.
A weighted average of blue pixels gives ... a blue pixel.

Let's  take  a  look  at  the  matrix  opposite  :  each 
coefficient is equal to 3, except the central coefficient 
which is equal to 1. All the other coefficients are equal 
to zero (and not visible here)

In  this  case,  the  principle  is  the  same  as  the  one  enunciated 
above,  but  more pixels  are  taken into account  to  calculate  the 
average
It gives a larger blur than the one obtained with the 3x3 matrix. 
(see next page)



The Stylize > Convolve Effect     

Below, two zooms on the « T » letter of the TVPaint logo :

    >                  >     
 Before applying the effect        After applying the effect               Before applying the effect       After applying the effect 

    >    
           Before applying the effect                                      After applying the effect  

It is easy to understand that the bigger your matrix will be (the more coefficients equal to 3 in our 
example), the more pixels will be used to calculate the resulting colors. (the larger will be the blur in 
our example) Here is what you can expect by using bigger matrix, constructed in the same model 
than the one above.

 
 Above the source image. Below the blurs that you can obtain by using a :

                   
        3x3 matrix                                      5x5 matrix                                       7x7 matrix

                   
        9x9 matrix                                     11x11 matrix                                    13x13 matrix

The execution speed of the  Stylize > Convolve effect depends on the number of 
coefficients which are different from zero inside the matrix. In other words, the more 
zero coefficients you will have in the matrix, the faster the effect will be applied.

3  rd   example : How to have a sharper image :  
Obtaining a sharper image is the opposite as obtaining a blurred image.
The surrounding pixels will have less weight than the central pixel : in other words, they will be less 
represented than the central pixel.

Now we can apply this effect to our logo :

     >     
          Before applying the effect                                        After applying the effect  
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Let's take a look at the matrix opposite : each coefficient is equal to -2, 
except  the  central  coefficient  which  is  equal  to  22.  The  central 
coefficient is really higher than the coefficients surrounding it.



The Stylize > Convolve Effect     

As seen above, the weighted average of the blue (or opaque white) pixels gives ... a blue (or white) 
pixel. That's not always the case, as we will see later.

 
It results a sharper image ...

4  th   example : how to draw the edge of a picture :  

In order to obtain the edges of a picture, you need to have a sharper image and you need also to 
make the pixels surrounded by same color pixels become black.

In this case, the pixels surrounded by pixels with the same color will become black. The weighted 
average of the values (or colors) is equal to 0.

The pixels at the frontier between the blue logo and the white background will be strengthened.
Here is the result :

     >     
           Before applying the effect                                       After applying the effect  

5  th   example : How to emboss an image.  

Adding relief to an image can be done by strengthening the pixels colors in a given direction and 
by reducing the impact of the pixels colors in the opposite direction.

     >     
Before applying the effect                 After applying the effect  
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To do so, we will use a matrix which coefficients are close from those we 
used in the last example. Please note that the sum of the surrounding 
coefficients is equal to the opposite of the central coefficient.

The matrix opposite allows to emboss the image as if a light source 
was  added  at  its  right.  (all  the  layers  have  been  merged  before 
applying the effect)

For the pixels located at the frontier between the blue and white areas, the 
situation is a bit more complicated : they will become more visible than the 
blue and white pixels surrounding them.
In other words they will become a little darker.



The Stylize > Convolve Effect     

Now, let's study a few notions :

* We saw that our effect was modifying the color of the pixels on the screen. It is also possible to 
modify the pixels transparency by using the Use alpha button.

In this case, the calculation of the weighted averages is applied to the alpha component of the 
pixels too.

* The  Border popup menu allows to choose how the pixels at the border of the image will  be 
calculated. (The pixels located at the border of your image don't have neighboring pixels ...)
You can choose to use as neighboring pixels :

- Black pixels (none option)
- Pixels resulting from a symmetry of your image (mirror option)
- Pixels resulting from reproduction of the image (tile option)
- Pixels resulting from reproduction of the last (first) line (or column) of pixels (repeat option)

* The multiplying coefficient allows to multiply all the coefficients of the matrix by the same value. 
It does not change anything to your picture if all non-zero coefficients of your matrix are the same. 
Otherwise your convolution effect will be more or less pronounced.

Some preset examples :
Now that you have some basis about the convolution matrix, you can try to modify the numerous 
matrices at your disposal in the bin menu of your effect.

Below, you will find the results obtained with the matrix :

                      
Blurred Image                             Splitted  Image                         Only the edges

                      
Embossed Image                       Special lightning                        Other Results       
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Lesson 13

The effects of the Distortion group

In this lesson, you will:

● Manage the symmetry effects.

● Manage the Wrapping effects.

● Create a shadow in perspective.     

● Animate with the Wrapping Grid effect.



The Distortion > Flip effect     

The Distortion > Flip effect     

This effect permit to flip horizontally and/or vertically images in the current layer (see the examples 
below). This effect does not use or require animation keys.

      
      Source Image                          Vertical flip                          Horizontal flip                   Horizontal and vertical flip

The Distortion > Mirror effect     

This effect allows you to do a symmetry in relation to an axis in the current layer.
* The Pivot X, Pivot Y and Angle numeric fields allows you to define the axis the symmetry will be 
applied to.
* When using animation keys, the Rotation parameter reflects the number of complete rotations to 
be carried out before arriving at the chosen angle.
* The Opacity parameter allows you to adjust the transparency of the reflected image.

  >>  
 Source Image                                                 Mirror effect,  opacity 50%

If  needed,  you can move the axis  through the HUD interactively  in  the current 
project window.
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The Distortion  > Kaleidoscope effect

The Distortion  > Kaleidoscope effect

As  the  name  implies,  the  effect  imitates  the  view  through  a  kaleidoscope.  In  the  following 
paragraphs, the projects will be considered as having the layers merged.

     >>  
              Original image                                      Use of the Kaleidoscope effect

The number of segments is the number of symmetric axes used to obtain the final image (see 
below).

      
Original image                      One horizontal symmetric    Two symmetric axes            Three symmetric axes
                                                axis                                        (horizontal and vertical)
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The Distortion  > Kaleidoscope effect

      
   Four symmetric axes            Five symmetric axes            Six symmetric axes             Eight symmetric axes

                 And so on ...

The value of the first angular parameter varies the axis formed between the symmetric and the 
horizontal axis.

The grayish  diagrams indicate  the  area in  the  original  image  which  will  be  duplicated  by  the 
symmetry.
In black, the rotation angle applied before symmetry in relation to the red axes.

Here for one symmetric axis :

         

                                

Here for two symmetric axes :
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The Distortion  > Kaleidoscope effect

The Source coordinates define the position on the screen of a point at which the symmetry axes 
cross each other (see the various examples hereafter).

      

                             

      

                           

The value of the second angular parameter is used to vary the global angle of the image obtained:

      

                

The Destination  coordinates define the position on the screen of an image centre obtained after 
application of the effect (see the various examples hereafter).
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The Distortion  > Kaleidoscope effect

      

      

When the  Fill  option is disabled,  the kaleidoscope effect is  calculated according to the current 
image. When it is enabled, the calculation is also carried out on all reproductions of the current 
image.

Below, the area inside the white rectangle represents the current project window.
All areas inside and outside the white rectangle represent the space used to calculate the effect.

In the 1st case, the option is disabled, the effect is calculated from the current image.
In the 2nd case,  the option is  enabled,  the effect  is  calculated from the current  image and its 
reproductions.

        

In both cases the original project is represented with the result after the effect is calculated and the 
other showing the result obtained when the destination parameter is set to another point.
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The Distortion > Perspective : 4 points effect     

The Distortion > Perspective : 4 points effect     

This effect is constructed in the same way as the Perspective tool  from the main panel, except that 
the position of each point can be moved along a stored path. 

   > 
Source Image                                  Current Image                               Result after applying the stack

* The Position tab allows you to manage the coordinates of the four points used for this effect (the 
four corners of the H.U.D)
* The  Render tab permit to select the type of image, called  Source Image, which will  be put in 
perspective (current layer, FX-Stack, other project, brush, etc.).

Associated with the Pixel Tracker (this option will be explained in details in the next 
lesson), this effect can wrap a video sequence or a picture onto a moving shape.
This could be the case if the cameraman was moving his recorder while filming  the 
computer screen above.

Here below, a shadow was created for our character. The two effects Color > Source Image and 
Stylize > Drop Shadow were used in order to have the shadow drawn on an empty layer (go back 
to the last chapters of the last lesson for more details).
This shadow was put into perspective thanks to our effect. We succeed to imitate the projection of 
a shadow on the floor.
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The Distortion > Wave effect     

The Distortion > Wave effect     

This effect imitates water waves, as if a rock was thrown into water. (look at the images below). 
* The Center parameter defines the center of the effect, the position where the rock hits the water.
* The Radius parameter defines the maximal distance the waves will go. 
* The Wave parameter defines the number of visible waves.
* The Amplitude parameter defines the maximum height of the waves.
* The Angle and Rotation permit to animate the waves in time.

    

    

Once again, these parameters can be partly adjusted in the project window through 
the H.U.D.

The Distortion > Tornado effect     

We will take advantage of this image which show clouds to study the Distortion > Tornado effect. 
Have you ever noticed how a whirlpool behaves in a washbasin for example ?
The Distortion > Tornado effect produces the same kind of effect, distorting the image or the image 
sequence (look at the images below).
* Like the Wave effect, you will need to define a Center and a Radius (which can be locked with 
animation keys if needed…).
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The Distortion > Tornado effect     

              >>    >>

>>    >>  

* The Angle parameter allows you to define the power of the applied distortion.
* When using animation keys, the Rotation parameter reflects the number of complete rotations to 
be carried out before arriving at the chosen angle.

The Distortion > Bump effect     

   

The  Bump effect allows the creation of a relief, which 
will  be provided by a source image, over the current 
layer.

The  more  luminous  the  source  image  is,  the  more 
important the relief of the pixels in the current image is. 
The darker  the  source  image  is,  the  less  visible  the 
relief is.

On the right below, the source image and the current 
image are the same. It gives a feeling of relief on the 
whole screen.

     
                   Current image                                              Source image = Current image
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The Distortion > Bump effect     

     
                   Source image = TVPaint logo                     Source image = paper

* You can adjust the depth of the relief and soften the borders using the numeric fields Depth and 
Smooth.
* A relief requires a lighting to be visible : thanks to the Apply with menu, you can define a centered 
lighting thanks to the  Center option, or a directional lighting (Direction option) whose angle will 
have to be adjusted.

The Distortion > Displacement Mapping Effect     

   

The Displacement Mapping effect works the same way 
as the Distortion > Bump  effect : the panel and settings 
are the same.

Regarding the Displacement Mapping : the pixels from 
the current image which correspond to the pixels from 
the source image will  be  replaced by different  pixels 
from the current image.

That means : the software makes a translation of the 
current image pixels along a direction or a center, only 
in the opaque areas of the Source image. 

     
     Current image                                                            Source image  = TVPaint logo

The more luminous the Source image is, the more important the displacement of the pixels in the 
current image is. The darker the Source image is, the less visible the Displacement Mapping is.
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The Distortion > Displacement Mapping Effect     

           
                                         Source image = paper

The Distortion > Wrapping Grid effect

      

The wrapping grid is an extremely useful animation tool and is capable of distorting the images in 
time according to the criteria of your choice.

The  Wrapping  grid effect,  when  correctly  used,  can  produce  quite  spectacular  results:  wave 
movement, 3D rotation of faces, movement of hair blowing in the wind, etc... (below, you will find a 
summary overview of the possibilities proposed).

 >>  >>    (project skull.tvp)
1st image                                Movement                              Last image

Once the effect has been placed in the FX stack, a grid is displayed on the current image.

Some hints for beginners:

* The use of two grids will be necessary for your effects to work correctly: these grids are referred 
to as Source and Destination grids.
The Display popup menu is used to select on which of the two grids you intend to work. 
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The Distortion > Wrapping Grid effect

Depending on your choice, the  HUD will be modified accordingly: the letter  S appears when the 
source grid is displayed and the letter D appears if the destination grid is displayed.

     
                      Intersections in the Source grid                        Intersections in the Destination grid

In the  HUD, when the source grid is displayed, the destination grid is always visible behind in a 
less bright color. When the destination is displayed, the opposite case applies.

           
Display of Source and Destination grids (the current grid is green, the other is blue)

* Modification of an intersection in the Source  and/or Destination grid distorts the current image 
accordingly.
The image is distorted, stretched or contracted over a narrower or wider area on the screen so that 
the points on the source grid of your initial image are moved to the same location as the points on 
the destination grid.
Below, source and destination points on a grid with the resulting distortion.

      >>  

* The Point menu is used to edit each grid point present on the screen. The latter may be identified 
by their position on the grid (see below).
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The Distortion > Wrapping Grid effect

* The first two numeric fields are used to select the number of intersection points on your grids 
(Source  and  Destination  grids  have the  same number  of  intersections).  You may increase or 
decrease the height and/or width of these grids. The limit of the grids is 50x50 intersections.

          
4 x 4 grid                                  8 x 4 grid                                   8 x 12 grid

* The five buttons  present in this panel are used respectively to:
- Edit grid points.
- Distort the grid as a whole.
- Copy the source grid to the destination grid.
- Copy the destination grid to the source grid.
- Swap source and destination grids.

 Edit grid points

* When this option is enabled, each intersection point of your grid (source or destination grid) may 
be moved in space along three axes (width, height  and  depth) the effect of which will  result in 
immediate distortion of the current image. 
You may also use the predefined paths to manage intersection movement.

            

Above, from left to right, the initial image, movement of the destination intersection along the X and 
Y axes, movement of the destination intersection along the Z axis.

* It is possible to select several intersection points when the HUD is visible by drawing a rectangle 
inside the HUD. Once this has been done, it is easy to carry out all movements with a single click 
and slide on an intersection.
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The Distortion > Wrapping Grid effect

         

* It is possible to choose an intersection interpolation mode (linear, spline or smooth) in the first 
effect popup menu (see below).

                     
      Spline interpolation                         Smooth interpolation                     Linear interpolation

If the interpolation mode chosen is Spline, use of the [Shift] key when moving the 
handles enables movement of one handle at a time.

 Edit grid bounding box

When the second icon is selected, it is possible to distort the current grid as a whole by rotating it 
or by modifying its dimensions (see below).

      
Original grid                                            Grid with 30° rotation                             Grid with height divided by two

 Swap the source and destination grids

This option is practical when creating a distortion opposite to that of the current distortion.

Below,  the  rear  end  of  the  arrow represents  the Source  point  of  the  grid  and  the  arrow  tip 
corresponds to the Destination point.
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The Distortion > Wrapping Grid effect

        
Distortion:      Source => destination                                   Distortion:     Destination => Source

The AntiAliasing parameter in the last section allows to smooth the border of the image when this 
one is applied on the project. The options are None, Medium and Best.

Distortion of the current image in time.

We just saw how to distort an image in space using the source and destination grids. To distort the 
current image in time as was done for the «skull.tvp» project, you must:
* Duplicate the latter along the entire layer.
* Unactivate the previsualisation of the effect (use the menu at the bottom left of the FX-Stack)
* Set the display option on Source.
* Pay attention to place intersections of the Source Grid at all strategic points on the image : eyes, 
teeth, etc … and ensure the grid covers the lines of your drawing.
* Copy the Source Grid to the Destination Grid.
* Reactivate the previsualisation of the effect.
* Set the display option on Destination.
* Make the  Destination Grid  slightly different from the  Source Grid  for at least the first and last 
frames of the animation layer and then create the corresponding keys.
The result is a distortion, and consequently, a movement which takes place over a period of time.

 

The method described above is not the only way of using this effect. Many others 
exist. You should try them out and share your impressions in the on-line forum.

The Distortion > Optical Flow effect 

The purpose of this effect is also to distort the current image or animation, but in a different way 
than the Distortion > Wrapping Grid effect. It uses a vector field instead of a grid. This vector field 
defines a flow that will be followed by the pixels of the current image.
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The Distortion > Optical Flow effect 

The parameters of this effect are really close to the  Blur > Motion Blur effect in 
Lesson 10. They have the same functionality as the  Motion Blur effect, the only 
difference between the two effects, is that the rendered image is different. That's 

why the Motion Blur is in the Blur section and the Optical Flow is in the Distortion section.

This effect comprises four tabs :

• The Edit tab

          L'image source

* The first button allows you to set the size of the vector field. More exactly it allows you to set the 
number of vector that you will use on both the horizontal and vertical axis.
Once you have chosen the size, you can edit the current vector field itself.
To do so, display the H.U.D and draw directly on the screen (to be exact : on the H.U.D) with the 
purple circle, as shown below.
If you have a picture behind the vector field, you should see the render of the distortion.

      
  Vector field                                                               Modified image

     

The left mouse button allows you to increase the tension of the 
vectors in a chosen direction.
The right mouse button allows you to decrease the tension of the 
vectors in a chosen direction.

The red points are the source points of your vectors, (they can't 
be moved)
The green points are the destination points your vectors, 
The blue segments are the vectors themselves.
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The Distortion > Optical Flow effect 

For a given picture in your timeline, modifying the vector field creates an animation 
key.
If more than one animation key is created in the timeline, it means that your vector 

field and thus the distortion will evolve in time.

* The Reset Current Key button reset the vector field of the current picture in the timeline. If this 
picture does not have an animation key, a new one will be automatically created.
* The button :  allows you to modify all the vectors of the field in only one operation. This tool is 
perfect if you need to distort, move or pivot an image entirely.

          

The more vectors you will use, the more time you will need to render the effect.

* The button :  allows to change the parameters of your H.U.D brush (i.e : the purple circle)
Like the common tools (airbrush, etc ...) that you use to draw, you can set its profile, size and also 
power.

     

Let's  admit  that  we  will  always  choose the  direction  opposite 
when editing our vector field (i.e : the red arrow) :

The pictures below shows the impact of the different settings at 
your disposal.
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The Distortion > Optical Flow effect 

             
• The Selection tab

       

*  In  this tab,  you  can  select  the  vectors  of  the  field  that  you  want  to  edit  via  the  previously 
discussed tools.
By default, all the vectors are selected. The two buttons Select All and Clear Selection allow you to 
reset the selections.
As in the main panel, you can use one of the three selections icons :  Square, Freehand 
or Circle selection.

   

When doing a selection, if a vector is selected, it appears 
in yellow instead of blue. (if you want to select a vector, 
just select its source)

If a vector source is not selected, its H.U.D color becomes 
lighter.
The tools available in the Edit menu will only apply on the 
selected vectors.

The circle selection use the same parameters as the H.U.D brush (the purple circle) so you can 
select your vectors by “drawing on the H.U.D”
It allows you to have source points only selected in part and thus to have nice effects when editing 
the vectors.

Note that if you reset the size of the vector field, all the settings that you have done 
(vectors, animation keys, selections, ...)  will be lost.
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The Distortion > Optical Flow effect 

• The Render tab

    

The Render tab allows you to choose :
* The calculation algorithm of the distortions (Blackman 
or by default)
* The distortion mode of the image borders
(The example below illustrates the three modes at your 
disposal.)

                      
                                       Source Image                                               Vector Field

                         
                  None Image Mode                          Mirror Image Mode                        Loop Image Mode

• The Display tab

   

The  three  buttons:  Show  Source,  Show  Destination 
and Show Vector allow you to select exactly what you 
want  to  see  on  the  H.U.D  :  the  red  source  points 
and/or  the  green  destination  points  and/or  the  blue 
vectors.

The button Show Only Selection allows to see only the 
vectors located inside the current selection.
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Lesson 14

The effects of the Motion and Paint groups, 
management of the paths

In this lesson, you will :

● Study the AutoPaint effect.

● Learn how to use paths.

● Study the Motion > Keyframer effect.

● Study the Stabilization effects.     



The Paint > AutoPaint effect

The Paint > AutoPaint effect

Have you ever watched a weather report?

When the program is over, you often see the signature 
of the speaker(s) displayed on the screen.

It  is  possible  to  reproduce  this  effect  in 
TVP Animation, using the Paint > AutoPaint effect.

This is the perfect way to dynamically sign your future 
animated works of art!

* First, you have to record the stroke which corresponds to the signature:
go onto an empty animation layer, click on the Record a stroke button in the AutoPaint effect and 
then draw your signature on the screen.
* When this is done, click on the Stop button or press the [Escape] key.
You have now recorded the signature in the program memory. A long series of keys is visible in the 
timeline (see below).

   

* Delete the current image on the screen (i.e. the signature).
* Select the tool of your choice and adjust its parameters for the future stroke of the signature.
* Stretch your animation layer so that it covers all keys of the timeline.
* Select all its images and then apply the FX stack.
When you play the project you will note that the signature is “drawn” progressively on the screen.

       > > >

To ensure  that  your  stroke is  carried  out  on  the number  of  images of  your 
choice, two methods are available:

* You may stretch or contract the set of keys right after recording the stroke as 
indicated above.

* You may create an animation layer with the number of images desired and select all 
images before recording the stroke.
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The Paint > AutoPaint effect

Let's now study the AutoPaint effect in detail: 

* Recording the stroke generates a large number of key points on the timeline each of which stores 
the position of your stylus at a given moment. When the stroke is recorded, you may modify the 
position of the stylus on the screen for the key of your choice thanks to the numeric fields X and Y.
* For a given key, the Draw button indicates if the stylus was in contact with the tablet or not. If it is 
not enabled for a given key, there will be no stroke for this key (e.g. this is the case if you lifted the 
stylus during recording).
* Recording a stroke with the  AutoPaint  effect allows for other recordings, too : in particular the 
data relative  to  Pressure,  Altitude,  Azimuth  and  Fingerwheel  available  on the tablet.  It  is  also 
possible  to  choose  whether  this  data  will  be  restored  or  not  when  applying  the  FX stack  by 
checking or unchecking the corresponding boxes.
* The section Stroke mode offers several choices : Normal, Size, Full and Last.
These are results obtained using these modes:
- The Normal mode progressively reproduces your stroke on the screen. This is the one we have 
been using since the beginning of this lesson.
- The Size  modes requires adjustment of the parameter with the same name and will erase the 
stroke progressively in time.

> > > > >

- The  Last  mode is a kind of  Size  mode parameter set to value « 1 », which only draws one 
« point » of the stroke at a time.
In Complete mode the complete stroke is drawn on the screen, independent of the circumstances.

   

* The last is the Noise parameter: it defines a possible deviation from the 
original path and is used to obtain less regular curves (see opposite, the 
TVPaint logo is slightly distorted, as if written  with a trembling hand).

The AutoPaint effect  is  in  a way similar  to the  Re-apply option as the result  depends on the 
drawing tool selected just before application of the FX stack.
Here, two interesting examples :

   

Opposite,  after  recording  a  simple  stroke in  the  shape  of  a  semi-
circular arch, the  AutoPaint effect was applied using the  TextBrush 
tool in Letter mode with the rotation parameter connected to the stylus 
direction.

The text seems to follow the defined path in time, each letter having its own rotation depending on 
its position on the path.
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Management of Paths

Management of Paths

    

In lesson 9, when studying the Center Blur effect, we already discussed 
the idea that an effect may make use of the Position parameters which 
will then define a path on the screen.

We will now discuss this Path notion in more detail.

    

When an effect authorizes use of a path(s) for one or several of its 
parameters, you have access to the  Tools  menu in the panel of the 
corresponding effect as shown opposite.

This is what it contains:
* You may use the Pixel tracker to create a path.
* You may also record a stroke on the screen, to create a path. 
*  The third  option  of  the  Tools  menu allows  you  to  re-use  a  path  you  have  already  created 
previously in your effects stack and use it with the current parameters.
* As is the case for the palettes, the tool settings, the effects, etc, a path may be renamed, saved, 
etc. The option Path Manager is used for all these tasks.
* The option Add to bin allows you to save the current path under a name of your choice for later 
use (we have already done the same for customized palettes, mixers, tools ..... ).
* The Copy from path bin allows you to re-use a path saved in the Bin for your position parameter.
* The Center option replaces the position values for the current key with those of the center of the 
image.
*  The Constant Speed option allows you to replace all the position values of the keys 
along the path, to have always the same distance between 2 adjoining frames.
* The Reset option deletes all the keys of your effect.

The Path recorder 

Path recording may also be carried out  in  any other effect  to create a path.  The option Path 
Recorder in the Tools menu relative to the position parameter(s) of your effect will help you to do 
this. The steps described above for the AutoPaint effect are still applicable in this case.

  >    >  

Using the standard Path Recorder allows you to generate a large number of 
keys  containing  position  parameters,  however,  contrary  to  the  AutoPaint 
effect it does not allow to restore pressure, azimuth and altitude.
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The Path manager

The Path manager

The Path Manager mentioned above, has four tabs:

  

 

  

               
    1st path                                                    2nd path                                                   Path average

* The Smooth tab allows you to smooth the values associated with the animation key of the path 
chosen (the higher the numeric value, the more the paths will be smoothed after application).

      >>  
                                                   Basic path                                                   Smoothed path
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* The Manage tab allows you to choose a path amongst those 
already saved in the Bin, and then to rename, copy, delete or 
even invert it, (the path will in this case be taken in the reverse 
direction when used).

* The Average tab has four popup menus for you to choose the 
Bin  paths. It  allows you to set the values for each animation 
key of the current path as an average derived from the keys of 
every chosen path.

*  When you use an effect of the  Paint or Motion  group, the 
Constant Speed option move the keys of the path to keep the 
same speed along your path for your strokes or animations.

This  is  notably  useful  when  you  work  with  the  Motion  > 
Keyframer or Motion > Multiplane Camera effect.
The speed of the moved images or the speed of the camera 
movement  will  be  directly  linked  to  the  Progress  Profile of 
those effects.
The speed control will then be optimised.



The Path manager

* The  Size  tab allows you to modify the size of the complete path on each of the three axes 
(horizontal, vertical or depth).
This may be useful if you wish to transfer a path from one project to another with a different size.

      

                                                    Basic path                                    Path reduced by 50% on the horizontal axis

Using a value of -100% on one of the axes allows you to completely flip your path.
To move the entire path on the screen, you simply select all its keys in the HUD and 
then click-slide using the mouse.

Save paths

We explained above that it is possible to save paths to be used later for an effect of your choice 
(option Add to Bin). However, a path saved in this manner may not be recovered after closing and 
re-opening TVP Animation.

Two methods are available to solve this problem:
* The effects of the FX stack and their parameters may be saved in a Bin FX menu (see lesson 9). 
This save mode offers the advantage that it also stores the path(s) associated with your effect so 
that they may be recovered when re-starting TVP Animation.

   

*  You may also save your paths before closing TVP Animation, then reload them after re-start 
thanks to the File menu of the Path Manager. You can also export a path into Lightwave Motion 
format
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The saved path is that of the Manage popup menu, a loaded path will be added 
in the path bin and available in the popup menu of the Manage tab.



The Pixel Tracker

The Pixel Tracker

There is also another way to create paths: follow the movement of the pixels in an animation in 
time. To do this, you use the Pixel tracker panel.
This panel is accessible in the effects requiring use of paths, in the Tools popup menu or directly 
via the Windows main menu (see the corresponding window below).

We will now try to create a path from an eye movement of the Running Kid or the blue-screened 
character. (see below)

When a path is created, we may, for example, re-use it with the AutoPaint effect and the pen tool in 
smooth mode to create a blur on it.
It is also possible to use a lighting effect to create a luminous spot following the movement of 
Running Kid, etc.

               

Pixel Tracker with the Running Kid                         Pixel Tracker with the blue-screened character

  >>  
                      Original animation                                       Path created from pixel tracking at eye level
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Opposite, the path of the eye was 
re-used with Omni lighting.



The Pixel Tracker

This is how to use the Pixel Tracker panel :

* In the first section, you must define the layer on which the character whose movement you wish 
to follow (or any other element) is located. Two time or frame markers determine the section of the 
layer that will be taken into account for pixel tracking (the entire layer, by default).

* In the second section, you must define a focus area within the current image. The Pixel Tracker 
will try to find this in the following images of your video in order to create a path. To « follow » a 
human face, i.e. to create a path from the face, the eye is often used to define the focus area.

The values Ref X and Ref Y are used to choose the center of this focus area and the values Ref W 
and Ref H to set its width and height.
The parameters Track W and Track H will limit search in the focus area to the number of  pixels in 
length and height of your choice, around the focus area of the first image (see diagram below).

If  HUD display is enabled after having clicked on the  Set tracker button, you 
may  modify  these  parameters  directly  with  the  following  combination  : 
[Ctrl+right click+slide the mouse] or [Ctrl+left click+slide the mouse].

If, for example, you select the right eye of the blue-screened character as «focus area», and the 
values for the parameters Track W and Track H are too small, this will make it difficult to find it in 
the following images (as our character is moving).
Inversely, high values for these parameters may define the left eye of the character as « focus 
area » during the process and this will falsify the path obtained.

* The third section contains three popup menus:
The Reference popup menu is used to choose if the reference « focus area » for the process is 
always that of the first image selected or will be updated as tracking progresses.
The  Channel menu will,  depending  on your  choice,  restrict  the  channels  to  which  analysis  of 
movement tracking will be applied.
The  Accuracy  popup menu allows you to define the complexity of the concordance test. If  you 
choose  1-1, the test is carried out at pixel level. The tracking is then fairly rough. If you choose
1-64, the pixels determined by the 1-1 test will be moved 64 times by a 64th of a pixel in order to 
fine-tune tracking.

* The fourth section is a zoom on the focus area you have selected.

* The fifth section contains two buttons:
The Track  button starts the process of creating a path with the chosen parameters whereas the 
Rev. Track button has the same effect but reverses the path.
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When the  pixel tracker tool passes from one image to 
another, it will memorize the focus area of the first image 
and try to find it in the next image in the tracking area. 

This enables creation of the position keys necessary for 
path creation.



The Motion > Keyframer effect

The Motion > Keyframer effect

The Keyframer is doubtlessly one of the most used effects in TVP Animation.
It is found in the Effect > Motion main menu.
It is used to move all kinds of drawings on the screen.
To use the Keyframer, you must define the following :
* The object to be moved on the screen: brush, layer, spare image, paper…
* The path taken by the object on the screen using animation keys or pre-defined paths.
* The rotations to be applied to this object using keys.
* The motion blurs and, if required, pre- and post-behavior.

In some of the images hereafter, the background chosen is gray so that 
you can see the white pixels of the HUD.

• 1st example : movement, zoom and motion blur

We will now move the « TVPaint » brush on the screen.
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To start  our study of  the  Keyframer,  we have created a «TVPaint» 
brush (320*100 pixels) as shown opposite. The word TVPaint is written 
in black on a transparent background.

* Go to the Render tab and select the custom brush as source.

* Go back to the Position tab.

*  Place the TVPaint  brush outside the current project  to the left 
using the HUD (see below) and then create an animation key for 
the position variable at the beginning of the layer. 

* Now create an animation key for the Position variable at the end 
of the layer and place the TVPaint brush outside the current project 
as before but this time to the right.

*  As needed,  you may adjust  the position of  the movement key 
points  using the numeric  fields  and mini-sliders  (use the values 
shown opposite). The X and Y fields represent the position of the 
brush center on the screen.

Playing your project in Preview mode allows you to check that your 
brush appears on the left of the screen and disappears to the right.



The Motion > Keyframer effect

   

To  create  a  path  you  may  position  a  brush 
outside the project area: the brush then appears 
hidden  and  only  its  outline  is  visible  as  HUD 
(see opposite).

Do not immediately apply the FX stack. Did you notice the Z position numeric field? This is used to 
set the depth of the object moved on the screen.
Let's now modify the second key we created: enter the parameters for the following positions : 
X= 540, Y= 240, Z= -800
A fast slide along the timeline allows you to see that our logo moves from left  to right but,  in 
addition to that, zooms towards the viewer ! (see below)

  

A positive value in the Z numeric field would have resulted in the logo 
moving away.

It is possible to generate even more subtle movements as our logo may follow the pre-defined path 
of our choice thanks to the Path Recorder or Pixel Tracker. 
You may also curve the paths thanks to the HUD and the keys of your choice (Linear,  Spline or 
Smooth).
For example, in the trajectory below, the logo follows a spline on the screen while zooming lightly 
towards the foreground.

  >>  
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The Motion > Keyframer effect

Now we will make it a bit more complicated... It is possible to leave a trail behind our logo, a trail 
that depends on its speed and trajectory.

The settings of the progress profile (lesson 9) come into their  own here: the 
movement is accelerated or slowed at your discretion !

A few words about the AntiAliasing popup. This option can smooth the border of the image when it 
is applied on the project. 

• 2nd example: Pitch, Heading, Bank and Pivot

    

In this second example, we  will pivot 
our  «TVPaint»  logo  using  the  pitch, 
heading and bank parameters.

Reset the values of the Keyframer effect to zero, select the «TVPaint» logo as source again and 
modify the Bank angle using the slider. The logo then turns along the blue axis represented on the 
diagram (see below).
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Go to the Render tab :
the  Blur  step  value defines  the  number  of  logos  which  will 
make up the « trail ».
The Blur Size is used to set the parameters of the trail length 
(see opposite).

Note  that  a  low  value  generates  a  slight  blur  in  the 
movement  direction  which  is  ideal  for  creating  blurs 
generated by fast object movement.

A zero value will eliminate the trail.



The Motion > Keyframer effect

Reset the values of the Keyframer  effect to zero and proceed in the same way with the Pitch 
parameter. The logo now turns along the green axis represented in the diagram.

    

With the Heading parameter, the logo turns along the red axis represented in the diagram.

     

The combination of these three parameters gives a wide variety of results. It is now up to you to 
use these rotations in your animations and videos.
The logo may carry  out  several  rotations  around an axis:  you  simply  modify the value of  the 
Rotation parameter when creating the animation keys to increase the angle to 360°.
In the examples above, our logo always turns in relation to its center:  the axes the logo turns 
around cross each other in its center.
The  Pivot  parameters may be used to modify the position of the rotation axes in relation to the 
brush.
Modifying the pivot X coordinate by increasing it by 100 pixels and decreasing the Y coordinate by 
100 pixels will generate other types of rotation when modifying  Pitch,  Heading  and Bank, as the 
rotation axes are outside the logo.

Below you will see the effects of the Heading modification for our new pivot.

         

Modifying the Z coordinate of the pivot allows even more complicated 3D movements:

            

Each of the buttons Bank Align., Heading Align., Pitch Align., when enabled, allows modification of 
the brush angle depending on the path it follows. 

Below: the angle of the Heading parameter varies according to the logo trajectory.
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The Motion > Keyframer effect

Some words regarding the Rendering tab:

   

* The Fill option is used to fill the screen with the current source. In this 
case, animating the source will also animate all its copies.

* The  Opacity  parameter is used to adjust logo transparency as time 
progresses.

* The Z camera parameter represents the distance between the « virtual camera » and your image 
in pixels. The smaller this distance, the larger the opening angle of our  « virtual camera ». This 
enables you to use the « wide angle » effect well known in cameras by using the parameters for 
Pitch and/or Bank.

                       >   

Above, the pitch parameter was set to 45° for our merged image of the tree. The image at the top 
was obtained with a Z-Camera equal to 1000, the one below with a value of 210.

                                     > 

• 3rd example
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This third example will allow us to work with different sources 
(Rendering tab) in the Keyframer effect.

Let's  go  back  to  our  « planet »  image  used  in  previous 
lessons.
We'll assume that your cartoon is finished. 
Now you want to scroll the list of participants in the form of 
end credits 



The Motion > Keyframer effect

This is how to scroll the list from bottom to top:
*  In  the  Rendering  tab,  select  the  Projects  list  as  source  and  then  the  name  of  the  project 
containing the list of participants,
* Place two keys at the beginning and the end of the animation layer with the position parameters 
close to the illustration below.

  >>    >>  

* Apply the FX stack.
It's done ! … The list moves from the bottom to the top as intended.

Thanks to the  Keyframer anything  may be moved on the 
screen: a brush, another project, the layer of your choice, 
the spare image, the current image, etc…
You  simply  choose  what  you  want  in  the  Source  popup 
menu of the Rendering tab.

For  example,  exchange  the  current  brush  with  the 
« butterfly »  animated brush in the Bin tab.
This animated brush may also be moved as you wish and, 
why not, follow one of your pre-recorded paths.
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We'll  assume  that  this  list  is  contained  in  another  project  much 
«higher» than the one of your planet (opposite).

Pay attention that  the text  is  written  on a transparent  background, 
then  select  (Background  =  None)  in  the  timeline  of  this  second 
project.



The Motion > Keyframer effect

Below, our butterfly lands on the tree before flying off again and leaving the screen.

           
When using animated brushes or animation layers as source images, additional settings will  be 
required. In this case, you have two popup menus at your disposal: Before and After.
They may be used to define how the images of your animated brush or animation layer would be 
applied by the  Keyframer effect if  their  number were lower than that of  the sequence you are 
working on (application of the brush or animation layer images with  Loop, Pingpong,  Random, 
etc.).
For our butterfly we have chosen the Loop mode.

Please note that the H.U.D displays the splines followed by the four corners of the 
source and also the edges of the first and last frames. (see below)

                

• 4th example

This example  will  help  you understand the  Blend menu in  the  Rendering  tab.  Load the video 
footage of  your  choice  and then create an animation  layer  containing  only  black  and opaque 
frames just in front.
You should then see the following timeline:
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The Motion > Keyframer effect

     

   

It is as if our logo had been applied with the  Eraser color mode. The Mixer mode refers to that 
encountered when using a spare image.

The Motion > Stabilization effects     

Imagine that the video sequence you just have loaded is slightly shaking. It's a common situation 
when you're using cameras fixed to a mobile support,  for examples hand-held video footages, 
video sequences shot on a boat, etc...

    >   
Source Image                                                  Slight shakes

It is possible to avoid these undesired shakes by adjusting each images as the sequence goes 
along. If you proceed image after image it can be quickly tiresome.
Fortunately, the Motion > Stabilization 1 point and 2 points effects will take it in charge. 

The Motion > Stabilization 1 point effect     

This effect works as follows : 
For each image from the sequence, you have to define an Origin point and a Destination point. The 
effect will make a panning of the image in order to bring the Origin point onto the Destination point, 
which will stabilize the sequence.
Now let's take an example.
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Create any type of movement for the object of your choice using the 
Keyframer tool. Here, we are taking a red « TVPaint » logo brush. Its 
trajectory is of no importance.

Our red logo will, after application of the FX stack, be placed on each 
black image. So far, nothing new. 

If,  before  applying  the  FX  stack,  you  select  the  Erase mode 
(described in lesson 2) in the Blend popup menu (Rendering tab) you 
obtain the result shown opposite.
Our « black » layer  was erased at  the logo passage areas which 
made it possible to see the layer underneath.



The Motion > Stabilization 1 point effect     

Let's  take  the  background  below  :  the  cameraman  has  shaken  a  little  bit  while  shooting  the 
sequence. We can define one of the yellow points below as the Origin point, and estimate that this 
it  should be at the position of the  Destination point  (at the extremity of the yellow arrow) if the 
camera had not shaken.
As soon as these points are defined, the Stabilization effect will do a panning that will bring the 
Origin point onto the Destination point. The footage will not shake anymore.

  

      
Origin point                      Horizontal and Vertical camera  movements           Destination point

You can argue that each positions of the Origin and of the Destination points are different for each 
image, which make the process tiresome.
That's why, at this stage, using a path for the Origin and/or  Destination points can speed up the 
process, especially paths created with the Pixel Tracker...

As soon as the effect is applied and that the image is stabilized,  you could 
have to crop it to remove the white borders due to possible pannings. 
You can also use the fill button to remove the borders by tiling the image.

The Motion > Stabilization 2 points effect     

This effect is similar to the previous one regarding its principle and its working. However it requires 
two Origin points and two Destination points.
The Stabilization 1 point permitted to adjust horizontal and vertical camera shakes.
Using the Stabilization 2 points tends to fix not only the shakes on X and Y axis, but also the slight 
rotation or zoom movements there can be on  Z axis (The effect considers the distance and the 
angle between the Origin points which improve the process and make it more efficient…).

The effects of the Motion and Paint groups, management of the paths                                                     14-17



The Motion > Stabilization 2 points effect     

Below, the cameraman has rotated a little bit the camera while shooting the sequence.
If you define two origin and two destination points in the Motion > Stabilization 2 points effect and 
check the Rotation box, the effect will then calculate the x° rotation angle of the image and makes 
the Source and Destination points coincide. (see below at the extremity of the arrows)

        
                2 Origin points                          Rotation moves of the camera                      2 Destination points

If the camera has zoomed a little bit while the sequence was recorded, you will have to use the 
same process and check the Scale button.
As we did for the effect Motion > Stabilization 1 point, you can check the fill button to remove the 
borders by tiling the image.
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Lesson 15

The Rendering > Multiplane Camera Effect

In this lesson, you will :

● Study the concept of a Multiplane Camera.

● Learn how to use the Multiplane Camera effect (we will discuss various 
examples).



The concept

The concept

With the multi plane camera effect you may control movement of several planes with background 
scenery.  Each plane has a specific  depth and consequently,  its own speed in the eyes of the 
observer.

In the image above, the following are placed one over the other in the order of furthest away to 
closest:
the starry sky,  the mountains,  the forest,  the first  row of  trees,  the running kid and finally the 
second row of trees much closer.

When the animation is complete: 
* The trees in the front will move from right to left very quickly as they are closer to the viewer.
* The mountains at the back will also move from right to left, but much slower.

The blur caused by focusing

This effect can also take into account the fact that the human eye cannot focus on all elements of 
the scenery at the same time.
Just like in traditional photography, if you focus on a object close to you, the objects further away 
will be blurred and vice versa focusing on a distant object will result in blurring of closer objects.

             

In the photos above, the tree is a long way from the rose. In the left photo, the camera has focused 
on the rose and the tree is blurred. In the right photo, the camera has focused on the tree and the 
rose is therefore blurred.
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Editing table and computer multiplane camera

Editing table and computer multiplane camera

Below on the left you will see the schematic diagram of a traditional multiplane camera setup often 
referred to as editing table. Each plane is placed on a sheet of glass and is moved progressively 
while filming.

Our computer multi plane camera effect, seen below right, does not function in the same way: 
In  this  case,  it  is  the  camera  which  moves  progressively  while  filming  and  the  scenery  is 
automatically  duplicated horizontally  (the starry  sky background does not  move and is  always 
placed in front of the virtual camera).

      

The project used in this chapter

The drawing shown on the previous page corresponds to the MPC.tvp project which will be taken 
as a basis to study the multi plane camera effect.
Here, you have the corresponding timeline: 

    

Layer where the effect is applied

Layer «character»

Layer «distant trees» (near)

Layer «distant trees» (far)

Layer «forest»

Layer «mountain»

Layers  «sky»  and  «stars»  which 
do not move

The layers «mountain», «forest», «distant trees 1», «distant trees 2» and «character» will be used 
to reproduce the desired animation.
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3D views

3D views

This effect has an Open stage button which allows you to view the multiplane camera from various 
angles. These 3D views will make adjustment of settings much easier.

The default settings are as follows:
* A perspective view (window bottom left)
* A left side view (window top left)
* A front view (window top right)
* A top view (window bottom right)

The following buttons are available in each panel to simplify viewing:

* The  button allows you to zoom with a click and slide on the left mouse button.
(shortcut : [alt + right click] + move your mouse.)

* The  button is used for panning with a click and slide on the left mouse button.
(shortcut : [alt + left click] + move your mouse.)

* The  button when selected, ensures the zoom and panning options are only applied to the 
current view.

* The  button is used to reset the view to its default values.

* The  button displays the camera and the «viewing angle»

* The   button displays the focusing plane. In other words, the plane on which the image  is 
focused. This plane is seen as a red dotted line in the left and top views.
The focusing plane is also visible in the perspective and front views in the form of a gray rectangle. 
This will be studied in greater detail at the end of this lesson.
* The  button displays all the planes in the perspective view. (see page 10)

The popup menus of each window allow you to customize your viewing options: left, right, top, 
bottom, front, back, camera and perspective.

The front and back views are not in perspective. If  you choose to use 
them, remember that you are viewing the various planes «orthogonally 
projected» on the Oxy plane (see next page).
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Positioning in space

Positioning in space

Of course, we will not be working in the same way as with a 3D software, but it is still important to 
know your position in space when working with this effect.

Compliant with the diagram below :

* The crosses visible on the 3D view represent the coordinate point (X=0, Y=0, Z=0) which will be 
used as our reference point when positioning our camera and objects (mountain, forest, etc.).

* The indications X+, Y+ and Z+ indicate the direction of the orientation of the camera in space.

The View tab

 The multiplane camera effect has two tabs:

* The View tab relative to the camera and its setting 
parameters

* The Planes  tab relative to overlaid planes making 
up the final animation.

The coordinates X, Y and Z of the Camera are in fact the coordinates of the virtual camera filming 
our scene in accordance with the space dimension described in the chapter above.
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The View tab

If, for example, you change the Z coordinate from 1000 to 1500 units using the mini-slider, the 
center  of  the  camera  will  be  moved  further  away  and  the  image  you  see  will  be  changed 
accordingly. 

It is possible to move the camera directly from the window of your choice in the 3D 
viewing mode: simply click and slide with the left mouse button on the gray line or on 
the camera icon.

* The Angle  and  Rotation  parameters rotate the camera around the  Z axis  (To simplify matters, 
these two parameters are not taken into account in the 3D view).

 >> 
* The Field of view parameter represents the camera viewing angle.
The wider the angle, the greater the number of objects illustrated on the screen.

 >> 
Wide field of view                                                       Narrow field of view

* The Depth of Field effect and Focusing Distance parameters will be discussed at the end of this 
lesson.

* The AntiAliasing popup allows you to smooth, with different precisions, the border of the image 
which is applied on the project.
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The Planes tab

The Planes tab

Now that you have placed your camera in space and chosen a viewing angle, we will now place 
our planes one at a time using the Planes tab.
If you have not used the Wizard, this tab is empty.

       

The Planes popup menu is used to create, rename, duplicate or delete planes. The header of this 
menu contains the name of the plane for which the options are displayed in the panel.

Create an animation with the multiplane camera effect, part 1

* Begin by loading the project «MPC.tvp»
* Go to the «multi plane camera» layer
* Open the FX stack and delete its content
* Select the Multi plane camera effect in the Add FX menu 
In the View tab :
* Set the camera position parameter to (X=0, Y=0, Z=1000) and leave the angle at 0°
* Select a field of view of 30°, a Depth of Field effect of 0 and focusing distance of 1000.
In the Planes tab :
* Create a new plane and name it «character». A panel similar to the one below will appear.

  

At this point, you must:

* Choose a Source image to create the plane. 

As  was  the  case for  the  Keyframer effect,  the  source 
may  be  of  various  types (project,  layer,  paper,  spare 
image, etc...) and you may set the pre-, post- behavior, 
animation mode settings, etc...

We will select the «running kid» layer for our project.

* Choose a tile mode: Choose « none » in tile mode for 
our running kid.

*  Set  the  Pivot and  Position parameters.  These 
parameters have the same functions as those discussed 
in the Keyframer effect, but don't worry, we will be taking 
another close look at them.
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The Position, Pivot and Size parameters

The Position, Pivot and Size parameters

* When the Pivot parameter is zero, the Position parameter represents the distance between the 
coordinate point (X=0, Y=0 and Z=0) and the center of the source image chosen.

* The  Pivot parameter allows you to use a reference point other than the center of the source 
image to adjust the position and size of your plane. 
This is very useful when you decide to modify the Size of your source image:  Size  modifications 
use this pivot point as origin point (below in orange).

                                 
        Increase a plane's size with pivot at bottom                                Increase a plane's size with pivot centered

Once you have understood this concept, positioning planes becomes much easier. All you have to 
do is:
* Position your pivot,
* Place your plane at the bottom of your project,
* Adjust the size of your plane.

Let's  go  back  to  our  «running  kid»  plane  and  apply  the  aforementioned  procedure  using  the 
following settings:

* Position parameters : X= 0, Y= 246, Z= 0
* Pivot parameters : X= 0 ,Y= 130
* Size parameters: 75% of initial size

 Create an animation with the multi plane camera effect, part 2

* Now that your position, pivot and size parameters are correctly set, you may, if you wish, modify 
the angle and opacity of your plane as well  as adjust the blur to be created with the focusing 
parameter (we will discuss this again later).
It is also possible to select a color mode to be used for drawing the plane (color, tint, add, screen, 
etc…).
For our «running kid» plane, we have chosen Angle zero, Size 75%, Opacity 100% and Blur 100%. 
The Blend mode is Color.
* The HUD color box allows you to choose the HUD color for the current plane. This will help avoid 
any confusion when several planes are present on the screen (we have chosen a reddish orange 
color for our «running kid» plane).
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 Create an animation with the multiplane camera effect, part 3

 Create an animation with the multiplane camera effect, part 3

We just created our first plane named «running kid».
We will now create a second plane «deeper» than the first. To do this:
* Create a new plane and name it «forest».
* Choose the «forest» layer of our project as source.
* Our plane shows the forest located behind the running kid. We must therefore give it a position 
value Z<0 (as our «running kid» plane also has the position value Z=0). In this case we choose Z= 
-1500.
The 3D view is adapted immediately: You will notice that the «forest» plane is green (or any other 
color you may have chosen previously) and «character» plane is orange.

* You may now adjust the Pivot parameter (X=0, Y=210) and the remaining position parameters 
(X=0, Y=850). The plane must then be «stuck to the ground»
* All that is left is to choose the Size (300%).
The « forest » layer was created with the  Panning tool in the main panel (refer to lesson 7 for 
further details).  You may therefore duplicate it  horizontally to avoid having to create too many 
planes. To do this …
* Use the Tile mode popup menu.

      
Without tile mode                                                     With horizontal tile mode 

Now that the second plane has been created, all that remains to be done is create the remaining 
planes in the same way: «close trees», «distant trees», «mountain», with the only difference being 
that the «close trees» plane will have a Z value greater than 0.

If necessary, the FX stack corresponding to the parameters we wish to obtain is 
attached to the MPC.tvp project. You must therefore close it and load it again in 
order to go to the next stage quicker.
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Creating movement: move the camera

Creating movement: move the camera

Do not confuse camera movement and possible changes in the position of your 
planes.
The use of animation keys with plane position parameters is only useful if the latter 

effectively  move  (if  the  camera  is  fixed:  mountain,  forest  and  trees  are  fixed).
In such a case, this method would be justified if we had created an additional plane to 
illustrate movement of the moon in the sky (if the camera is fixed: the moon still makes an 
arc across the starry sky).

Create and manage focusing blurs
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Now everything is ready to move the camera and 
obtain the desired result.
To do this:

* Return to the View tab,
* Go to the first frame of the «multiplane camera» 
layer in the timeline,
*  Create an animation  key for  the  Camera  value 
with X = -700,
* Go to the last frame of the «multi plane camera» 
layer in the timeline,
*  Create an animation  key for  the  Camera  value 
with X = +700,
*  Use  the  Play  button  in  your  project  window to 
view the result.

That's it!



Create and manage focusing blurs

During our animation, all the planes seen in the 3D view on the previous page are in focus.

However, to create a more realistic effect, you may wish to create a camera focusing blur effect 
(refer to page 2 of this lesson, section Focusing blur).

You will therefore have to go back to the View tab and adjust the Focusing distance (i.e. indicate at 
exactly what distance the camera will be focused).
If you have followed all the steps of this lesson, your running kid will be at a distance of 1000 units 
from the camera and your focusing distance is also 1000 units.
The running kid is therefore in focus. In order to blur the other elements (mountain, forest, trees…), 
the Depth of Field parameter will need to be increased (when at 0, no blur is applied).
This is illustrated by the creation of a red cone in the 3D view (see below) and a blur on the screen.

The further the objects are away from the apex of the cone, the more blurred they will be.
Inversely, the closer they are to the apex of the cone, the slighter the blur will be.

If your focusing distance is now 3000, your camera is located at 1000 units from the center point 
and the mountains are 2000 units on the other side of the center point (1000+2000=3000), the 
mountains will be focused and the other planes will be blurred. 

Considering the position of the cone in the 3D diagram, it is also safe to say that the closer the 
camera comes, the more the image will be blurred (see next page).

The focusing plane is also visible in the perspective view and in the front view in the 
form of a gray rectangle. 
In the case of the perspective view,  you will  see a gray «viewing angle» at the  
focusing distance.
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Create and manage focusing blurs

In the diagram above, the blur is applied to your plane either inside or outside the 
red cone. The width of the cone only indicates the blur amount.

The Blur parameter present on each plane of the Plane tab is used to adjust the blur 
for each plane individually. It is expressed as a percentage of the blur generated by 
the Depth of field effect parameter.

Make the kid run

Now that  the various elements of  our scenery move correctly and the focusing blur  has been 
adjusted, we may, for example, decide to move our red running kid using another animated source 
at the «running kid» plane level.

* You may choose to use the «Running_Kid_1.tvp» sequence studied in lesson 6 by modifying the 
position parameters of the «running kid» plane using animation keys (in this case he is not running 
on the spot).

* You may also use the «Running_Kid_2.tvp» project studied in the same lesson (*). In this case, 
you will probably not need to modify the position parameters with animation keys as the running kid 
moves from left to right.

(*) This project was created using the Keyframer effect with the «Running_Kid_1.tvp» sequence as 
source.
 
The multiplane camera wizard

You have certainly noticed the   button to the right of the  Open stage  button. This 
button will  help you quickly  place the various planes in  order to create a sequence using the 
Multiplane camera effect. Naturally, it was important to first study the global functions offered by 
this effect before introducing you to the latter function. 
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The multiplane camera wizard

So now click on the  Wizard button. The window which then opens asks if  Wizard should create 
planes using external  projects or from the layers of  the current project.  These are the 2 most 
common cases. 

Create planes from projects 
Choosing option 1 implies that you have first opened the projects you wish to use for the planes of 
your animation. Ensure the projects you intend to use are open before validating this window. 
Once validated, each project will become a plane in our Multiplane camera effect. The next window 
to appear invites you to stage these planes. This staging may be adapted to meet your specific 
needs. 
This is how the window looks: 
The animation plane is created as the first plane and the other planes are listed in a column below 
it. Each plane has a check box which allows you to choose whether or not this plane should be 
used in your animation. The planes order is inverted compared to the order in which you opened 
your projects (the last project opened is the first plane, the first project opened will  be the last 
plane). You will have noticed that each plane has a Z axis position value. With the default settings, 
each plane is given a Z value which is a multiple of -100: 0 for the first plane, -100 for the second, 
-200 for the third, etc... Therefore, all you have to do is define the Z values for each plane as you 
require and then validate your choice. All your planes will then be incorporated into the effect with 
the Z values defined above and all that remains is for you to animate them.

Create planes from the layers of your current project
Assuming the project MPC.tvp supplied on the CD is open, check the «layers from current project» 
box and then validate your choice. 
The Wizard will then take each of the layers of the current project and incorporate them in each 
layer as a plane. The planes staging window, corresponding to stage 2, appears and displays each 
layer with the associated Z value: 

In this window,  you have the possibility  to define whether  or  not  each plane is to be enabled 
together with the customized Z axis position value (or not) for each plane.
You may also modify the HUD color.
Now all that remains is to click on OK and the Wizard will automatically create all your planes using 
the layers.
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Other situations

Other situations

We have now learned how to use the multi plane camera effect with a simple example.
Our Multiplane camera effect may also be used in other situations:
Below you will see the transversal movement of the two planets with a fixed sun and Lens Flare 
effect (it will be studied in the next lesson).

 >  > 

The multiplane camera can also be used to zoom between the planes you have created :
* After you have created the planes with the wizard, go in the View tab and on the first frame of the 
«multi plane camera» layer in the timeline.
* Create an animation key for the Camera with a negative value for the Z axis.
* Go to the last frame of the «multi plane camera» layer in the timeline, create another animation 
key for the Camera with a positive value for the Z axis,
* Apply the FX-Stack to the whole layer.
* Use the Play button in your project window to view the result : the first planes should disappear 
smoothly as shown in the exemple below.

    >>   >>

  >>     

Now you try it!
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Lesson 16

The effects of the Rendering group

In this lesson, you will:

● Study  the  rendering  effects  relative  to  the  light  :  Lens-Flare,  Lightning,  
Volumetric Light , Healing Tracker , ...

● Study  the  rendering  effects  relative  to  the  text  :  Time  Code  Generator,  
Simple text , Multiline text , ...

Note : The Particle Generator effect will be the main subject of the next lesson.

 



The Rendering > Lens Flare effect 

The Rendering > Lens Flare effect 

   

The Lens Flare is an over-illumination effect seen through an optical lens.
Generally  encountered  in  the  world  of  photography,  it  occurs  when  the  image  framed  is 
excessively illuminated and when a non adequate lens is used.
Several types of lens flare are encountered: ring, streaks, circles, … 
They are located along the straight line from the light source to the camera lens used. Sometimes 
the lens-flare effect obtained takes the shape of blades used as the lens diaphragm (see drawing 
below).

  >         
Diagram of a camera with a                Examples of the resulting            Photo with a true Lens Flare effect 

        6-blade diaphragm                          Lens Flare effect (hexagonal effects)

The larger the lens, the more the Lens Flares will be visible and the size is proportional to this lens 
(when using the zoom, for example).
We will now take a closer look at the various options proposed for this effect in order to allow you 
to obtain results similar to those illustrated in the image above.
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The Rendering > Lens Flare effect 

When you choose the Lens-Flare effect in the Rendering effects menu, the first parameter to be 
entered is the Position of the light source and the lens.
The first four numeric fields are used to adjust these positions.

The  Lens radius  is  measured in pixels  and is used as a reference for  the size of  future light 
interference effects you wish to create (ring, streaks, circles...).
The Luminosity parameter controls the luminosity of all light interference visible on the screen.

The position of the light source, lens and lens radius may also be adjusted 
with the HUD 

           

The  Lens  Flare popup  menu creates  various  types  of  lens  flare  effects:  they  may be  of  the 
Generic, Streaks or Image type.
It is also possible to rename, duplicate or delete these effects at your convenience.

   

• Lens Flares of the generic type

  
 
- Change the Size of the Lens Flare: this value is a percentage of the lens size (the size that you 
have implicitly chosen when setting the lens radius).

- Change the  Offset of the  Lens Flare  :  in other words, modify the position of the lens flare in 
relation to the center of the lens and light source.

An offset of 0 places your Lens Flare at the same level as the light source.
An offset of 1 places the effect at the same level as the lens center.
An offset of 0.5 places your Lens Flare in the middle of the two aforementioned points.
It is also possible to use a negative offset or an offset greater than 1.
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Once a type of lens flare has been created, its name appears in 
the Lens Flare popup menu.

In the header of this menu you will find the name of the lens flare 
the parameters of which are visible on the screen.

Here  are  the  various  Lens  Flare 
parameters of the generic type.

You may:



The Rendering > Lens Flare effect 

-  Choose single-color or gradient color artifacts (see below).

   

- Modify the profile of your artifact using the profile curve.
This effect is constructed in the same way as we have already seen in lesson 2. Correctly setting 
the profile parameters is essential if exceptional results are to be obtained (see examples below).

      

  

   

The  Blade  mode indicated  above  enables  adjustment  of  all Lens  Flares  of  the generic type 
according to the diaphragm blades of your virtual camera (see diagrams on page 2 of this lesson).
It is very important to set its parameters correctly if realistic results are to be obtained.

You may choose a Blade mode of the Circle type (images above) or a user defined Blade mode 
(see next page).
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The Rendering > Lens Flare effect 

 - You may choose the Blade count for your virtual camera lens (see examples below, based on 
the various profiles described above).

- You may modify the Form factor:
With a factor of 0, the points are linked to form a circle.
With a factor of 1, the points are linked by straight segments.
With a factor of 2, the points are linked by incoming arcs.

- You may modify the Angle of your lens flares:

 When required, each Lens Flare of the generic type may 
be given  its own Blades mode different from the  Global 
blades mode described above. 

The latter  is  located  at  the  bottom of  the  generic  Lens  Flare 
parameters and offers the same options. 
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From left to right: 

The lens  diaphragm of  your  camera is  circular, 
with three blades, five blades and seven blades.

From left to right: 

Form factors 2, 1, 0.5 and 0.

From left to right: 

Angles  0°, -15°, -30°, -45°, -60°, 
-75°.



The Rendering > Lens Flare effect 

• Streak type Lens Flares 

Even if the Lens Flares of the Streaks type offer a 
completely different effect than the  Generic lens 
Flares  (see examples below), the parameters are 
nonetheless quite similar. 
You may therefore set the  Size, Offset, Color(s) 
and Profile in the same way as described on the 
previous pages.

There  are,  however,  several  specific  options 
which we will now take a closer look at :

- The Angle and Rotation parameters are used to rotate light interference effects.

   

- The Spokes parameter is used to select the number of spokes in the streaks

 

 

- The Minimum parameter is used to adjust the contrast between the spokes.
If this parameter is set to 0, maximum contrast is obtained.
If this parameter is set to 1, minimum contrast is obtained .

- The Noise parameter is used to adjust the sharpness of the spokes:
If this parameter is set to 0, the spokes are less sharp.
If this parameter is set to 1, the spokes are more sharp.

16-6                                                                                                            The effects of the Rendering group

(opposite  from  left  to  right   with 
contrast values 1, 0.5 and 0)

(opposite  from  left  to  right  the 
Spoke parameter  with  the  values 
200, 50, and 20)

(opposite  from  left  to  right  with 
noise values 1, 0.5 and 0)



The Rendering > Lens Flare effect 

- The Seed parameter is used to randomly vary the streaks layout.

• Lens Flares of the Image type

Lens Flares  of the Image  type allows you, as the name implies, selection of the image of your 
choice to create a lens flare.
* This image, referred to as source image, may be a default image, a project displayed on the 
screen or even a file for which the access path must be given.
* You may set the  Size,  Offset  and  Angle  parameters as indicated for the lens flares discussed 
previously.
* Your image will be applied as a lens flare on the current layer. This is possible in the various 
Drawing modes (color, behind, erase, etc.) studied in lesson 2.

• The Render order for lens flares

The Render order popup menu offers the following four options :
*  Creation:  your light artifacts are calculated and drawn by the program in the order they were 
created (i.e. as they appear in the lens-flare popup menu, from top to bottom).
* Invert. creation: your light artifacts are calculated and drawn by the program in the inverted order 
of creation (in the lens-flare popup menu, from bottom to top).
* Lens to light: your light artifacts are calculated and drawn by the program according to their offset 
in the direction Lens => Light.
* Light to lens: your light artifacts are calculated and drawn by the program according to their offset 
in the direction Light => Lens.

Take the image type artifacts illustrated below, for example.
Based on their position in the Lens Flare popup menu opposite, they were created in the following 
order: blue, then green, then red. 
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Combined use of several types of lens flares and light 
interference applied to the same point in your project 
may create a very realistic effect.

Opposite  you  will  see  two  generic  lens  flares  and  one 
streaked lens flare to create a sun surrounded by a light halo.



The Rendering > Lens Flare effect 

Here you have the effect obtained (for application in color mode) in the various cases:

       
   Creation                                 Inverted creation                  Light to lens                          Lens to light       

• The Lens Flare Obscuration layer 

Let's assume our drawing is animated as indicated below:
When the planet moves and the sun becomes visible, the Lens Flare effect becomes visible at the 
same time.

 >>  >>  

In general, if an object of any kind passes in front of the 
light source, the lens flare tends to disappear.

The Obscuration layer parameter above allows you to manage this phenomenon.

* To do this, you must first define what is going to block the light source. This may be an image or 
animation in a layer, project, brush, etc... (Pre,  Post Behavior, Animation Mode, Position will also 
be defined if necessary).

* The Type of obscuration to take place when the effect is applied must be indicated here:
- The  Alpha  option will  block the lens flare when an opaque object passes in front of the light 
source.
- The Invert alpha option will block the lens flare when a transparent object passes in front of the 
light source.
- The R.G.B option will modify the lens flare color so that it becomes identical to that of the object 
passing in front of the light source.
- The R.G.B + A option functions in the same way as the R.G.B option but also takes into account 
the opacity of the pixels in the same way as the Alpha option. 

* We generally obtain a Lens Flare effect when the lens of your camera is pointed towards a very 
small and very bright light source.
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The Rendering > Lighting effect

The Rendering > Lighting effect

  >    

This effect is used to light up the image or sequence of your choice as if using an exterior light 
source  (light, projector…).

By default, nothing is present in the list. The Lights  menu may be used to create one or several 
lighting effects among the following categories: Spot, Omni and Ambient.
As soon as a lighting effect is created, you may duplicate, delete or rename it. 

The Lights menu displays the name of the light whose parameters are shown in the stack. If you 
work with several lights you may go from one to the other by selecting their names in the Lights 
menu.
Here an overview of the different lighting types:

*  Omni  lighting lights up a circular area of your choice similar to a projector located on an axis 
perpendicular to the image. The parameters to be set are color, lighting intensity, center and radius 
of the circular area, as well as altitude of the virtual projector.

          

 Omni projector diagram                     Omni HUD                                 Omni  lighting         
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*  Ambient lighting lights up the scene globally in the color 
of your choice. Values under 100% will darken the image, 
values higher than 100% will brighten it. 



The Rendering > Lighting effect

*  Spot lighting lights  up  the  image similar  to  a  tilted  projector.  Two  position  parameters  are 
available for this mode, which allow you to adjust the position of the light source as well as its 
direction.

          

Spot projector diagram                     Spot HUD                                 Spot  lighting          

Spot and Omni lighting have a profile editor which works similarly to that of the drawing tools  (see 
lesson 2 for more details).

           
Omni                                          Spot                                           profile

16-10                                                                                                            The effects of the Rendering group

With the Light popup menu it is possible to 
use  several  light  sources  (regardless  of 
type),  as well  as to  rename,  duplicate or 
delete them.

This  is  how  our  cave  may  be  lit  up  in 
various ways !

This  Lighting effect only applies to the opaque pixels of the current layer. To 
obtain the examples above it is therefore necessary to first merge the layers of 
the project.

For  many of  the  parameters  described  above,  the  settings  may be  made 
directly on the screen (don't forget to display the HUD).



The Rendering > Volumetric Light effect     

The Rendering > Volumetric Light effect     

   

 

 

 

 

 

 
* You can also define one of the various blend modes for this color through the Blend menu. 

 

* The Channel menu gives several others possibilities :

Invert Alpha : Lighting comes from the image opaque pixels (see below for example).
Alpha : Lighting comes from image transparent pixels : that's what's happening in the example 
above. 
Luminosity : The more luminous a pixel is, the more lightrays it will let go.
Red, Green, Blue : The more red (or green, or blue) component a pixel has, the more lightrays will 
go through it.
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The  Volumetric Light  effect is in the same category as the 
Lighting effect but it works in a different way :

In this effect, the light source is located under the current 
layer and it gives the impression of volume to the light.

The substitute mode is only available in this menu, erasing 
the source image pixels (nearby a white opaque logo on a 
transparent layer with a black background.)

Here is an example : 

Create  a  new project  et  fill  the  current  image  with  an 
opaque black color.

Set  the  background  as  Color in  the  Timeline.  The 
background has to be white.

Now put a  TVPaint logo in  Erase mode on this Image 
layer with the  TextBrush tool, then change this layer to 
an Anim layer with about  twenty images.

Make the  Center setting move along a path from left to 
right.
You should get an animation similar to the one like the 
image sequence on the left.

*  The  Volumetric  Light effect  requires  to  adjust  the 
position setting of the light source and possibly its Path, 
its Power and its Length.

* You can also define the light color, use a color gradient 
(like in the example on the left) or even have a color that 
depends  on the source image.  You can select  one of 
these options in the Color Source menu.



The Rendering > Volumetric Light effect     

In the source image on the left below, only the sky and the green tree will emit lightrays when the 
blue channel option is selected.  (The green tree color is partially composed of blue.)

    
                  Source Image                                                      Luma channel

     
                  Invert Alpha channel                                           Blue channel

                         

* The Shimmer section permits to generate interferences in the Volumetric light :
The Size setting is used to manage the distribution of these interferences. 
The  Angle  and  Rotation make  these  interferences  pivot  and  can  give  the  feeling  that  the 
lightsource is rotating.
The Variation setting accents the contrast between rays.

           
Without Shimmer                                                           With Shimmer       

The Mask section allows you to limit the lighting in a circle whose radius has 
to be defined.
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The Rendering > RotoTracking effect     

The Rendering > RotoTracking effect     

• Presentation and concept

The  RotoTracking effect is first of all a cut-out effect like the  Chromakey, Colorkey or  Lumakey 
effect. It can also be used to animate drawings in ways comparable to those you can encounter in 
vector based animation softwares.

Here is the principle of this effect : the RotoTracking use one or several closed splines (called B-
splines) and allows you to change their shape in time, thanks to the key system of the FX-stack.
Once the effect is applied, the area inside or outside the spline becomes transparent.

• Two examples

This effect is very useful when the other keying effects are unable to cut-out a picture or a movie 
sequence properly.
On the picture below, we see a red squirrel walking on red and brown leaves. As the leaves colors 
are very close to the squirrel color, the common keying effects will  not allow you to cut-out the 
squirrel correctly. In that case, it is advised to use the rototracking effect 

        
  Original picture                                                     

   >   
  RotoTracking spline                                                       Applied result

The RotoTracking also allows you to draw and animate quickly. The control points of the spline can 
evolve softly from a position to another one. As a consequence, the shape of the whole spline will 
evolve in time too.
In the example below, a dolphin has been drawn with the rototracking effect.
The control points are colored in red and the B-spline itself is colored in yellow.
Every key dot can be animated in time. So it is for the whole spline and thus the dolphin.
He can for example move his tail to swim.
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The Rendering > RotoTracking effect     

      
          RotoTracking B-splines created for the first and the last image of the animation layer.

      
       Resulting pictures once the effect is applied.

 Resulting animation once the effect is played.

• The control panel

Let's now study the control panel in detail :
Here is the control panel as it appears when you add the Rototracking  effect in the FX-stack. (see 
below)
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Here is  the  main  difference between  the rototracking  and  a  simple  selection 
created with the main panel tools :
Our B-splines can evolve and change their shape in time.



The Rendering > RotoTracking effect     

    

To  close  the  spline  that  you  just  began  to 
draw, you only have to click on the first point 
displayed on the screen.

Do you remind Bézier splines ? We encountered them in lesson 2 when we studied 
the drawing tools. B-splines and Bézier splines are mathematically linked.
Try not to confuse those two kind of splines : Bézier splines go through their control 

points while B-splines don't.

• Managing the opacity

Once the B-spline is closed, the opacity of the pixel area outside the spline becomes transparent 
after applying the effect. The pixel area inside the spline stay the same.

This being the case, the two opacity parameters allows you to modify the opacity of any of those 
two areas.
The numeric field on the top of the control panel allows you to set the opacity of the pixel area 
inside the B-spline. The numeric field on the bottom of the panel allows you to set the opacity of 
the pixel area outside the B-spline.
The invert button allows you to invert the effect : the area of pixels outside the B-spline will remain 
unchanged while the area of pixels inside the B-spline will become transparent.

      
                               Normal                                     With the invert button checked      
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At the top of the panel, the  Spline  popup menu is used to 
create, rename, duplicate or delete B-splines.
Once  a  first  B-spline  is  created,  some  new  buttons  and 
menus appear. (The Point and Blending Mode menus)

The effect can use several B-splines at the same time. 
The header of the menu contains the name of the B-spline 
for which the options are displayed in the panel.

Enable the Head Up Display and check the Preview boxes of 
your FX-stack. Once the first point is drawn on the project 
window, new parameters related to the points drawn in the 
screen appear (position, edge, sharp)



The Rendering > RotoTracking effect     

     
  First opacity parameters set to 50%            Second opacity parameters set to 50%

• Let's now study the icons under the spline popup menu.

From left to right :

   The first icon allows you to place the control points of your B-spline at your convenience.
This icon is selected by default each time you create a new B-spline.
You only have to use the left mouse button on the project window to lay your control points.
Once a control  point  is  created,  the  point  menu displays  its number and its coordinates.  (see 
below)

If you need to re-open a closed B-spline, you only have to select the « » icon : 
again.

  This second icon allows you to move a control point interactively on the project window. (don't 
forget to display the HUD). To do this, just click and drag the control point.

This may also be done by using the numeric fields and associated mini-sliders shown above.

By clicking on the little padlock buttons, it is possible to « lock » your control points in space 
so that they cannot be moved along the axis (or axes) of your choice. This enables, in 
particular, avoiding untimely movement.

The locked  points  may be subject  to  animation  keys  and intermediate  points  in  time may be 
created from the locked points.

The animation keys influence the position of the points in time and not in space.
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It is also possible to move several points at the same time :
To do this, simply use your left mouse button to draw a 
rectangle while  pressing the [Ctrl]  key.  You will  then be 
able to move at the same time all the points located in the 
rectangular area.
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  The fourth icon allows you to delete the control points of your B-spline. You only need to use 
the left mouse button on the point of your choice to do so.

  The fifth icon allows you to modify the value of the edge of a point.
To do so, you only have to select this icon and drag'n drop a control point of your spline.
You can also use the numerical field of the edge parameter. (see below)

Modifying the edge parameter for a control point allows you to change the frontier that the B-spline 
define.
An opacity gradient will  follow the B-spline (see below). This is very convenient to cut a picture 
more softly (as the tail of the squirrel below)
The positive values create an opacity gradient outside the B-spline and the negatives values create 
opacity gradients inside the B-spline.

                
  Edge parameter equal to 0       Edge parameter negative        Edge parameter positive

  

  The sixth icon allows you to adjust the sharpness of each point. (the numeric field and the 
associated mini-slider can replace the interactive HUD)
Modify the sharpness is like changing the distance between the spline and the selected control 
point.
A value of 100 for the sharpness parameter will turn the spline into a pointed one.
The B-spline will follow the angle given by the vertex. (see below)
This allows you to adjust the curvature of the B-spline
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  The third icon allows you to add new control points on the B-spline. 
Once activated, you will note that if you drag your mouse near the B-spline, a 
small cross appears. (see below) It means that you can create a new control 
point.

Once  the  edge  parameter  is  changed,  the  HUD 
shows a blue spline. The opacity gradient is located 
between the yellow and the blue spline and follow the 
shape of those two splines.

On the opposite screenshot, the edge parameters was used to 
cut out the tail of the squirrel.



The Rendering > RotoTracking effect     

         

On  the  left  picture,  the  sharpness 
parameter of the right-top point of  the 
spline is set to 0.

On  the  right  picture,  the  sharpness 
parameter of the right-top point of  the 
spline is set to 100.

 The seventh and last icon turn on the display of a control box which allows you to do a lot of 
modifications directly on the project window (see below)
You may contract, stretch, rotate or translate the current B-spline as a whole by using the handles 
of the box. (don't forget to activate the HUD) 

      

• The master controllers

    

You  could  find  annoying  to  create  animation  keys  for 
every spline and every point of a spline. (for example, a 
five points spline need almost  30 animation keys to be 
created if you want to move it  from a place to another 
one.)
That's the reason why the animation key controllers have 
been added in the panel. They are black encircled in the 
picture opposite.

 

The animation key controller near the spline popup menu allows you to create an animation key for 
each parameter of the spline : points, opacity, ... by using only one mouse click.

The animation key controller near the points popup menu allows you to create an animation key for 
each parameter of the point : position, sharpness, edge, ... by using only one mouse click.

• Working with several B-splines

It is possible to use several B-splines.
To create a new B-spline, proceed in this way :

– Select New B-spline in the popup menu
– Display the HUD and check the preview box
– Add control points on the screen and close the B-spline.
– Set the position, edge and sharpness parameters for each points.
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Use the [Shift] key with a drag action to translate the whole B-Spline
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• The blending modes

The last popup menu of the RotoTracking effect panel is called blending mode.  It is useful when 
you manage more than one B-spline
If you use two splines (this is also true for more than two splines) :
– The add mode will add the opacity of the two area of pixels.
– The sub mode will subtract the opacity of the current shape from the second one.

         

         

In those two last examples, the edge and sharpness parameters are 
taken into account.

• Some ideas to make your B-spline move on the screen

Let's take a common B-spline.
The coordinates x and y of a control point define its position on the screen.
Three options are available in the interpolation menu : spline, linear or polynomial. This affects the 
path of the control point in time.
If you use the tool menu, its coordinates may follow the path of your choice. You should of course 
use the  pixel  recorder,  pixel  tracker,  etc  ...  which  constitute  an excellent  way to manage the 
movement of control points in time.

Once the effect is applied, its shape and parameters will go from one location to another one.

The effects of the Rendering group                                         16-19



The Rendering  > Healing Tracker effect 

The Rendering  > Healing Tracker effect 

Maybe you recorded a video sequence which contains some faults : it could be a micro boom, a 
floor lamp or the vapor trail of a plane.
Any modifications to the  video-sequence require a lot of work : each frame has to be corrected 
separately. Most often, you need to remove the unwanted areas of the sequence and finally you 
have to replace them one by one.

The Rendering > Healing Tracker effect allows you to apply this kind of correction really quickly :
It combines the use of the Healing mode (studied in lesson 7) and the B-spline notion encountered 
in the Rendering > Rototracking Effect chapter.

    

The  Healing  Tracker panel  appears  as  illustrated 
opposite :
In the first section, several choices are available for the 
source image or footage needed for the healing mode. 
(FX-stack,  current  layer,  display,  paper,  current  brush, 
other project, ...)
When  choosing  another animated  source,  you  may 
adjust the Pre- and Post-Behavior, the position and the 
animation  mode  (random  animation,  ping-pong, 
animation reduced to the image indicated in the position 
parameter, etc.)
As  required,  you  may  choose  to  flip  your  source 
vertically, horizontally or both, before using this source. 
(see lesson 12 for more details)

In the second section, you can manage your B-splines. 
This  has  been explained  in  detail  in  the  Rendering  > 
Rototracking Effect chapter.

Here is how it works :
on the image below, an unwanted floor lamp is visible.  This effect will  apply the healing mode 
inside the B-spline surrounding the floor lamp. So the floor lamp will disappear.
The healing source area can be recognized by its unique centered handle (the HUD should be 
enabled)

  >     
Note that the distance (offset) between the healing source area and the destination area of the 
effect (inside of the B-spline) can be modified in time by using the animation keys.
Those two areas have always the same shape for a given image of the footage.
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The Rendering  > Healing Tracker effect 

Take a look now at the video footage below : a plane is flying slowly in the sky, over the sea.

   >> 
  First image of the footage                                                Last image of the footage

      
       Attached timeline

We will now examine in more detail how to suppress the vapor trail of the plane.
* First, begin by selecting FX-stack as source sequence of the Healing Tracker effect.
* On the first frame of the footage, create a B-spline surrounding the vapor trail.
* Use the animation key controllers on the right of the spline menu to create a set of keys for each 
point of your B-spline.
* On the last image of the footage, change the shape of your B-spline in order to make it surround 
the extended vapor trail.
* Use again the animation key controllers on your modified B-spline.
* Move carefully the healing source area by using the HUD : the vapor trail should not be visible 
anymore.
* If you slide along the timeline with the preview mode enabled in your FX-stack, the shape of your 
B-spline should progressively change.
* Then, you only have to select all the images of your layer and to apply the effect.

   >>  
    First image of the footage               (FX-stack preview enabled )               Last image of the footage
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The Rendering  > Healing Tracker effect 

It is also possible to suppress the clouds at the bottom of the footage :
In order to have a good result, the healing source area needs to be an even section of the screen, 
without clouds.

   >
  
Some other spectacular renderings can be obtained if you use another project as source in the 
healing tracker effect. With some training, you should be able to obtain those results :

         
        The healing source project                                   The picture on which the effect will be applied

         
          Above, one of the two B-splines we used.             Here is the final result :
                                                                                             The sea has been replaced by the clouds

The use of the edge parameter for the points of your B-spline is sometimes useful 
to have better results.
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The Rendering > Background Generator effect

The Rendering > Background Generator effect

The  Background  generator  effect is  used  to  create  horizontal,  vertical  or  four  corner  color 
gradients. These gradients are applied to the current image as described in lesson 2.
You may choose any color you like as well as the opacity and then have them change with time by 
creating animation keys.
Below, you will find four examples of gradients used in Color, Add, Tint or Subtract  mode.
It is also possible to change the colors of clouds, planet, or even place the planet within a bluish 
atmosphere…

                
     Source image                                        Gradient  in Color  mode                      Gradient applied in Colorize  mode

                
     Source image                                        Gradient  in Color  mode                      Gradient applied in Add  mode

          
    Source image                                         Gradient  in Color  mode                     Gradient applied in Tint  mode

          
    Source image                                         Gradient  in Color  mode                    Gradient applied in Subtract  mode
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The Rendering > Plasma effect 

The Rendering > Plasma effect 

The Rendering  > Plasma effect is similar to the  Wave effect because they produce both circles. 
However, this effect produces multicolored waves and can be adjusted with several parameters :

* The Linear 1, Linear 2 or the Smooth option in the Generator menu in the settings panel modifies 
the profile of the generated wave's shape (look at the examples below).

     

* It is possible to work with one, two, three or four circles (see below).

     

* You can choose the way these waves will mix together. Below you can find the modes :

          
    Add                                Sub                                 Multiply                           Divide

          
     Maximum                         Minimum                         Average                          Différence

 
     Distance
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The Rendering > Plasma effect 

* Finally, some settings related to color channels are also available :  Global phase,  Red phase, 
Green phase, Blue phase and Alpha phase.

      

The Rendering > Perlin Noise effect     

This effect generates shapes thanks to mathematical functions and is sometimes used to imitates 
water waves and other water effects.

            

You can : 
* adjust Width and Height of the generated shapes,
* mix these shapes to the current image thanks to the Colorize, Tint, Multiply, ... modes,
* use a picked color, a gradient or the color from the current image,
* change the complexity of the shapes thanks to the Octave setting,
* Invert the effect colors or change its Opacity.

          
 Octave = 1                                           Octave = 2                                           Octave = 5
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The Rendering > Text effect     

We saw in lesson 5 how to create a Text Brush using 
the Text tool from the tool panel.
The  Rendering  >  Text effect  should  not  disorientate 
you. 
* The Text field is where you have to type the text, 
* The Font menu allows you to change the font,
* You already know the various settings like Size, Size 
X, Spacing, Italic, Tracking and Angle. However, these 
values can be keyframed now (which cannot be done 
with the simple Text Brush tool).
So you can make a text going bigger and bigger, make 
it switch to italic, or make the spacing change, etc... or 
all at the same time !

Let's take a look to the new settings : 

*  You can make the text  follow a path thanks  to the  Position settings  (with  a  stored path  or 
graphically through the HUD).
* The Angle setting permits to adjust the angle made by the text (in relation to the horizontal line), 
* The Rotation setting can increase the Angle value with a multiple of 360,
* The Align menu allows you to change the position of the HUD text handle : right, left, centered.

There are still 3 tabs left : 

* The Font tab manage the pixels of the text itself

     

* The borders tab manage the pixels of the borders of the text : you can adjust de thickness of the 
border.

      

* The  Shadow tab can create a shadow for the text : the  Angle and  Distance  settings give the 
position of the shadow. 
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The Rendering > Text effect     

In each tab, blur settings can be adjusted and there are three filling types available : 

* fill with a picked color (you will be able to change its opacity). See the first example of this page

* fill with a color gradient (you will be able to adjust its angle).

      

* fill with a texture you will have to define (current image, spare image, brush, paper, etc...).

      

TVP Animation Professional Edition can use non-occidental fonts like chinese, 
japanese, arabic fonts, ...

The Rendering > Multiline Text effect     

             

The effect  Rendering  >  Multiline-Text is 
the  most  important  titling  tool  of 
TVP Animation Professional Edition.

The first thing to do when using this effect 
is import text lines. To do this you may :
* use text lines stored in an ascii .txt files
* use text lines stored in your clipboard.
(for  example,  if  you  have cut  or  copied 
some text from another software)

After this choice, your text is displayed on the screen. Two kind of H.U.D are available for this 
effect. The parameters directly adjustable on the screen depends on the H.U.D selected :
* angle, size and position on the screen for the position H.U.D
* the text itself for the text H.U.D

      
  The position HUD                                    The text HUD
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The Rendering > Multiline Text effect     

Several kinds of HUD handle alignments are available by using the nine buttons below :

Your text lines may be horizontally centered, left justified or right justified.

       

Your text lines may be vertically centered, top or bottom justified. (here below the text was first 
rotated at 90°)

         

The three last buttons allow you to set the horizontal and/or vertical offset between the text lines.
Note that the unit is the pixel. (It is also possible to use negative numbers of pixels.)

      

It  is  possible  to  set  or  animate  each  line  of  the  whole  text  by  using  the  same method  than 
encountered in the Rendering > Simple Text effect. The framed area of the FX-stack below shows 
the font, position, border, shadow ... parameters discussed in the previous chapter.

At the top of the panel, the line popup menu is used to create, rename, duplicate or delete lines.
The header of the menu contains the name of the line for which the options are displayed in the 
panel.
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The Rendering > Multiline Text effect     

   

It is possible to create animation keys for all parameters of every line by using the 
control key located next to the line popup menu.

Let's now study the animation popup menu :
*  The  roll  option allows you to move your  text  lines from the bottom to the top of the project 
window.
* The crawl option allows you to move your text lines from the left to the right of the project window.
The progress of those options can be set by using the position parameter.
The extreme values : 0% and 100% makes the text lines disappear from the screen.
A value of 50% corresponds to the initial position of the text lines on the the project window.

The Rendering > Time Code Generator effect

           
This effect displays the time code of the current image in the current layer at the position of your 
choice.
Three modes are available:
* Current project mode duplicates the timeline data in number of frames or time code depending on 
the selections made (Frame or Time Code refer to lesson 4).
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The Rendering > Time Code Generator effect

*  Free run mode is used to define the parameters to be taken into account for the entire current 
layer independent of the timeline: You must therefore specify the position of the first frame, the 
number of frames per second and the display (frame or time code in hours, minutes, seconds and 
frame number). The Invert option is used to create a count-down effect.
* User defined mode works in the same way as Free run mode with the simple difference that all 
frames of the layer have independently set parameters thanks to the use of the animation key 
system.

Regardless of the mode chosen, the second section of the panel enables:
* selection of the Font of your choice,
* Size variation,
* setting of Position parameters for the current project,
* modification of font and background Color and Alpha.

    

Opposite,  an  example  of  an  application 
with the current frame number in black with 
a gray background.

The Rendering > Pattern Generator effect     

   

The  Rendering > Pattern Generator effect allows 
you  to  display  the  classical  video  patterns  on 
screen :

              
                Bar 100                              Bar 75    

                    
Bar + pluge                        Bar + red                               Bar SMTPE

                    
Grey step 10                     Grey step 5                           Grey ramp
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Lesson 17

The Rendering > Particles Generator effect

In this lesson, you will learn:

● To create a particles system.

● To modify a particles system.

● To use a particles system in order to add special effects to your videos or put 
the finishing touches to your animations.



Presentation and concept

Presentation and concept

Let's  take  the  following  elements  into  consideration:  fog,  smoke,  fireworks,  snow,  fountains, 
sunshine, a tennis ball bouncing off the ground.
These natural phenomena and other objects taken from daily life don't seem to have anything in 
common except maybe that a lot of time is required to make a successful and correct animation of 
them.

      

Let's study them more closely:
- Fog and fountain are made of fine water droplets: they are suspended in the air and more or less 
opaque in the case of the fog; they are projected into the air by a source and fall back with the 
force of gravity in the case of the fountain.
-  Sun  and  fireworks  are  respectively  composed  of  helium,  hydrogen  and  various  chemical 
products. The latter are concentrated in a ball for the sun or expelled into the atmosphere in the 
case of fireworks.
- Smoke is also composed of various chemical products, generating different types of smoke. As it 
is  very light  it  is  not  subject  to the force of gravity and moves with the wind.  The tennis ball, 
however, bounces several times before coming to a standstill and the wind has little influence on it.

In each case, we deal with « particles » in the broader sense of the word: water droplets, chemical 
products, tennis ball, etc. These particles move and are affected by the force of gravity, the power 
of wind or air resistance, etc. They may bounce or come from several places at once. 
The place or places where the particles come from are referred to as «emitters ».

TVP Animation does not only make it  possible to draw such particles but also to manage their 
movement using the parameters described previously. This offers considerable time saving when 
creating animations and other special effects (drawing and animating the particles one after the 
other would require months of work…).

You have understood already that it is the effect referred to as Rendering > Particles Generator 
which will help us succeed in this matter.

Learn by example

You will very quickly notice that the particles generator is an effect which offers a wide range of 
options.

Generally, you need to learn how to set :
*  the  parameters  of  the  world  (or  universe)  in  which  the  particles  will  move:  wind,  gravity, 
collision…
* The parameters of the particle emitter(s): movement, angle, rotation… 
* The particle parameters: life span, velocity, number, opacity… 

The multitude of parameters is so vast that it may discourage the beginner. For this reason and for 
didactic purposes, numerous pre-defined examples have been included in this program to help you 
master this powerful drawing tool.

Many users use them as a model to introduce the particles into their own creations. These pre-
defined examples, sometimes referred to as presets, are accessible via the Bin FX menu.
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Presentation and concept

Choosing Browse opens a window that is specific to the particles generator (see below). 

 

Two boxes may be checked in order to improve the quality of the particle animation depending on 
the power of your computer: Full Quality and AAliasing.

If a pre-defined example is close to the result you wish to obtain for your project, you may choose 
to set the parameters of the particles generator according to this example. To do this, just click on 
the  Copy to FX button then close the window above. Now you study the example in detail and 
modify it to your needs.
We will come back to this process to illustrate some situations.

The tabs of the   Particles Generator   effect  

The Particles Generator works with various tabs and sub-tabs which are not necessarily all visible 
at first use. 
Below you will find a summary before starting a detailed description:

    

The names in the lower levels are sub-tabs.

For example, the particles tab has two sub tabs : 
Current and Shape.
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In the popup menu you may choose a pre-defined example 
from the following categories: cartoon, misc, nature, objects, 
party, pyrotechnic, sci-fi, text, water. 
(Using  the  ▼  and  ▲  buttons  you  may  scroll  from  one 
example to another.)

When you have chosen an example, its name will appear in 
the header  of  the popup menu and you may observe the 
changes made to the particle system directly in the window.

The Bin FX menu appears as illustrated opposite:
You are already familiar with the functions Add, Load and Save: they are present 
for each effect available in TVP Animation. However, the functions  Browse and 
Presets are new.



The tabs of the Particles Generator effect

The World tab

The World tab is used to manage the parameters of the « world » in which our particles will move 
(see below).

Two preview options are offered in the World tab: the  Bounding box  check box and the Quick 
preview button.

- The  Bounding box check box is used to 
display  a  colored  rectangle  around  the 
particles  present  in  the  current  project 
window when the preview button of the FX 
stack is enabled.

The particles going out of the project which 
are   susceptible  to  come back  under  the 
influence  of  certain  factors  (wind,  gravity, 
etc.) are also framed.

     
Although this option may render the preview a bit complicated when many 
particles are on the screen, it  is very useful to distinguish the position of 
low-opacity particles.
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- The  Quick Preview  button displays a window very similar to the 
one which allows you to choose a predefined set of particles.

Here, you cannot select a predefined example and any parameter 
modification  within  your  effect  will  have  a  direct  impact  on  the 
animation shown to you.



The tabs of the Particles Generator effect

This is very useful to interactively view and modify a particle animation before applying the effect to 
all frames of a layer. 
This button is present in all other tabs and sub-tabs of the particles generator effect.
The Seed parameter is used to generate a random particle emission using calculation algorithms. 
This  parameter  enables  changing  the  rendering  so  that  two  effects  which  would  be  identical 
elsewhere are different.

The  Gravity  parameter  is  used  to  take  the  earth's  gravity  into  consideration  during  particle 
movement.

                             

- When the gravity is increased to, e.g. a value of 10 , the water 
droplets   will  fall  to  the  ground  faster,  because  the  distance 
between  the  emitter  (water  jet  origin)  and  the  drop  point  is 
shorter.

                

- Decreasing the value to 0.5 will increase the distance traveled 
by the droplets.
The distance between the point where the droplets are emitted 
and the drop point is longer.

      

- When the gravity is set to zero, there is no gravity and the water 
droplets will follow a straight trajectory. 

      

-  TVP Animation  offers  the  possibility  to  work  with  negative 
gravity values, which has the effect that the force of gravity may 
be inverted (the water droplets will then go up).

This is useful in certain cases, for example, to represent metal 
particles drawn by a magnet.
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Select the pre-defined example (water >water jet) and copy 
it to the particles generator (see left).

In this example, our particles are water droplets projected 
from right to left.

Open the quick preview window. We will be able to study 
the  influence  of  the  various  parameters  available  in  the 
World tab on the movement of the latter.



The tabs of the Particles Generator effect

In  order  for  the force of  gravity  to  have an impact  on our  particles,  it  is 
necessary to attribute a Weight to them. We will come back to this when we 
talk about the specific particle parameters.

Let's take a look at the pre-defined example  (objects > popcorn):  the popcorn kernels are our 
particles and they move vertically to the top before falling back under their own weight.
The parameters Angle, Rotation and Wind strength allow you to simulate the impact the wind has 
on the particles (see examples below), and to make them more or less move in a direction of your 
choice (wind with a negative value affects the particles in a direction opposite to the one you have 
chosen).

                
Wind = 0                            Wind = 100                                       Wind = - 200                   

Note that using animation keys will allow you, if necessary, to change the direction of the wind in 
time as well as its strength (to avoid creating a wind that is too uniform).

The  Alpha  Collision  menu  is  similar to  the  Source  tab studied  in  lesson 14  when  using  the 
Keyframer. We will not go back to the concepts Source, Pre-Behavior, Animation, Post-Behavior 
and Offset.
There is, however, a functional difference: when the Alpha Collision box is checked, the particles 
will take into consideration the shape of the image(s) selected by you as source and, in case of a 
collision with one of them, bounce off them.
Draw a slope with an angle of approximately 30° with the horizontal line on all images of a layer 
with 120 images. In the particles generator, choose the pre-defined example:  (objects > apples),  
check the Alpha Collision box and then select FX stack as source. To finish, apply your effect.

 >  >  > 

You will note that the apples bounce off the surface that you have just drawn!

This may be taken even further as the surface on which the particles bounce may evolve in time 
(for this, you have to choose an animated source).
It is even possible to modify the height of the particle bounce, as we shall see later.

17-6 The Rendering > Particles Generator effect



The tabs of the Particles Generator effect

Below, you find two summary illustrations for the trajectory of any object.

    

    

The Emitters tab

The Emitters  tab (see below), as its name implies, is used to set the parameters of the sources 
emitting the particles.
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The tabs of the Particles Generator effect

The following emitters may be chosen :
A point (see pre-defined example sci-fi > galaxywarp), a line (see pre-defined example objects > 
tetris), a rectangle (see pre-defined example nature > lava or cartoon > eyes), an ellipse...

These are the various HUD displayed according to the chosen emitter:

         Point                            Line                                   Rectangle                                              Ellipse

The center of the emitters is shown in green, its shape is marked by red dots.
The purple handles describing the shape of circular arcs indicate the angle at which the particles 
are projected. We will study them in detail when discussing the Emitter > Current tab.
Below, the smoke coming from the steam engine was created using a Point type emitter.

    
                                                                    Above, a zoom on the HUD.

These particle emitters are, of course, virtual. If you use the particles generator effect for animating 
water coming out of a fountain or tap, or smoke coming from a steam engine, you just have to draw 
the fountain, tap, steam engine…
It is possible to work with several emitters, placed where you want. The Emitter popup menu will 
facilitate your task as it offers you the possibility to Create, Rename, Delete and Duplicate  emitters 
(note that the name of the emitter you are working on is displayed in the header of the popup 
menu).

Using several emitters may be useful when, for example, you wish to animate a building starting to 
burn: with several emitters,  fire and smoke may come from several windows or chimneys with 
varying intensity (see below).
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All these types of emitters have a center that you may place wherever you wish using the  X, Y and 
Z coordinates (the « Z » coordinate is used to set the depth parameter as you have already seen 
when studying the Keyframer).
The Tools  and Interpolation  (Linear,  Spline  or  Polynomial) popup menus are used to define the 
path to be followed by your emitter source in time.
By clicking on the little padlock buttons, it is possible to « lock » your emitters in space so that they 
cannot  be moved along the axis  (or axes) of your choice. This enables,  in particular,  avoiding 
untimely movement.
The locked points may be subject to animation keys and « intermediate » points in time may be 
created from the locked points.

The animation keys influence the position of the points in time and not in space.

The Angle option is used to point the emitter in the direction of your choice. It is also possible to 
turn your  emitter  using the animation key system. The  Rotation  parameter is used to manage 
rotations of more than 360°.

Some settings, not shown above, are specific to the emitter you choose to work with. Depending 
on the emitter chosen these are: length of the line, length and width of the rectangle, size of the 
two ellipse axes.

You will note that, once the emitter is created, two tabs appear: the Current tab and the Particles 
tab.

The Emitters > Particles tab

The Emitters > Particles tab is used to manage the particles projected by the emitter.

The Particles popup menu enables creation of one or several sets of particles. Several types of 
particles  may  be  emitted:  see  the  pre-defined  examples  (sci- fi > galaxywarp),  (party > magic 
candle) or (pyrotechnic > explosion-b) to convince yourself. 
You may also duplicate, rename or delete a set of particles via this same menu. The name of the 
set of particles you are working with appears in the header of the popup menu.
As soon as a set of particles is created, new parameters for setting the particles appear (see next 
page).
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All particles appear, move along the screen and then disappear again. The time the particles move 
is referred to as the Life span of the particles.
The Life parameter is used to adjust the particle life span in seconds:
-  it is short for fireworks : party > magic candle
-  it may also be long: nature > fog.

The Number parameter contains the number of particles emitted per second: 
- if required, this parameter may be very high: pre-defined example  (sci-fi > galaxywarp) 
- or reduced : pre-defined example (object > dice)
A decimal number enables emission of a very small number of particles. For example, a setting of 
0.3 generates a particle every 3 seconds, a setting of 0.01 generates a particle every 100 seconds.

When the  Single  box is  checked and one particle  has been emitted,  no other particle  will  be 
emitted before the last particle has reached the end of its life, whether it is still on the screen or not.
The pre-defined example (object > golf shot) is ideal for testing this option.

Let's assume that the Life span of our golf ball particle corresponds to the time it spends in the air 
(once the ball has landed, it is no longer possible to see it in the sky and it is too far away from the 
field of view to see it on the grass from afar).
If  you check the  Single  box,  a new golf  ball  will  be shot  only when the first  ball  has landed, 
independent of the fact whether the latter has left the screen on its trajectory or not (and even re-
entered it on the same trajectory … see below).

The Number of Points is only valid with the emitters line, rectangle and ellipse.
It is used to distribute the areas from which the particles are emitted along the contours of the 
emitter you are using.
Below, the particles of the pre-defined example  (party > stage lights)  are used with a Line  type 
emitter then with an Ellipse type emitter.
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Shooting the second ball when the first has landed (i.e. 
at the end of its life …).



The tabs of the Particles Generator effect

                                        
A parameter referred to as  Link to emitter  is present in this tab: it is used to define whether the 
particles will follow an emitter or not when it moves along the path chosen by you.

1st example: a steam engine was drawn on the screen. The Keyframer effect was used to simulate 
steam engine movement from left to right.
A Pixel tracker was used to create a path which follows the engine's chimney. Therefore, when the 
train moves, an emitter following this path will always be at chimney level.
In the images below, the smoke particles are linked with the emitter which is the engine's chimney 
set at 100%. The movement of the smoke is not natural.

  >>  

In this drawing, the parameter Link to emitter is 25%. This time, the smoke movement is correct.

  >>  

2nd example: the beacons below, as they are particles, are necessarily linked to their emitter: the 
roof of the police car. They move at the same time as the car when it is driving. The Link to emitter 
is therefore 100 %.
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Line type emitter

From top to bottom :
Point parameter = 0 or 1
Point parameter = 3
Point parameter = 5

Ellipse type emitter

Point parameter = 9
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The Emitters > Particles > Current tab

This tab is used to manage the properties of the particles themselves.

     

The most simple are Velocity and Size: any pre-defined example may be used to study these two 
notions.

The parameters Weight and Bounce are more subtle :

- The Weight of a particle has an influence on its movement if the Gravity parameter in the World 
tab is  not  set  to  zero:  the heavier  a particle,  the more the force of  gravity will  accentuate its 
movement. The lighter it is, the less effect the force of gravity will have. 
A Weight of zero has the result that the particle is not subjected to the force of gravity.
If  you place the pre-defined example  (nature > sun) in  the stack and then modify the gravity 
parameter, you will note that this has no influence on particle movement.

- The Bounce parameter is used to set the particle bounce strength (the Alpha Collision box of the 
World tab must be checked and a collision source chosen…).
Below: the Bounce of a tennis ball thrown left to right for different parameter values: 85, 100 and 
115 (note that values over 100 cause unnatural bounces relative to the laws of physics…)

    

- The  Friction  parameter is set to slow the particles down. If the particles move through the air 
(which is most often the case), we are dealing with air resistance. The latter is low and a parameter 
set at a value close to zero will be sufficient. 
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There are, however, other situations : let's assume that the balls are thrown at floor level. These 
balls will slow down and stop due to the friction of the floor. If the same balls are thrown on a lawn, 
they will be stopped even faster.

The pre-defined example  (objects > dice) also provides an interesting case:  by increasing the 
Friction parameter to 180, and due to the fact that the particles grow smaller in size during their life 
span, one gets the impression that the dice roll on a surface and, after a certain limit, fall into a 
void. 

- The Opacity parameter is used to set particle transparency. 
This is very useful, for example, when you are animating soap bubbles: these wouldn't be perfectly 
opaque…

-  The  Motion  Randomness  parameter  controls  the  movement  of  imperfect  particles  and 
accentuates the realistic aspect of the particle jet. It is used, for example, to create an uneven fog, 
movement of bubbles in the air, smoke, etc. 
This parameter is used to avoid having to create too many animation keys which would be required 
to render a trajectory uneven. This parameter comes into its own with the  Variation parameter 
described hereafter. The pre-defined example (party > popcorn) uses this method.

- The Spin parameter controls particle movement around its local axis (the latter is defined in the 
Handle popup menu of the Shape tab which will be discussed below…)
Its use may provide various results. As required, study the pre-defined examples (objects > dice) 
and (objects > tetris).

- The Align parameter, if enabled, acts on the rotation parameter and directly turns the particles 
according to their trajectory.
See below : two particle jets with and without alignment.

  With alignment     Without alignment

All parameters studied have the parameters Variation and Profile to their left.
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The profile preset is used to vary a parameter (Size, Velocity, 
Opacity, Bounce, etc. ) during the life span of a particle.

Click  on  one  of  the  profile  icons  (circled  in  black  in  the 
example opposite) to open a traditional profile window.
We have already seen these when studying the drawing tools.
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The Variation represented  by  the  V button  is  used  to  render  the  parameter  with  which  it  is 
associated more or less random. RMB click on the V icon to enter a numeric value in this field.

For example, if the particles Size parameter is set at 50, a Variation with a value of 25 means that 
each particle emitted will have a random size ranging from 25 to 75.

In the example given above (misc > plumefury), the variation function was used to attribute the 
particle Size, Spin and Life random values.

Combined  with  the  Motion  randomness parameter  and  correctly  used,  the 
Variation function provides excellent results. It is almost impossible to tell that a 
computer was used to create this effect!  
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Let's  take  the  pre-defined  example  (pyrotechnic  >  smoketrail) shown 
opposite.
The three circled profiles below are those used in this example.
You will note that the particle behavior and profile size and opacity are well 
balanced:

* The smoke particles are small  close to the emitter source 
and become bigger as the smoke dissipates in the air. 

* The smoke particles are opaque at the beginning (yellowish-
orange areas) and become transparent at the end (red-black 
areas).

* A parameter with the profile indicated opposite does not vary 
during the period the particles are displayed and remains at 
the value you have chosen.
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The tab Emitters > Particles > Shape

This tab is used to define the type of particles to be used.

          

The Source  popup menu is used to select either a default particle (circular with an opacity level 
decreasing towards the edges) or an image of your choice. When required, the image may be a 
brush, animated brush or current project. 
In the case of brushes, you may select it using the file requester. 

 

 

The Anti-aliasing option allows you to finalize the general aspect of the particles. We have already 
discussed this when studying the drawing tools (lesson 2 and lesson 7).
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Opposite, use of the 
default particle.
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The  Handle  menu works  in  the same way as that  encountered when studying the brush and 
animated  brush  tools.  It  defines  the  particle  axis  which  is  the  reference  axis  when  a  spin  is 
imposed on the particle.
You may choose a handle located in the center of the particle (more precisely, in the center of the 
HUD rectangle surrounding it) or in one of the four corners of the latter.
As a last resort, you may even place the handle manually.
The Handle is also used as a reference point when calculating collisions. Furthermore, if you need 
to calculate a collision, it  may be wise to place the handle elsewhere than in the center of the 
particles in order to obtain better results (see diagrams below).

         

When the Source chosen is an animated brush, the Animation popup menu is used to set the order 
in which the source images appear on the screen:
- The None option authorizes display of the AnimBrush's first frame only.
- The Once option is applied to each frame of the animated brush one after the other and stops at 
the last.
- The Loop option is also applied to each frame of the animated source one after the other, but 
starts  a  new cycle  each time it  reaches the last  frame and so on until  the particle  dies (see 
predefined example: objects > coinfountain).
- The Random and Loop option randomly selects a start frame amongst the frames making up the 
animated source,  then repeats these source frames in order starting from the selected frame. 
When the source footage has come to an end, it starts again (see predefined example: cartoon > 
eyes).
- The Ping pong option is used to first repeat the animated source frames in a rising order. Once 
the last frame is attained, it repeats the frames in a descending order and so on until the end of the 
particle lifespan.
- The Random option is used to display the animated source frames randomly.
- The  Random at start  option is used to display the animated source frames randomly for each 
particle, and then to keep it until the end of the particle life span (see predefined example: objects 
> tetris).
- The Particle age option varies the source frame displayed according to the age of its particle. All 
animated source frames are displayed once during the particle lifespan.
- With the Particle direction option the animated source frame chosen depends on the direction of 
the source in space. A coin thrown into the air, for example, will show one side on the way up and 
another on the way back down to the ground.
- With the Generator's direction option the animated source frame chosen depends on the angle 
formed  between  the  particles  generator  and  the  horizontal  plane  (see  above  in  the  chapter 
Emitters tab page 7 with examples line, point, rectangle or ellipse).
- With the Emitter direction option the animated source frame chosen depends on the angle formed 
between the particles emitter and the horizontal plane (see below in the chapter Emitters/Current 
tab, page 18).
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The Blend popup menu is used to choose the mode to be used when drawing the particles on the 
screen  (color,  behind,  erase,  etc…).  Refer  to  the  predefined  example  (nature  >  sun)   for  an 
example of how to use the Add mode. 
In lesson 2 you were given a detailed description of the drawing modes available in TVP Animation 
(the Substitute and Mix modes refer to the modes encountered when using a spare image).

The Color source popup menu is used to modify the particles' color:

- The Color option is used to give a tint of your choice to the particles (use the Color box and Alpha 
parameter).
An Alpha value of 100% will totally change the natural color of the particles.

- The Gradient  option is used to modify the color of particles emitted based on a color gradient 
(refer to the predefined examples: party > fireworks or misc > worma).

-  The  Mode  menu contains  some of  the  options already seen in  the  Animation  menu above. 
However, these options do not apply to all consecutive elements of an animated brush, but to the 
colors of your particles in accordance with the color gradient chosen. 
The color gradients chosen to be applied to your particles will depend on the choices you make in 
this menu.

In the example (party > fireworkscold) the particles' color covers the entire color spectrum of your 
particles for as long as they live.
In the example (party > stage lights) the particles' color is chosen randomly and kept as long as the 
particles live.
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The Emitters > Current tab

Let's take a closer look at the Current tab:

            

The  Active  button either  displays  or  hides the emitter  named in  the Emitters popup menu (of 
course, your particle settings are retained). This function will render your task easier when working 
with several emitters at the same time and a large number of particles are displayed on the screen.
In order to understand the way the parameters described below work, we recommend you make 
full use of the Quick preview window.

The  Pre-Render  parameter  displays  the  particles  on the  screen after  the  number  of  seconds 
entered here have timed out. 
Let's go inside the framework of a typical set of particles (pyrotechnic > smoketrailc).
Setting the pre-render value to 10 seconds will ensure you do not see the outset of the flames as 
they will already be well developed right from the beginning of the animation.
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The Range parameter is used to define the emitter 
opening  angle.  The  particles  bundle  will  then  be 
emitted within the arc defined. 

The Angle and Spin parameters are used to define 
the Direction in which the particles are ejected (see 
opposite).
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Some examples:

Do not confuse Direction of emitter  and Direction of 
the bundle of particles from the emitter.

In the example opposite: the emitter is a straight line 
at  an  angle  of  45°  (oblique)  and  the  direction  of  particles 
emitted is -90° (to bottom right) with an opening angle of 1°.

The New first check box, when checked, ensures that newly emitted particles are displayed in front 
of the older particles.
The result obtained with the predefined example (text > titre1) is similar to this option:
                

                  

New first box not checked                                          New first box checked

All  other  parameters:  Number,  Life,  Size,  Velocity,  Weight,  Bounce,  Friction,  Opacity,  Motion 
randomness and  Spin are the same as those encountered in the  Emitters > Particles > Current 
tab.
However, in this case we are dealing with «master» controllers: they are set as a percentage and 
have a direct influence on all particles of the emitter at the same time.

This is extremely practical when you wish to increase or decrease the size of all particles at the 
same time without modifying the size value for each type of particle emitted. This also eliminates 
the need for numerous calculations for each operation.
The use of animation keys with the master controllers often allows you to save a great deal of time.

To finish off, you may have noticed the animation key controllers next to the Emitters and Particles 
popup menus.

These are used to create animation keys for all parameters of the emitter or particle named in the 
popup menu header at the same time.

The Rendering > Particles Generator effect 17-19



The tabs of the Particles Generator effect

17-20 The Rendering > Particles Generator effect



Lesson 18

The advanced functions of TVP Animation

In this lesson, you will learn to :

● Create customized panels.

● Use the TVPX format.

● Use the plug-ins at your disposal.

● Use the « George » scripting language.



Customized panels

Customized panels

It  is  possible  to create your  own customized panels  and icons in  TVP Animation to adapt  the 
interface to your needs.
To access the customized panels of TVP Animation, click on the button encircled in the Tool bar 
below.

        

The  customized  panels  are  similar  to  those  shown  opposite: 
numerous icons are represented and each of them has a specific 
function.

By default, when you create a new customized panel, the latter is 
empty but we will explain how to fill it later on. 

        

A newly created panel is as shown in the image opposite and will 
be referred to as Tool Bar by default.

        

A RMB click in an empty area of a customized panel will open the 
menu shown opposite.

The following options are available : 
*  Grab Current tool  allows you to save your current tool with all  its settings and connections: 
airbrush, penbrush, custombrush, etc ... This action creates a button in the current panel. The icon 
of this button is the one of the tool grabbed and it provides fast access to the previously grabbed 
tool. Note that the option to grab the current tool is also accessible by simply pressing the   
button of the Tool Bin panel which is present by default. 
* Grab the current tool with colors has the same effect as the previous operation except that the 
tool  is  saved with  the A and B colors defined at  the moment of  grabbing.  This option is  also 
accessible via the  button of the Tool Bin panel.
* Add Action or series of actions.
* Add new line of icons to be filled.
*  Add vertical and/or horizontal separators between your icons (click with the right button on the 
latter to remove them ...). Note that the horizontal separators can be collapsed to save space.

The custom panels are now vertically auto-resizable.
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Adding an action

Adding an action is done using the panel at the bottom left of this page :
* Using the first two text fields you may define a name and in-line help comment for your future 
customized function . 
* The buttons and menus List, Tool and A color allow you to choose the icon corresponding to the 
action you will create.

      

Opposite  you  find  the  list  of  icons  supplied  with 
TVP Animation.
To create a new icon, you simply have to create a 
brush with its image and select the Tool button.

* The numbered lines are the actions to be carried out one after the other when you click on the 
icon corresponding to your function.

  

Above you find the example of 
an  action  which  selects  all 
images of the current layer, flips 
them and copies them all  to a 
new layer.
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The actions at your disposal.

Several possibilities are available if you decide to create an action. You can :
* Select a shortcut in the numerous program functions. (see previous page)
* Select an FX-Bin file stored in the FX-stack to re-use it.
* Open Plug-in  allows you to place a button to fast-start  plugins.  (they will  be introduced and 
explained in the next section of this lesson) 
* Open  panel  allows  you  to  create  dependencies  between  your  panels,  i.e.  you  may display 
secondary panels from the main panel, for example. This may be useful for organizing your custom 
brushes or the contents of your various Bins. 

         

* Remove the current command.
* Insert a new command.
* Select a script command (for example : TV_Circle, etc ...)
* Grab the A color, B color or the current tool.
* It is possible to Grab the Light Table.
* You may call up a George automation script.
* Grab the tool only or with the A color or with the B color or with 
those two colors.
* Select a KeyStroke, call a plug-in and open a Tool Bar.

George Scripts and commands will be discussed further in this lesson.

How to manage the created actions.

Once your buttons are created in the custom window, other options become available:
* With a simple selection in your custom window you may cut or copy the icons/actions that you 
have just created. You simply use the menu described above to « paste » your icons/actions later.
* With a right click on an icon/action in the custom window, you may edit, duplicate or delete it.

 >  >  > 
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How to manage the panels.

Now we will look at the options proposed in the panels themselves. In the sub-menu shown below, 
which is accessible with a right click in an empty area in your custom panel, you may :

     

* Rename the current custom panel.
* Show icon only  (without text).
* Dock your panel under the tool bar (Dock). 
* Delete the current panel.
* Duplicate the entire panel.
* Export as a TVPX file.
* Import / Export the current panel.

             

A custom panel can be now tagged as Editable or not.
In a non-editable panel, all options which modify the 
panel,  are not  available  anymore :  Rename,  Select 
action buttons with the cursor, Cut, Copy, Paste, Add 
Action, ...

     

In the second sub-menu you may :
*  New tool bar (you may create an unlimited 
number).
* Load a new tool bar from its .bin file.
* View the name of the custom panels visible 
on the screen.

You may also define a keyboard shortcut for each action created using the keyboard 
shortcuts panel !
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How to use the TVPX format.

Now it is possible to export a Custom Panel as a TVPX file. This format makes easier the way to 
share all  your  creation  inside  a Custom Panel.  All  the brushes,  plugins,  scripts,  ...  inside  the 
Custom Panel will be compacted into one simple TVPX file.

          

Once your Custom Panel is finished, right-click on it 
and choose the option This Panel > Export As TVPX...

          

A panel will  appear to set some options of the 
exported file.

* The first field Unique Name is used during the export. It has an internal use in the TVPX file.
* The Name field will be displayed during the installation of the TVPX file.
* The Splash Screen image will be displayed during the installation of the TVPX file. The options 
available are:
        _ None : No image will be displayed.
        _ Current Image : It is the current image of the project which will be used.
        _ Custom Brush : The current image of the custom brush
        _ Grab Custom Panel : Use the preview of the custom panel to get the image.
* The license field asks a text file to display the license during the installation.
* The author's name of the TVPX file, and a copyright.
* And finally, the location to save the TVPX file.

All  these  options  will  be  used  during  the  installation  of  the  TVPX  file.  So  how  to  install  a 
TVPX file ? ... just drag'n drop the file over the TVP Animation window. 
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A window will then appears to present the TVPX file 
(with the license, author name, copyright, ...), click 
on the Next button to access the second window. 

     

In  this  second  window,  it  is  possible  to  see  which  custom 
panels are available for installation, click on OK, the custom 
panel will install.

How to use the plug-ins 

To use the plug-ins at your disposal, you have to :
* Open a custom panel
* Create a new button in this panel
* Select the plug-in you need as action to do for this button
The panel relative to the plug-in will then be visible once you click on the corresponding button.

The  Canon Plug-in  is  available  only  if  you have selected it  during the installation 
process of the software. It is available only on PC computers at this time.
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The Color Factory plug-in

The Color Factory plug-in allows you to modify the values of the R,G,B and Alpha channels of the 
selected images, thanks to mathematical formulas. (ie : R,G,B and Alpha values of the pixels of 
your images) 

Based on the additive color principle, all colors are mixture of red, green and blue 
(more or less dark) in exact proportions.
Each color can be broken up in various ways depending on the color system. For  
example, the Slider tab of the Color Picker panel gives the numerical values of the A 
color in the R,G,B and H,S,L color systems.

Each text field of the  Color Factory panel describes one component (R,G,B or Alpha) and can 
contain a mathematical formula. The new values of those components will be computed using the 
formulas you have entered (the Alpha component indicates the opacity of the pixels).
The variables that you can use in your formulas are listed in the table below (all in lower case) :

 The variables :
r Value of the Red component of the pixel 
g Value of the Green component of the pixel 
b Value of the Blue component of the pixel 
a Value of the Alpha component of the pixel 
x x coordinate of the pixel
y y coordinate of the pixel
w Width of the current project
h Height of the current project

And here are listed the arithmetic operators :

 Arithmetic Operators Examples :
+ add 18 + 3 = 21 
– subtract 18 – 6 = 12
* multiply 18 * 3 = 54
/ divide 18 / 3 = 6

It is possible to use parentheses  (  )  in order to set priorities in your computations. If you don't use 
them, the Color Factory plug-in will evaluate the operations from the left to the right.
For instance :      1+2*3 = 9        1+(2*3) = 7

Here are a few examples using the Color Factory plug-in.
* Let's begin with a classic image without any modification :
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* Here is a negative of the previous landscape :

       
* Below, the red and blue components of the landscape have been inverted : the sky turned into 
orange and the road turned from red to blue. The green component stay unchanged.

       
*  The  Color  Factory plug-in  can  also  be  used  to  create  nice  color  gradients.  Therefore,  the 
formulas on the right panel below are more complicated.

       
* Below, simple additions have been done with the red and green color channels inverted.

       

* Here is the last example : an opacity gradient from the top right to the bottom left of the image.
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The Canon plug-in (PC only)

The Canon plug-in allows the user to retrieve photos from a Canon digital camera and to put them 
directly into a TVP Animation layer.
This plug-in is very convenient for the animator who want to work in stop-motion directly with the 
software.
Here are the steps to use the Canon Plug-in with TVP Animation :

* What is required :
- The Canon driver of your camera must be correctly installed in your system. (Microsoft Windows 
only at this time)
- You should have a compatible Canon camera (see the list in Appendix) powered and plugged 
into an USB port of your computer.
- You have to set your camera in playback mode. Don't use the shooting mode as it does not allow 
you to manage your camera via the computer.

How to make it work : 
- Launch TVP Animation
- Open the Video Grabber panel. (It is accessible in the Windows main menu)
- In the device list, choose your Canon camera (if other devices are listed).
- Hit the settings button to access the second panel, in which you have to adjust your grab settings.
- Choose Apply in current Layer in the menu : so it will append the new image just after the current 
one in the current layer.
- When you think it looks fine in the little preview, hit the Grab Input button.
- A sound should ring out as soon as the picture has been transmitted.

Here are some useful tips :

* To preview the next-to-shoot image (low-res. finder preview) over your last grabbed frame :
- Enable the [V] button of the project window,
- Change the mix parameter value. It is a percentage of visibility between the video and current-
frame. (see below)

18-10 The advanced functions of TVP Animation



How to use the plug-ins 

It is advised to use the effects :
Key > ChromaKeyer to delete the colored background behind your characters.
Rendered > Healing Tracker to remove all the small imperfections of your images.
You can also shoot an empty background and put it  as image layer behind the  
current animation layer. After this operation, you should be able, thanks to the erase 
drawing mode, to remove all the crutches, wedges, wires ... that you used.

* If you want to grab a picture inside an existing sequence of images :
- Begin by selecting the image that you want to change in the timeline.
- Enable the display with video parameter.
- Change the Mix parameter value in order to compare the existing image with the camera preview.
- Once you are satisfied, click on the Grab Input button.  
- The grabbed image is then replacing the selected image.

* To preview your animation using the LightTable, set the Layer opacity to half (or a bit less), set 
the previous frame color to none, and tweak the level sliders of the 1, 2, 3, ...5, 6 previous frames 
to make them visible. (see below)

Of course,  you  can have a display with  the video and the  Light  Table enabled 
simultaneously.
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It  is advised always to close your  Video Grabber and Video Canon panels before 
quitting the software. 

The Direct Show plug-in (PC Only)

DirectShow  is  an  application  programming  interface  from  Microsoft  which  contains  a  set  of 
software librairies. It is a component of DirectX and allows to manage multimedia files. 

The DirectShow Plug-in provides support for USB, SCSI, FireWire, ... compatible hardwares.
(in theory all Windows Driver Mode (WDM) compatible hardwares)
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The WaveForm plug-in

Generally speaking, an oscilloscope is an electrical equipment which allows you to monitor and 
measure periodic signal voltages. If it is calibrated in order to receive video signals, it is also called 
WaveForm monitor.
In the audiovisual environment, they are often used to check if the transmitted video signal has its 
characteristics in conformity with the applicable broadcasting rules.

      

Our WaveForm Plug-in allows the audiovisual professionals to use their classical tools.
Thanks to this Plug-in, it is now easy to check the integrity of a signal, manage calibration and 
colorimetric adjustments, control the validity of numerical signals, ...
The popup menu allows you either to select :
* A Composite WaveForm monitor
* A VectorScope
* A Component WaveForm monitor

The monitors  at  you disposal  in  this WaveForm Plug-in  act  as if  all  layers  of  the 
current picture where merged.

Here are some options relative to the different displays at your disposal :
* The Composite WaveForm monitor can use luminance and/or chrominance signal(s).
* The VectorScope can use two calibration sets : 75 % and 100 %
* The Component WaveForm monitor can use the R,G,B or Y,U,V systems.

Let's now explain the other options :
* It is possible to set the luminosity of the display thanks to a mini-slider.
* The reticule button allows to show or hide the different axis and channels.
* If the transparency button is checked, the black background will not appear when using the apply 
button.
* The apply button allows you to copy on the current image the results obtained in the WaveForm 
Plug-in panel.
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How to use the « George » scripting language

Introduction: what is George ?

George is a programming language which allows you to use the numerous tools of TVP Animation. 
Every program written in this language is called “George Script”. Other softwares use sometimes 
the word “Macro” instead of “Script”.

A George Script allows you to execute specific TVP Animation command such as :
Create a new layer, draw a circle on this area, save the current project, add a bookmark, etc…

Those Scripts are usually created to save some time when executing a repetitive task is needed. 
Experienced programmers use TVP Animation commands in order to create “.dll ” plug-ins

Some George Scripts are available as example with the software, but you can also create your 
own scripts and/or exchange them with members of the TVPaint Community. (You can access the 
TVPaint forum here: http://www.tvpaint.com/forum/)

Finding, Editing and Using George Scripts

After installing TVP Animation on your computer, George Scripts are located in the directory:
- C:\Documents and Settings\your_name\Application Data\tvp animation 9 (pro)\George
for Windows users
- $ Home Directory/Library/tvp animation 9 (pro)/George
for Mac OS-X users

Those George Scripts are in fact usual ASCII text files and have a “.grg” extension.
It is possible to edit or create them with any text editor like  Notepad from Microsoft Windows or 
Text Edit from Mac OS-X.

The scripts are in theory working on the both standards PC and Macintosh, whatever the computer 
used to create them.

 

 

Once a George Script has finished its programmed tasks, the Undo option of the TVP Animation 
main panel allows you to cancel all the changes it has generated.
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To use one of the George Scripts at your disposal, just follow the 
steps below:
_ open a custom panel
_ create a new button on this panel
_ select the action:  -Set script-  for this button
_ select a file with a “.grg” extension in the file requester

Once finished, if you click on the just created button, the  George 
Script will then be launched.

At every moment, you can stop the execution of a George Script by using the 
[Esc] key.
A window,  indicating on which line the execution of the script  was stopped, 
should popup.
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A few examples of George Scripts

Often, George Scripts need an action from the user in order to be launched. For instance : 
The George Script named “long.grg” waits for a segment to be drawn on screen and finally returns 
its length.
The George Script called “clock.grg” waits for a circle to be drawn on screen and finally draws a 
clock inside this one.
The George Script called “button Z.grg” waits for a rectangle to be drawn on screen and returns a 
bevelled button inside it
A few  George Scripts don’t  need any action from the user to be started: it’s the case with the 
George Script called ”Zsurface.grg”.

      
Above: the results of the scripts: button Z, Long, Clock, Zsurface and Polystar

A few George Script are more complicated and some requesters may appear.
It is the case with the George Script called Polystar.grg : during its execution, a first requester asks 
you to specify how many vertices should be drawn. If you apply your script on an animated layer 
(after selecting all its frames), a second and third requesters will ask you more informations (see 
below)

             

Programming in George language

George is a scripting language which can do the basics:
- Loops (do the same thing n times),
- Conditional testing (if this is true then do that),
- Computations (a+b, sin(a),...).

The George language is not particularly fast,  but it  is flexible and very easy to use.  On many 
points, George is comparable to the Pascal language or other well known programming language.
However it’s  not aimed at developing heavyweight applications as are for example the C or C++ 
languages. George is first and foremost a scripting language.

Instructions and Commands

George needs classical instruction to structure the scripts: tests, loops, computation, conditional 
events, etc… For a better readability, all the instructions will be written in green in this manual.
For example : 
If, Else, End, For, Do, Until, While, …      for conditionals tests
Cos, Sin, Tan, Rnd, …                             for computations

You  can  also  call  in  your  scripts  TVP Animation  commands,  which  call  specific  tools  of  the 
software.
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They can be differentiated from the classical George instruction because they all begin with the 
« tv_ » prefix. (They will be written in blue color)
For instance :
* The command tv_LayerCreate allows you to create a new layer.
* The command tv_SaveBrushAnim saves the current brush on the hard drive.
* It is possible to change the colors of the bin tab thanks to the tv_SetPalette command
* Etc… (You will  find in appendix the complete instruction and command listings of the George 
Language.)

All TVP Animation commands need their own arguments and return some values as answer.
For example, the tv_LayerCreate command needs a name for the layer that you want to create.
This command returns some information regarding your layer: opacity, number of pictures, place of 
the timeline,… So you can reuse or modify them.

It  would be too long to enumerate here the arguments and the return values of  each George 
command. All those parameters are fully explained in the developper kit (SDK) of 
TVP Animation. The SDK is available on demand at the email address: tvpaint@tvpaint.fr

Make sure to differentiate George instructions (which often start with a
sharp : #) and George commands for TVP Animation (which always start with the 
« tv _ » prefix).

The commands act on the software itself and on your current display whereas George 
instructions are used to write the structure of the program (conditionals, computations,
loops, ...)

Since approximatively 10 years, all the softwares using the TVPaint technology offers 
a scripting language.
Here  are  some  informations  regarding  the  compatibility  between  those  scripting 
language :  If you upgraded to TVP Animation, your old scripts should still work.
However,  some  recent  commands  (for  instance:  TV_AddBookmarks)  are  not  
available in older products using the TVPaint Technology. (Aura, Mirage,…)

An example of program written in George.

The program on  the  next  page  comes  from the  file  clock.grg.  It  allows  you  to  draw a  clock 
displaying the current time on the project window.

We suggest you create a button assigned to this script in a custom panel, as explained previously.
After this operation, it should be easy for you to test this George Script in the project window.

Once this stage is passed, you can try to edit the George Script, to modify it and to test it again in 
TVP Animation. This should help you learn the basics of the George Language.

The best way to get used to George scripts is probably to try the example programs 
that come with TVP Animation. 
Study them and make small alterations to them, then run them and see the effects 
of your changes. 
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The  clock.grg  script :

    

Param Circle
// TVPaint should wait for the coordinates of a circle before running the
// program. The user must therefore draw a circle to start the program.

Parse result command x y r button
// Fetches the coordinates of the user’s circle.

if cmp(command,"Circle")==0
tv_Warn "This program needs the coordinates of a circle !"
exit

// If there are no coordinates for a circle, warn the user and end the program.
End

t=time
parse t h m s

// Fetches the hours (h), minutes (m) and seconds (s) of the current time.
m=m+s/60

// The seconds can slightly alter the minutes arm of the clock.
tv_Pen r/30 // Selects a pen proportional to the clock size.
tv_Circle x y r // Draws the outline of the clock.
ang=360/12
d=r-(r/10)
#for i=0 to 360-ang step ang

// Loop to draw the 12 hour markers on the clock
#a=cos(i)*d
#b=sin(i)*d
tv_Dot x+a y-b 0

#end

i=h*360/12 // Draw in the hours
d=r/2
a=sin (i)*d
b=cos (i)*d
tv_Line x y x+a y-b

i=m*360/60 // Draw in the minutes
d=r-(r/8)
a=sin(i)*d
b=cos(i)*d
tv_Line x y x+a y-b

// End of the example

And below, a few clocks which were drawn with the script
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Commands Description

Here are some information regarding the commands that you can find on the previous page :

Below, each command will be followed by the syntax of the variables it requires. 
For example, to draw a straight line from one point to another, you must give the coordinates of the 
start point then the end point.
The syntax to draw such a line would be:
tv_Line   x1 y1 x2 y2 [0/1]
The [0/1] parameter indicates that you can use either the left [0] or the right [1] mouse button. This 
is optional; by default, it’s always the left button that will be used.

To summarize :
[ ] Variables inside square brackets are optional.
/ The “/” symbol separates several options of which only one is used.
For instance, 0/1 means either 0 or 1.

tv_Circle x y r [0/1]
This command allows you to draw a circle with a radius r and a center located on the pixel with 
(x,y) coordinates. The [0/1] parameter indicates that you can use either the left [0] or the right [1] 
mouse button.
Of course, the circle will be drawn on the current image on the current layer.

tv_Dot x y [0/1]
this command allows you to use the current tool (airbrush, pen, custombrush,…) on the pixel with 
(x,y) coordinates, in the current image on the current layer.
The [0/1] parameter indicates that you can use either the left [0] or the right [1] mouse button.

tv_Warn text
This command displays a popup dialog box containing the character string text and an “ok” button.
The character string must be surrounded by quotation marks.

tv_Pen size
This  command  allows  you  to  select  the  pen  tool  with  its  current  parameters  (drawing  mode, 
opacity, power, ...) and change its size.

You should always remember that a George Script will use TVP Animation as it finds 
it, i.e. with the functions and options that are currently set. 
For instance, if you want to draw a red line with a George Script, the script needs to 
be told more than just the line coordinates. Unless you explicitly tell it to use a red 
color, your script will  go ahead and use the current color when the script is run,  
whatever it may be.
Similarly, if when you run the script it is in the Behind or Colorize drawing mode, you 
won’t exactly be getting the clean line you were hoping for.

18-18 The advanced functions of TVP Animation



How to use the « George » scripting language

A few useful options

It is now time to explain some programming conventions:

1°) A sharp character #  at the beginning of a line will not affect the execution of the script.
For instance, the line :

Pause 20

will pause the execution of your script during 20 seconds.
And the following script line will have the same result :

#Pause 20 

2°) You can use only one instruction or command on the same line. For instance, if you use the 
following line in a script :

Print "wait a little" Pause 20

An error message will be returned.
The two lines below will not return any error messages :

Print "wait a little"
Pause 20

3°) Everything on a line that is after a double slash // is ignored. They are only
comments that have been put into the script to make it more understandable and  readable by 
humans. For instance, the line :

Pause 20 // wait 20 seconds

makes TVP Animation wait during 20 seconds.
However, the line :

// Pause 20

will not pause the execution of your script.

TVP Animation sees no difference between uppercase and lowercase letters. For 
instance,  TV_layercreate,  tV_LaYeRcReAtE,  tv_LAYERCREATE are all  exactly 
the same command.

How to use the variables

It is not necessary to declare the types of your variables in a George Script.
For  instance,  you can write  the two lines below in  a script  without  declaring  that  the variable 
MyNumber is numeric or the variable Answer  boolean.

MyNumber=10
Answer=false
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As  for  commands  and  instructions,  the  George  language sees  no  difference 
between uppercase and lowercase letters.  For  instance,  MyNumber, mynumber,  
MYNUMBER, MyNuMbEr  are all exactly the same variable.

The George language use a few reserved variables in order to work correctly. You 
can use them as you wish, but it is not advised to modify them.
That is the case with the two variables « Time » and « Result » (encountered in the 
clock.grg  script  above)  which  contains  respectively the  current  time  and  the  
results of the last used TVP Animation command.

The operators at your disposal

Arithmetic Operators Examples :
- negative 18  ->   -18
** exponent 18**3=18*18*18=5832
* multiplication 18*3=54
/ division 18/3=6
+ addition 18+3=21 
- subtraction 18–6=12

Logic Operators Examples :
&& and a&&b
II or aIIb

Related Operators Examples :
== equal x==6 x==x+2 
!= not equal to x!=5 x!=y-3
> greater than x>4 x>y-z

>= greater or equal than x>=3 x>=z/y
< less than x<8 x<-y

<= less or equal than x<=7 x<=x+5

The « = » operator is an assignment operator and allows to assign a given value to the variable of 
your choice. For example :

MyNumberOfLayers=5

The  «  ==  »  operator  is  an  comparison  operator  between  two  variables,  usually  used  during 
conditional tests. For example :

if a==5

The comparison operator is not appropriate if  want to know if two non numerical variables are 
equal. For this, you need to use the instruction cmp, as shown in the clock.grg  script above :

 if cmp(command,"Circle")==0
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The Param and Parse instructions, the launching modes.

The instruction Parse allows you to split up a character string into smaller character strings

Rainbow="red orange yellow green blue indigo violet"
Parse  Rainbow color1 color2 color3
tv_warn  color1          //  displays « red »
tv_warn  color2          //  displays « orange »
tv_warn  color3          //  displays « yellow green blue indigo violet »

Usually,  each  George Script begins with the  Param instruction.  It  allows you to choose which 
action will have to be done by the user in order to start the script execution : drawing a circle, a 
segment, a rectangle ...

* The script line :

          
     Param None 

allows the George Script to be executed without waiting for an user action.

* The two script lines :

          

     Param Single
     Parse result command x y button

allows you to execute a George Script after a simple mouse click on the project window. 

      

- The character string  «  single» will  be assigned to the variable called 
command if a point is drawn on the screen.
- The point coordinates will be assigned to the variables x and y.
- The button selected by the user to draw the point will be assigned to 
the variable called button. (1 for RMB, 0 for LMB).

* With the following script lines :

          

     Param Line
     Parse result command x1 y1 x2 y2 button

The George Script will be launched only if a segment is drawn on the project window.

      

- The character string  « Line » will  be assigned to the variable called 
command if a line is drawn on the screen.
-  The  coordinates  of  the  points  at  the  ends  of  the  segment  will  be 
assigned to the variables  x1 y1 and x2 y2  ( see opposite )
- The button selected by the user to draw the line will be assigned to the 
variable called button. (1 for RMB, 0 for LMB).

* With the two script lines below :

          

      Param Circle
      Parse result command x y r button

The George Script will be launched only if a circle is drawn on the project window.
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- The character string  « Circle » will be assigned to the variable called 
command if a circle is drawn on the screen.
- The coordinates of the circle center will be assigned to the variables x 
and y.
- The radius of the circle will be assigned to the variable r.
- The button selected by the user to draw the circle will be assigned to 
the variable called button. (1 for RMB, 0 for LMB).

* With the following script lines :

          

      Param Rectangle
      Parse result command x1 y1 x2 y2 button

The George Script will be launched only if a rectangle is drawn on the project window.

      

-  The character  string  « Rectangle » will  be assigned to the variable 
called command if a rectangle is drawn on the screen.
-  The  coordinates  of  the  points  at  the  ends  of  the  rectangle  will  be 
assigned to the variables  x1 y1 and x2 y2  ( see opposite )
- The button selected by the user to draw the rectangle will be assigned 
to the variable called button. (1 for RMB, 0 for LMB).

* With the two script lines below :

          

      Param Freehand
      Parse result command x y button

The George Script will be launched only if a freehand curve is drawn on the project window.

      

-  The character  string  « Freehand » will  be assigned to the  variable 
called command if a curve is drawn on the screen.
- The button selected by the user to draw the curve will be assigned to 
the variable called button. (1 for RMB, 0 for LMB).

The character strings

It  is  important  to know how to use the character  strings because they usually plays a part  in 
numerous situations.
For example, in the following script lines, a loop allows to load the projects :
D:/cartoon3.tvp, D:/cartoon4.tvp, ... ... ... D:/cartoon15.tvp, D:/cartoon16.tvp.

For number=3 to 16
  NameOfTheFile="D:/cartoon"number'.tvp'
tv_loadproject NameOfTheFile

End

As shown above, you will have to use simple quotation marks ('...') or double quotation marks (''...'') 
in order to differentiate variables from character strings.

In the example above :
number  and  NameOfTheFile    are variables
D:/cartoon  and  .tvp  are character strings

18-22 The advanced functions of TVP Animation

file:///J:/dessinanime
file:///J:/dessinanime


How to use the « George » scripting language

The variable NameOfTheFile receive the concatenation of D:/cartoon,  number  and  .tvp
In other words, the character strings d:/cartoon and .tvp, the variable number have been joined 
end to end in order to create the variable NameOfTheFile.

It  is  possible  to  use the  Concat instruction to  join  end to end character  strings 
and/or variables. The following lines have the same effect :
NameOfTheFile=number'.jpg'
 NameOfTheFile=Concat(number,.jpg)

If you need to use simple quotation marks ('...') or double quotation marks (''...'') in your character 
strings, you must surround them with the other quotation marks at your disposal, as shown in the 
example below :

Print  ' My prefered animation program is " TVP Animation " '
// will surround the name of the software with double quotation marks.

Print  " My prefered animation program is ' TVP Animation ' "
// will surround the name of the software with single quotation marks.

The arrays

As in other programming languages, George can create and use arrays with one, two or more 
dimensions.

To create an array,  you only need to add parentheses or square brackets after the name of a 
variable. You can use either parentheses or square brackets.

For instance,
MyArray(i) or MyArray[i] represent the same array with one dimension.
MyArray(i,j) or MyArray[i,j] represent the same array with two dimensions.
MyArray(i,j,k) or MyArray[i,j,k] represent the same array with three dimensions.
And so on ...

With the George language, it is not necessary to indicate or declare the dimension 
or the number of elements before using an array.

In the exemple below, an array called color with one dimension was created.
It contains four elements : "Magenta", "Cyan", "Yellow" and "Black"
We used a loop to display its content.

color[1]="Magenta"
color[2]="Cyan"
color[3]="Yellow"
color[4]="Black"

For i=1 To  4

        tv_warn color[i]            //  displays each color : "Magenta", "Cyan", "Yellow"
          // and  "Black", in a dialog box.

End
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Functions and procedures

Let's assume that you are writing a script which needs some instructions, conditional tests, etc ... 
to be executed several times. (For instance, a script which tests the pixel's colors several time and 
acts differently depending on the obtained results. )

Copying the same lines several time in a George Script can quickly become fastidious. It doesn't 
make the things easier when you need to check or modify your script.
That's the reason why writing procedures and functions is very convenient :

* A function is a set of instructions and commands which allows you to execute a precise task 
inside a George Script. The functions are independent from the remainder of the George Script 
and are located at the end of the script.
The part of a George Script which distinguish itself from the function(s) will be called “main part of 
the  script”. All the functions are available at any moment in order to be used by the Main part of 
the script. A function can receive parameters and always returns a result.

* A procedure is a function which does not return results.

Here is an example of a script using a function :
(Of course, using functions is really useful when you have to create bigger and more sophisticated 
scripts )

Param Single
Parse result command abscissa ordinate button
tv_warn TestBlackColor(abscissa,ordinate)

//  Main part of the script ▲
// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
//  Function ▼

Function TestBlackColor(x,y)
Local r g b alpha sum
tv_getpixel x y
Parse result r g b alpha
If alpha<>0

sum=r+g+b
If  sum==0

Return " the pixel's color is black "
Else

Return " the pixel's color is NOT black "
End

Else
Return " the pixel is transparent "

End
End

The line :
tv_warn TestBlackColor(abscissa,ordinate)
Can be replaced by the two following lines :

 Answer=TestBlackColor(abscissa,ordinate)
 tv_warn Answer
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Here is the syntax of the instructions relative to the procedures and functions :

Function NameOfTheFunction (Variable1, Variable2, Variable3, etc ... )
This instruction declares the existence of a function or a procedure in a George Script. (there is no 
instruction called « procedure »)
This  instruction is  followed  by the procedure or  function name,  and then by the name of  the 
variables (from the main part) that are needed.

Functions and procedures must always be located after the main part of your script. 
Calling a function or a procedure in the main part  of  your  script  can be done by 
writing its name and the needed variables between parenthesis, separated by comas.

Local LocalVariable1, LocalVariable2, LocalVariable3, etc ... 
This instruction allows you to specify the variables which will be used solely inside your function or 
procedure.

Return Result
This instruction allows you to specify the result of your function and to make it available in the main 
part of the script. It could be a character string, a numerical value, a boolean value, etc  ...
In the main part of your script, it is possible to save it into a variable, and after to re-use it.
This instruction is optional. If you don't use it, you have created a procedure instead of a function.

End
This instruction is needed to finish your function or procedure.

The functions and procedures written in George language can be recursive. In other 
words, a function can call itself. It allows you to create more sophisticated scripts.
For instance, drawing a fractal curve can be done thanks to a recursive script
(see below)

  >    >  

How to create libraries of functions and procedures.

We have just seen in the last chapter that it was possible to create your own George functions and 
procedures.
This may be taken even further as you can store your functions and procedures in «.grg» files and 
you can re-use them in other scripts written in George.
In other words, you can create your own libraries.

To insert one of your libraries in a George Script, you only have to write the following line in your 
script :

     #Include "MyLibrary.grg"

The instruction  #Include will search the file called  MyLibrary.grg  in the directory containing the 
current George Script or in the root directory of  TVP Animation.

The following line allows you to specify a more precise access path, from the base directory :

     #Include "MyFolderOfLibraries/MyLibrary.grg"
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How to use the « George » scripting language

Please read the Initialization File section in the appendix of this user-manual if you 
want to change the root directory of TVP Animation.

Two examples of libraries are available in the directory :

C:/program files/TVPaint Developpement/TVP Animation 9 (Pro)/George/Include

for Microsoft Windows.
Applications/TVP Animation 9 (Pro)/George/Include

for Apple OS-X.

They are called Basic.grg and Advanced.grg and are related to character strings management.

     # Include "include/basic.grg"
     # Include "include/advanced.grg"

     

To make them available  in  the  George Scripts 
given with the software, you only need to add the 
opposite lines at the end of those scripts :

The Startup.grg file

At startup, the first thing that TVP Animation does (after displaying the main toolbox, but
before giving control to the user) is to run the  Startup.grg script (which should be in  the same 
directory as the other scripts). 
When there is no  Startup.grg file, nothing will  happen. Otherwise, you have at your disposal a 
startup file that gets run every time you load TVP Animation.
If, for example, you rename the Logo.grg file to Startup.grg, it will load the TVPaint Développement 
logo to screen every time you run TVP Animation.
You  could  also,  thanks  to  a  simple  George  script,  define  all  your  preferred  parameters.  For 
instance : load a project from your harddrive, change the current colors,  add some layers to your 
project, etc…

The TVP Animation Plug-in developpement

As explained before, George is not the only program that can send commands to TVP Animation.
Any other program could theoretically do so. Examples using an Excel script, a C program or other 
languages are certainly conceivable.
Besides, it is possible for experienced users or third-party companies to create Plug-ins that can be 
used with TVP Animation.
Those  Plug-ins allows you to add customized tools to the software like  effects on pictures, new 
drawing modes, new tools or new functions.
The Plug-in may be in the « .dll » (Dynamic Link Library) file format, which can be obtained thanks 
to a compiler. « .dll » files are not readable in a text editor, unlike the classical George Scripts.
For more details about this subject, please visit the TVPaint Developpement forum. You can also 
ask us the development kit (also called SDK) at the email address : tvpaint@tvpaint.fr
This kit contains source codes for interface functions, documentation and some detailed plug-in 
examples.

Adding arguments 

You can add arguments to the execution of TVP Animation. These arguments are :
- images (just write the path and file name),
- scripts (syntax: script=PathAndFileName.grg),
- george commands (syntax: cmd=GeorgeCommand).

For example :
TVP Animation.exe "MyImage" "script=MyScriptPathAndName.grg" "cmd=MyGeorgeCommand"
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The video cards compatible with TVP Animation (Pro)

The video cards compatible with TVP Animation (Pro)

For both video input and/or output, some video cards are compatible with TVP Animation (Pro):
Here is the complete list, with all the features detailed (only for PC at this time) :

Hardware
Model

Native file 
format

Video Output Video Input

Possibility to 
view your 

work on TVP 
Animation 

Pro and the 
video 

hardware

Needs a 
rendered 
preview 

before being 
available on 

the video 
hardware

The current 
project 

window (with 
opacity 

values) can 
be keyed over 

a live video

Image 
grabber
option

Possibility 
to display 
the current 
video in the 

project 
window

Leitch 
VelocityQ .dps

Leitch 
Velocity HD Should be added in the next updates of  TVP Animation Pro

DPS 
PAR - PVR
Hollywood

Matrox 
DigiSuite

DigiSuite LE
DigiSuite DTV .avi

Newtek
VTNT

VT[2] – VT[3]
.rtv

DV
compatible

with OHCI 1394
.rtv

WDM
Web Cam

Digital Camera

Bluefish 444 quicktime
 avi

cineon

Bluefish 444 HD
Should be added in the next updates of  TVP Animation Pro

       = Available            = Not available

The  hardware  native  file  formats,  if  they  are  available,  are  used  by  TVP 
Animation Pro and your  video card during the video import  and/or  export 
process.
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The digital camera working with the Canon Plug-in (PC only)

The digital camera working with the Canon Plug-in (PC only)

Please find below the list of theorically supported models regarding the canon SDK we used for 
this plugin (PC only at this time)

PowerShot A10, PowerShot A20, PowerShot A30, PowerShot A40, PowerShot A60, PowerShot A70, 
PowerShot A75, PowerShot A80, PowerShot A85, PowerShot A95 
PowerShot A100, PowerShot A200, PowerShot A300, PowerShot A310, PowerShot A400, PowerShot A510, 
PowerShot A520 
PowerShot S10, PowerShot S20, PowerShot S30, PowerShot S40, PowerShot S45, PowerShot S50, 
PowerShot S60, PowerShot S70 
PowerShot S100, IXY DIGITAL, DIGITAL IXUS 
PowerShot S110, IXY DIGITAL 200, DIGITAL IXUS v 
PowerShot S200, IXY DIGITAL 200a, DIGITAL IXUS v2 
PowerShot S230, IXY DIGITAL 320, DIGITAL IXUS v3 
PowerShot S300, IXY DIGITAL 300, DIGITAL IXUS 300 
PowerShot S330, IXY DIGITAL 300a, DIGITAL IXUS 330 
PowerShot SD100, IXY DIGITAL 30, DIGITAL IXUS II 
PowerShot S400, IXY DIGITAL 400, DIGITAL IXUS 400 
PowerShot SD10, IXY DIGITAL L, DIGITAL IXUS i 
PowerShot SD110, IXY DIGITAL 30a, DIGITAL IXUS IIs
PowerShot S410, IXY DIGITAL 450, DIGITAL IXUS 430 
PowerShot S500, IXY DIGITAL 500, DIGITAL IXUS 500 
PowerShot SD20, IXY DIGITAL L2 , DIGITAL IXUS i5 
PowerShot SD200, IXY DIGITAL 40, DIGITAL IXUS 30 
PowerShot SD300, IXY DIGITAL 50, DIGITAL IXUS 40 
PowerShot SD400, IXY DIGITAL 55, DIGITAL IXUS 50 
PowerShot SD500, IXY DIGITAL 600, DIGITAL IXUS 700 
PowerShot G1, PowerShot G2, PowerShot G3, PowerShot G5, PowerShot G6 
PowerShot Pro90 IS 
PowerShot S1 IS, PowerShot S2 IS 
PowerShot Pro1 

The EOS class of digital cameras are not supported at this time.

T  he   George instructions  

Here is the complete list of George instructions :

abs
acos
asin
atan
break
char
cos
cmp
cut

date
do...until
exit
len
for
if...else...end
max
min
param

parse
pause
print
rnd
sin
sqr
tan
time
trunc

version
while
concat 
for...to...end 
function 
local 
return 
while...end 
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The George language commands

The George language commands

Here is the complete list of George commands :

tv_airbrush
tv_alphaloadmode
tv_alphasavemode
tv_areadraw
tv_areainit
tv_areamove
tv_tvpaint2back
tv_tvpaint2front
tv_background
tv_blend
tv_bookmarksenum
tv_bookmarkset
tv_bookmarkclear
tv_bookmarktoggle
tv_bookmarknext
tv_bookmarkprev
tv_brushcut
tv_brushfromclipboard
tv_brushinfo
tv_brushpoly
tv_brushrestore
tv_brushtoclipboard
tv_bump
tv_circle
tv_circlefill
tv_clear
tv_colorfactory 
tv_crazyblur
tv_densitylinex
tv_densityliney
tv_densityx
tv_densityy
tv_display
tv_dot
tv_ellipse
tv_ellipsefill
tv_fastline
tv_fieldcopy
tv_fielddouble
tv_fileinfo
tv_fill
tv_filter
tv_firstimage
tv_flipimagex
tv_flipimagey
tv_fixmotion
tv_framerate
tv_gauge
tv_gblur
tv_getactivetool
tv_getactiveshape
tv_getapen
tv_getbpen
tv_getfield
tv_getheight
tv_getmouse
tv_getpalette
tv_getpath

tv_getpixel
tv_getpixeldisplay
tv_getpixellayer
tv_getprojectname
tv_getuser
tv_getwidth
tv_ghostline
tv_grab
tv_imagefromclipboard
tv_imagetoclipboard
tv_lastimage
tv_layeranim
tv_layercopy
tv_layercreate
tv_layercurrentid
tv_layercut
tv_layerdensity
tv_layerdisplay
tv_layerduplicate
tv_layerfetch
tv_layergetid
tv_layergetimage
tv_layergetpos
tv_layerhold
tv_layerimage
tv_layerinfo
tv_layerinsertimage
tv_layerinvert
tv_layerkill
tv_layermerge
tv_layermergeall
tv_layermove
tv_layerpaste
tv_layerrename
tv_layerselect
tv_layerselectinfo
tv_layerset
tv_layershift
tv_layerstencil
tv_layerstretch
tv_line
tv_listrequest
tv_loadbrush
tv_loadbrushanim
tv_loadimage
tv_loadpalette
tv_loadproject
tv_loadsequence
tv_loadspare
tv_lockcacheflush
tv_lockdisplay
tv_lockmouse
tv_magicnumber
tv_menuhide
tv_menushow
tv_mosaic
tv_noise
tv_nop

tv_panning
tv_penbrush
tv_pencil
tv_perswrap
tv_piccolor
tv_preserve
tv_propelling
tv_projectclose
tv_projectcurrentid
tv_projectduplicate
tv_projectenumid
tv_projectinfo
tv_projectnew
tv_projectselect
tv_readprojectstring
tv_oilbrush
tv_quit
tv_rangeclear
tv_rangegrab
tv_rangenoise
tv_rangeset
tv_ratio
tv_readuserstring
tv_readtextfile 
tv_recorder
tv_rect
tv_rectfill
tv_redo
tv_reqangle
tv_reqfile
tv_reqfloat
tv_reqnum
tv_reqstring
tv_request
tv_resetdisplay
tv_resizepage
tv_savebrush
tv_savebrushanim
tv_savedisplay
tv_saveimage
tv_savemode
tv_savepalette
tv_saveproject
tv_savesequence
tv_selectshapetool
tv_serialnumber
tv_setapen
tv_setbpen
tv_setcolor
tv_setpalette
tv_shadow
tv_smooth
tv_smoothdensity
tv_smoothedge
tv_spareadddensity
tv_sparecopy
tv_sparekill
tv_sparesubdensity

tv_spareswap
tv_sparetoback
tv_sparetofront
tv_specialbrush
tv_speed
tv_stacksavebin
tv_stacksave
tv_stackloadbin
tv_stackload
tv_stackexecutebin
tv_stackexecute 
tv_stackopen
tv_stackclose
tv_stackapply
tv_stackclear
tv_startframe
tv_strokepoint
tv_strokesize
tv_tcmode
tv_textbrush
tv_texttool
tv_tornado
tv_undo
tv_updateundo
tv_unlockcacheflush
tv_unlockdisplay
tv_unlockmouse
tv_version
tv_vfgetfont
tv_vfstringsize
tv_waitbutton
tv_warn
tv_warpbrush
tv_wave
tv_wetbrush
tv_writepixel
tv_writeuserstring
tv_writeprojectstring
tv_zdot
tv_zline
tv_zspline
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The main characteristics of the export formats :

The main characteristics of the export formats :

You can export projects from TVP Animation using several different file formats. 
DIP, AVI, GIF, QUICKTIME, DPX, FLI, PNG, PCX, SUNRASTER, PSD, TGA, JPG, ILBM, TIFF, 
BMP.
And you have these further formats for TVP Animation Pro: FLYER CLIP, D1 RTV, CINEON, SGI, 
SOFTIMAGE, VPB.

* The FLYER CLIP file format lets you export an animation that you can use with the VideoToaster 
Flyer from Newtek. The animation is saved as a single file and has usually a resolution of 752x480.

* You can use the D1 RTV file format in order to export an animation usable with the VideoToaster 
from Newtek . The animation is saved as a single file and has a resolution of 752x486 for NTSC 
ans 720x576 for PAL

* The CINEON export format was created by the Eastman Kodak Company in order to be used 
with their scanners and recorders. It uses logarithmic data (10 bits).

* The VPB format is native to the Quantel Video Paintbox. It uses 24 bits per pixels (more than 16 
millions of colors). Although the VPB format use stencils and layers, TVP Animation Pro does not 
translate its layers into VPB layers at this time.

The other export formats are classified in the table below.

   

= Available / possible for this 
file format

               

= Not available or not 
recommanded for this file format

Export Colors Other options

File format :
Animation 
as single 

file

Image or 
Image 

sequence

8 bits :

256 colors

24 bits

16.777.216 
colors

Save 
Opacity

Save 
Layers Compression

TVP 
(AUR MIR)

-

DIP -

AVI -

GIF
une couleur 
transparente

QUICKTIME -

 DPX -

FLI

PNG
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Export Colors Other options

PCX

SUNRASTER -

PSD -

TGA

JPG -

BMP
in TVP

ILBM

TIFF -

SGI
-

SOFTIMAGE 
-
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The available keyboard shorcuts and commands

The available keyboard shorcuts and commands

[All Commands]

Tools: Right Mouse Button
Undo: Multi Redo
Undo: Last Action
Undo: Project: Redo
Undo: Project: Undo
Undo: FX Stack: Redo
Undo: FX Stack: Undo
Color: Pick
Color: Pick B Color
TVP Animation: Magic Number
TVP Animation: Help
Image Buffer: Hold
Image Buffer: Fetch
Spare: Copy To
Spare: Exchange
Clipboard: Save Image
Clipboard: Load Image
Clipboard: Save Brush
Clipboard: Load Brush
File Project: New
File Project: Open
File Project: Save
File Project: Save all
File Project: Save As
File Project: Close
TVP Animation: Quit 
TVP Animation: No Border
TVP Animation: Iconify
Printer: Config
Printer: Print
Twain: Acquire
File Import: Sequence
File Import: Brush
File Export: Sequence
File Export: Brush
Interface: Open Main Panel
Interface: Close Main Panel
Interface: Toggle Main Panel
Interface: Open Menu Panel
Interface: Close Menu Panel
Interface: Toggle Menu Panel
Interface: Toggle Tools Panel
Interface: Open Tools Panel
Interface: Close Tools Panel
Interface: Toggle FX Panel
Interface: Open FX Panel
Interface: Close FX Panel
Interface: Open Time Line Panel
Interface: Open XSheet Panel
Layer: Set Frame Repeat
Interface: Open Project Panel
Interface: Toggle LightTable Panel
Interface: Open LightTable Panel
Interface: Close LightTable Panel
Interface: Toggle Palette Panel
Interface: Open Palette Panel
Interface: Close Palette Panel
Interface: Toggle Layer Panel
Interface: Open Layer Panel
Interface: Close Layer Panel
Interface: Toggle Navigator Panel
Interface: Open Navigator Panel
Interface: Close Navigator Panel
Interface: Toggle Remote Panel
Interface: Open Remote Panel
Interface: Close Remote Panel
Interface: Toggle Gradient Panel

Interface: Open Gradient Panel
Interface: Close Gradient Panel
Interface: Toggle Coordinates Panel
Interface: Open Coordinates Panel
Interface: Close Coordinates Panel
Interface: Toggle Paper Panel
Interface: Open Paper Panel
Interface: Close Paper Panel
Interface: Toggle Guides Panel
Interface: Open Guides Panel
Interface: Close Guides Panel
Interface: Toggle Grid Panel
Interface: Open Grid Panel
Interface: Close Grid Panel
Interface: Open Video Grabber Panel
Interface: Close Video Grabber Panel
Interface: Toggle Video Grabber Panel
Interface: Open Preview Settings Panel
Interface: Close Preview Settings Panel
Interface: Toggle Preview Settings Panel
Interface: Open Preferences Panel
Interface: Open Display Panel
Interface: Close Display Panel
Interface: Toggle Display Panel
Interface: Open Shape Settings Panel
Interface: Close Shape Settings Panel
Interface: Toggle Shape Settings Panel
Interface: Open Path Manager Panel
Interface: Close Path Manager Panel
Interface: Toggle Path Manager Panel
Interface: Open Pixel Tracker Panel
Interface: Open Path Recorder Panel
Interface: Open Connection Panel
Interface: Open Drawing Recorder Panel
Interface: Open Custom Panel
Interface: Close Custom Panel
Interface: Toggle Custom Panel
File Project: Resize
Interface: Configure Keyboard
TVP Animation: About
Interface: Close Window
Interface: Next Cursor
Layer: Pick Layer
Layer: Merge Display
Layer: Merge visible
Layer: Merge Selected
Layer: Make Anim
Layer: Recompute Exposures
Layer: Rename
Layer: Select All
Layer: Select Image From Keys
Layer: Delete
Layer: Duplicate
Layer: New
Layer: New Layer From Selected Images
Layer: Insert Single Image Before Current Image
Layer: Insert Single Image After Current Image
Layer: Duplicate Single Image
Layer: Insert Images Before Current Image
Layer: Insert Images After Current Image
Layer: Duplicate Image
Project: Insert Images
Project: Append Images
Project: Duplicate Image
Project: Insert Single Image
Project: Append Single Image
Project: Duplicate Single Image
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Project: Hide Other
Project: Show All
Project: Hide
Project: Show
TVP Animation: Room 1
TVP Animation: Room 2
TVP Animation: Room 3
TVP Animation: Room 4
Layer: Insert Tween Image
Layer: Insert Tween Images
Layer: Retime
Layer: Resize
Project: Split
Project: Duplicate
Layer: Select All Images
Layer: Delete Image
Project: Delete Image
Project: Previous
Project: Next
Layer: First Layer
Layer: Last Layer
Layer: Previous Layer
Layer: Next Layer
Layer: First Layer with Selection
Layer: Last Layer with Selection
Layer: Previous Layer with Selection
Layer: Next Layer with Selection
Layer: Move Layer Up
Layer: Move Layer Down
Layer: Position Lock 
Layer: Position Unlock
Layer: Position Lock Toggle
Layer: First Image
Layer: Last Image
Layer: Next Image
Layer: Prev Image
Layer: Go Right
Layer: Go Left
Layer: Go Up
Layer: Go Down
Layer: Go Left with Selection
Layer: Go Right with Selection
Layer: Go Up with Selection
Layer: Go Down with Selection
Layer: First Image with Selection
Layer: Last Image with Selection
Layer: Next Image with Selection
Layer: Prev Image with Selection
Layer: Next Key
Layer: Prev Key
Layer: Next Key with Selection
Layer: Prev Key with Selection
Layer: Create Key
Layer: Delete Key
Layer: Toggle Auto Key
Layer: Select All Keys
Layer: Toggle Display All
Layer: Toggle Stencil
Layer: Invert Stencil
Layer: Show All
Layer: Hide All
Layer: Clear All Stencil
Layer: Invert All Stencil
Image: Flip Horizontally
Image: Flip Vertically
Image: Flip Both Axis
Layer: Time Zoom In
Layer: Time Zoom Out
Layer: Light Table Mode
Layer: Toggle Frames/Time Code
Layer: Toggle Background Mode
Layer: Background Mode None

Layer: Background Mode Color
Layer: Background Mode Check
Preview: Play
Preview: Flip Book
Preview: Flip Previous Frame
Layer: Exposure: Add
Layer: Exposure: Remove
Layer: Exposure: Remove All
Layer: Exposure: Next
Layer: Exposure: Prev
Layer: Exposure: Next Loop
Layer: Exposure: Prev Loop
Layer: Exposure: Head
Layer: Exposure: Tail
Layer: Exposure: Break
Layer: Exposure: Select
Project: Add Exposures
Project: Add Single Exposure
Layer: Exposure: Toggle Auto Break
Layer: Exposure: Activate Auto Break
Layer: Exposure: Inactivate Auto Break
Layer: Exposure: Faux-Fix
Layer Sound: Load
Layer: Fit To Project
Layer: Fit To Selection
Layer: Fit To Layer
Layer: Fit To Key
Layer: Fit To Sound
Layer: Fit To Frame
Layer: Reverse Selection
Layer: Split
Layer: Join Selected Layers
Layer: Link
Layer: Align Left
Layer: Align Right
Layer: Slide
Layer: Slide To
Layer: Goto Image
Layer: Expand / Collapse
Layer: Select Current Image
Layer: Select Current Layer
FX Stack: Apply
FX Stack: Reset All
FX Stack: Delete All
Zoom: New Zoom window
Zoom: Toggle Aspect
Zoom: Toggle Video
Zoom: Center
Zoom: In
Zoom: Out
Zoom: Fit
Zoom: Fit Project Panel
Zoom: 100%
Zoom: Rotation Reset
Zoom: Rotate +15 (counter clockwise)
Zoom: Rotate -15 (clockwise)
Zoom: Flip horizontally
Zoom: Flip vertically
Zoom: Shake
Zoom: Show full page
Interface: Full Screen
Zoom: Scroll Up
Zoom: Scroll Up Left
Zoom: Scroll Left
Zoom: Scroll Down Left
Zoom: Scroll Down
Zoom: Scroll Down Right
Zoom: Scroll Right
Zoom: Scroll Up Right
Interface: Toggle windows display
Zoom: Next Zoom window
Zoom: Prev Zoom window
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Tools: Draw Dot
Tools: Re-Apply Custom Brush
Tools: Toggle Stencil
Tools: Toggle Paper
Tools: Toggle Transparency
Tools: Toggle Red
Tools: Toggle Green
Tools: Toggle Blue
Tools Brush: Increase Size
Tools Brush: Increase Size 2
Tools Brush: Decrease Size
Tools Brush: Decrease Size 2
Tools Brush: Change size
Tools Brush: reset
Layer: Clear
Tools Mode: Next
Tools Mode: Prev
Tools Mode: Default
Drawing Mode: 01 (Color)
Drawing Mode: 02 (Behind)
Drawing Mode: 03 (Erase)
Drawing Mode: 04 (Panto)
Drawing Mode: 05 (Merge)
Drawing Mode: 06 (Shade)
Drawing Mode: 07 (Light)
Drawing Mode: 08 (Colorize)
Drawing Mode: 09 (Tint)
Drawing Mode: 10 (Grain)
Drawing Mode: 11 (Smooth)
Drawing Mode: 12 (Noise)
Drawing Mode: 13 (Negative)
Drawing Mode: 14 (Sharp)
Drawing Mode: 15 (Emboss)
Drawing Mode: 16 (Solarize)
Drawing Mode: 17 (Saturate)
Drawing Mode: 18 (UnSaturate)
Drawing Mode: 19 (Add)
Drawing Mode: 20 (Sub)
Drawing Mode: 21 (Multiply)
Drawing Mode: 22 (Screen)
Tools Brush: Air
Tools Brush: Pen
Tools Brush: Oil Paint
Tools Brush: Water Color
Tools Brush: Mechanical
Tools Brush: Pencil
Tools Brush: Warp
Tools Brush: Special
Tools Brush: Text
Tools Brush: CustomBrush
Tools Brush: Previous
Tools Brush: Next
Tools Brush: Toggle Display
Brush: Toggle CutBrush
Brush: Cut Rectangle
Brush: Cut Magic Wand
Brush: Cut Poly
Brush: Cut Freehand
Brush: Double Size
Brush: Halve Size
Brush: Toggle Handle Corner
Brush: Move Handle Corner
Brush: Outline
Brush: Double Width
Brush: Double Height
Brush: Halve Height
Brush: Halve Width
Brush: Flip Horizontally
Brush: Flip Vertically
Brush: Rotate 90°
Brush: Rotate -90°
Brush: Rotate

Brush: Resize
Brush: Optimize
Brush: Optimize Source
Brush: Toggle Transparency
Brush: Next Animbrush
Brush: Previous Animbrush
Brush: Toggle Stamp/Brush
Shape: Apply
Shape: Freehand Dot
Shape: Single Dot
Shape: Freehand
Shape: Freehand Fill
Shape: Circle
Shape: Circle Fill
Shape: Line
Shape: Poly Fill
Shape: Flood Fill
Shape: Spline
Shape: Spline Fill
Shape: Rectangle
Shape: Rectangle Fill
Shape Select: FreeHand
Shape Select: Rectangle
Shape Select: Ellipse
Shape Select: MagicWand
Shape Select: Spline
Shape Select: Clear
Shape Select: Invert
Shape Select: Copy To CustomBrush
Shape Select: Cut To CustomBrush
Shape Select: Copy To New Layer
Shape Select: Cut To New Layer
Shape Transform: Pan
Shape Transform: Position
Shape Transform: Warp
Tools Pantograph: Set
Tools Healing: Set
Timeline: Notes: Toggle
Timeline: Notes: Open
Timeline: Notes: Close
Timeline: Audio: Toggle
Timeline: Audio: Open
Timeline: Audio: Close
Audio: Scrub: Never
Audio: Scrub: Scrub
Audio: Scrub: Always
Audio: Scrub: Toggle
Audio: Mute: On
Audio: Mute: Off
Audio: Mute: Toggle
Tools: Crop
Tools: Zoom
TVP Animation: Copy Selection
TVP Animation: Paste
TVP Animation: Cut Selection
TVP Animation: Select All
TVP Animation: Delete Selection
Color: Up
Color: Down
Color: Right
Color: Left
Color: Invert A/B
Color: Hue <<
Color: Hue >>
Color: Saturation -
Color: Saturation +
Color: Luminosity -
Color: Luminosity +
Color: Red -
Color: Red +
Color: Green -
Color: Green +
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Color: Blue -
Color: Blue +
Gradient: Next
Gradient: Previous
Gradient: Load
Gradient: Save
Gradient: Default
Gradient: Invert
Grid: Toggle
Grid: Snap
Grid: Display
Guides : Toggle
Guides : Snap
Guides : Display
Guides : Add
Guides : Remove
Display: Show SafeArea
Display: Show FieldChart
Display: Show Stencil
Display: Show Selection
Display: Show Paper
Grab : Video Input
Grab : Switch Modes
Grab : Grab Length
Grab : Increase Grab Length
Grab : Decrease Grab Length
BookMarks: Set
BookMarks: Clear
BookMarks: Clear All
BookMarks: Toggle
BookMarks: Next
BookMarks: Previous
Mark: Set Mark In
Mark: Toggle Mark In
Mark: Goto Mark In
Mark: Set Mark Out
Mark: Toggle Mark Out
Mark: Goto Mark Out
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[Shortcuts]

a = Zoom: Shake
b = Brush: Toggle CutBrush
c = Brush: Rotate
d = Shape: Freehand
e = Tools Brush: Next
f = Shape: Flood Fill
g = Grid: Toggle
h = Brush: Halve Size
i = Project: Append Images
j = Spare: Exchange
k = none
l = Shape: Line
m = Zoom: New Zoom window
n = Color: Invert A/B
o = Brush: Outline
p = Interface: Toggle Palette Panel
q = Shape: Spline
r = Shape: Rectangle
s = Shape: Freehand Dot
t = Tools Brush: Text
u = Undo: Last Action
v = Interface: Full Screen
w = Preview: Flip Book
x = Brush: Flip Horizontally
y = Brush: Flip Vertically
z = Brush: Resize
shift a = Interface: Toggle Tools Panel
shift b = Layer: Toggle Background Mode
shift c = Tools Healing: Set
shift d = Interface: Open Preferences Panel
shift e = none
shift f = Layer: Goto Image
shift g = Interface: Open Grid Panel
shift h = Brush: Double Size
shift i = Project: Insert Images
shift j = Spare: Copy To
shift k = Layer: Clear
shift l = File Project: Open
shift m = none
shift n = File Project: New
shift o = Brush: Toggle Handle Corner
shift p = Tools Pantograph: Set
shift q = TVP Animation: Quit 
shift r = none
shift s = File Project: Save
shift t = none
shift u = Undo: Multi Redo
shift v = Zoom: Show full page
shift w = File Project: Close
shift x = Brush: Double Width
shift y = Undo: Multi Redo
shift z = Brush: Rotate 90°
ctrl a = TVP Animation: Select All
ctrl b = none
ctrl c = TVP Animation: Copy Selection
ctrl d = TVP Animation: Magic Number
ctrl e = Tools Brush: Previous
ctrl f = Layer: Slide To
ctrl g = none
ctrl j = none
ctrl k = Interface: Configure Keyboard
ctrl l = Layer: Light Table Mode
ctrl n = Layer: New
ctrl o = Project: Open
ctrl p = Project: Show All
ctrl q = none
ctrl r = none
ctrl s = File Project: Save
ctrl t = none
ctrl u = none

ctrl v = TVP Animation: Paste
ctrl w = none
ctrl x = TVP Animation: Cut Selection
ctrl y = Brush: Flip Vertically
ctrl z = Undo: Last Action
0 = Interface: Toggle Layer Panel
1 = Zoom: Scroll Down Left
2 = Zoom: Scroll Down
3 = Zoom: Scroll Down Right
4 = Zoom: Scroll Left
5 = Zoom: Center
6 = Zoom: Scroll Right
7 = Zoom: Scroll Up Left
8 = Zoom: Scroll Up
9 = Zoom: Scroll Up Right
ctrl pad 0 = none
ctrl pad 1 = Interface: Open Time Line Panel
ctrl pad 2 = Interface: Open XSheet Panel
ctrl pad 3 = Interface: Open Project Panel
ctrl pad 4 = none
ctrl pad 5 = none
ctrl pad 6 = TVP Animation: Room 1
ctrl pad 7 = TVP Animation: Room 2
ctrl pad 8 = TVP Animation: Room 3
ctrl pad 9 = TVP Animation: Room 4
/ = Tools Brush: Decrease Size 2
* = Tools Brush: Increase Size 2
- = Tools Brush: Decrease Size
+ = Tools Brush: Increase Size
, = Layer: Pick Layer
; = Color: Pick
: = Tools Brush: reset
! = Timeline: Notes: Toggle
< = Zoom: Out
> = Zoom: In
& = none
~ = none
" = none
# = none
' = none
( = none
[ = Image: Flip Horizontally
| = Interface: Toggle Coordinates 

Panel
` = none
_ = none
\ = none
@ = none
) = none
] = Image: Flip Vertically
} = none
$ = none
£ = none
% = none
§ = none
. = none
equal = Layer: Toggle Display All
^ = none
¨ = none
µ = none
¤ = none
² = none
f1 = TVP Animation: Help
f2 = Drawing Mode: 01 (Color)
f3 = Drawing Mode: 02 (Behind)
f4 = Drawing Mode: 03 (Erase)
f5 = Drawing Mode: 04 (Panto)
f6 = Drawing Mode: 05 (Merge)
f7 = Drawing Mode: 06 (Shade)
f8 = Drawing Mode: 07 (Light)
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f9 = Drawing Mode: 08 (Colorize)
f11 = Zoom: Show full page
f12 = Interface: Toggle windows 

display
ctrl f1 = none
ctrl f2 = none
ctrl f3 = none
ctrl f4 = Interface: Close Window
ctrl f5 = none
ctrl f6 = none
ctrl f7 = none
ctrl f8 = none
ctrl f9 = TVP Animation: Iconify
ctrl f11 = TVP Animation: No Border
ctrl f12 = none
shift f1 = none
shift f2 = none
shift f3 = none
shift f4 = none
shift f5 = none
shift f6 = none
shift f7 = none
shift f8 = none
shift f9 = none
shift f11 = none
shift f12 = none
ctrl shift f1 = none
ctrl shift f2 = none
ctrl shift f3 = none
ctrl shift f4 = none
ctrl shift f5 = none
ctrl shift f6 = none
ctrl shift f7 = none
ctrl shift f8 = none
ctrl shift f9 = none
ctrl shift f11 = none
ctrl shift f12 = none
space = Tools: Right Mouse Button
tab = Project: Next
shift tab = Project: Previous
ctrl tab = Zoom: Next Zoom window
ctrl shift tab = Zoom: Prev Zoom window
home = Layer: First Image
shift home = none
ctrl home = Layer: First Layer
ctrl shift home = none
end = Layer: Last Image
ctrl end = Layer: Last Layer
shift end = none
ctrl shift end = none

del = TVP Animation: Delete 
Selection

shift del = TVP Animation: Delete 
Selection

ctrl del = none
ctrl shift del = none
insert = Zoom: Rotation Reset
shift insert = none
ctrl insert = none
ctrl shift insert = none
backspace = Layer: Clear
shift backspace = Shape Select: Clear
wheel up = Tools Brush: Increase Size
Shift Wheel Up = Tools Brush: Increase Size 2
Ctrl Wheel Up = none
Ctrl Shift Wheel Up = none
Wheel Down = Tools Brush: Decrease Size
Shift Wheel Down= Tools Brush: Decrease Size 2
Ctrl Wheel Down = none
Ctrl Shift Wheel Down = none
up = Layer: Go Up
shift up = Layer: Go Up with Selection
ctrl up = Layer: Move Layer Up
ctrl shift up = BookMarks: Toggle
down = Layer: Go Down
shift down = Layer: Go Down with Selection
ctrl down = Layer: Move Layer Down
ctrl shift down = Color: Down
left = Layer: Go Left
shift left = Layer: Go Left with Selection
ctrl left = Brush: Previous Animbrush
ctrl shift left = BookMarks: Previous
right = Layer: Go Right
shift right = Layer: Go Right with Selection
ctrl right = Brush: Next Animbrush
ctrl shift right = BookMarks: Next
page up = Layer: Prev Key
shift page up = Zoom: Rotate +15 (counter 

clockwise)
ctrl page up = none
ctrl shift page up = none
page down = Layer: Next Key
shift page down = Zoom: Rotate -15 (clockwise)
ctrl page down = none
ctrl shift page down = none
mmb = none
shift mmb = none
ctrl mmb = none
ctrl shift mmb = none
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The technical support and internet resources

We did our best to provide you a detailed user-manual, with a lot of illustrated examples.
However, you may still have questions regarding the software.
You can find additional and helpful informations about the TVPaint technology on our website :
www.tvpaint.com

You will find :

* Latest news, about the TVPaint Technology
* Tutorials, palettes, custom brushes, papers, scripts and plug-in.
* Some user-stories,
* Latest demos and updates For your current Software.
* Discussion forums with a technical support in french, english and spanish language.
* A gallery where hundreds of pictures and animations will show you the possibilities given by the 
TVPaint solutions from its creation.

It's  the  share  place  !  The  TVPaint  forums  gather  the  discussion  of  our  users, 
samples of their works as well as brushes, scripts and tips for the benefit of all. Feel 
free to post your own productions and to share your techniques !

Join the TVPaint users Community !

When  contacting  us  via  email,  forum,  phone,  ...  please  don't  forget  to  give  us  the  following 
informations :
* Your computer (PC, Macintosh, ...), its CPU (AMD, Intel, ...), it's amount of RAM
* Your operating system (apple OS-X, Microsoft windows, ...)
* The version of TVP animation (Pro) that you are running : you can find it in the about section of 
the software (see below)
* Your video hardware, if you have one.
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Here are our full coordinates :

TVPAINT DEVELOPPEMENT
Route de Marange 
57280 Maizieres les Metz 
FRANCE

Phone : +33 (0)387 173 598
Fax : +33 (0)387 173 599
Email : tvpaint@tvpaint.fr

                

              

TVPaint  Developpement  is  located  at 
Maizieres Les Metz, 10 km aways from Metz. 
Transporation means for meeting us are :
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Planes : 
Metz / Nancy Lorraine Airport - 40 Km
http://www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr/ 
Luxembourg Findel Aiport - 55 Km
http://www.luxair.lu/fr/airport/ 

Trains : 
Metz Railway Station
Booking / Information SNCF :
Phone : +33 (0)8 92.35.35.35
http://www.sncf.com 

Metz Taxi :
Phone : +33 (0)3 87.56.91.92

Car : 
Autoroute A31, Exit n35
For a custom itinary :
http://www.viamichelin.com 

http://www.viamichelin.com/
http://www.sncf.com/
http://www.luxair.lu/fr/airport/
http://www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr/
mailto:tvpaint@tvpaint.fr
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ようこそ！皆さんにとって TVPアニメーション 7は初めてかもしれませんし、もしかしたら現在お使
いの、又は他のプラットフォーム上で、その前身のものを使った経験があるかもしれません。いずれ
にせよ、TVPアニメーション 7が皆様の芸術的探求のための真の財産であると確信されることを切に
願っております。並びに、TVPアニメーション 7コミュニティーの活発さ、サポート、友情、多様性
を楽しんでいただけることと期待しております。

 
このチャプターの目的は、3つの要素から成っています。まずはコントロール、スライダー、メニュー
等のいくつかのプログラム・インターフェースの仕様を知っていただきます。また、（次のチャプ
ターで TVPアニメーション 7の簡単な概要を開始しますので）プログラムの開始方法を知っていただ
きます。思い切った行動が好きな性格の方なら、すぐにでもその部分へ飛びたいかもしれません。

1.1. プログラムの仕様

1.1.1. ユーザーアカウントとプログラム・ディレクトリ

 
インストール中に別の場所を選択することができますが、通常 TVPアニメーション 7ソフトウェア本
体はシステムドライブのプログラム・ディレクトリ内にインストールされます。ソフトウェアは
TVPaint Developpementという名前のフォルダ内で見つけることができます。このフォルダ内には、ア
プリケーション本体、そしてドライバー、プラグイン等のアプリケーションが依存するファイルがあ
ります。
 

いくつかの設定では、TVPアニメーション 7の１つのコピーが異なる時間帯に何人かの異なる人々に
よって使用されるかもしれません。そのような状況では、管理者が各ユーザーに異なるログイン IDを
提供するのが一般的です。これによって、各人が独自の環境設定を行うことが可能となります。この
ため TVPアニメーション 7では、システムドライブ上のDocument and Settingsフォルダ内のユーザー
自身のフォルダの中に、いくつかのユーザー特定のファイルを別々に保存することが予め準備されて
います

1.1.2. 入力デバイス

マウスで絵を描くことは、確かに可能ですが、誰にとっても大変なことです。現在は（人気の
WacomRモデルのような）グラフィック・タブレットがとても購入しやすくなり、それによって、よ
り自然な描画感覚が得られ、さらにコントロールしやすくなっています。

TVPアニメーション 7では「Pressure」や「Altitude」、そして「Azimuth」等のほとんどのグラフィッ
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ク・タブレットの高度な特性を扱えるユーザーのための直接的なサポートが提供されています。（こ
れらのデバイスに関連する特定の設定については、第 7章の「ペイントとデッサン」の TVPアニメー
ション 7の「デッサンツール」の内容の中に記載されています。)

とは言っても、標準のマウスはグラフィック・タッチペンの主な機能を再現しています。マウスの左
ボタン(以後左ボタン）を押してのデッサンは、タッチペンの先を当てるのに相当し、マウスの右ボタ
ンのドラッグは、タッチペンのボタンを押しての使用に相当します。（マウスの右ボタンがない場合
、通常 Shift + 左クリックが同じ機能を果たします。）

1.1.3.  コンテキストとポップアップメニュー

マウスの右ボタン（以後「右ボタン」）には、多くのコンテキストメニューを開く役目もあります。
ツールアイコン上で右クリックすると、その設定への便利なアクセスを提供するパネルが表示される
事があります。また、右クリックでパネルや画面のコンテンツに関連したユーティリティを提供する
コンテキストメニューが開かれるかもしれません。

左マウスボタンも引けを取らず、数々のポップアップ、ドロップダウン、またはサイクルメニューを
開くのに使われます。これらのインターフェースの設定ツールは通常、いくつかのツールに関してオ
プションの設定を提供しています。「ツールパネル」内の「ペイントモード」メニューが例の 1つで

 す。

1.1.4. テキスト/  数字フィールド

 

T テキストと数字の入力フィールド（別名「文字列リクエスタ」）が、TVPアニメーション 7全般にお
いて多くの異なる場所で表れます。それらの使用方法は実に明確ですが、ワープロで使用されるよう
ないくつかの標準ショートカットキーも使用できると知っておくと便利でしょう。

 
例えば、Shift + Delでカーソル位置の右隣の文字を削除するのに対し、Shift + Backspaceで左隣を削除
します。同様に Shift + Homeが左側の文字全てを選択するのに対し、Shift + Endは右側の文字を強調表
示します。通常のすべて選択、カット、コピー、ペースト、取り消しのショートカットキーもそれぞ
れ、CTRL + A、CTRL + X、CTRL + C、CTRL + V、CTRL + Z  でツールします。
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 ミニスライダー

 
 
 
数値の設定に使用するもうひとつのインターフェースのツールはミニスライダーで、それは上で説明

  されたフィールドツールの特徴と追加のコントロールとを組み合わせたものです。

 
スペシャルスライダーは、TVPアニメーション 7の一部分で入力に使用されます。レイヤーパネルコ
ントロール領域の各レイヤーに関連した透明度コントロールは、一味違ったスライダーで「クリッ

 ク・スライダー」です。

 

  
   

このツール内の水平な帯上の任意の点を左ボタンでクリックすると、即座に現在の設定をマウスをク
 リックした位置に一致する値に更新します。これにより、素早い調整が可能になります。

 
さらなる精密さが必要な場合は、帯の上で左右に左ボタンを押しながらドラッグできます。数値に更
に細かいコントロールを提供して、そのツールはミニスライダーのような働きをします。在のレベル
がわかるよう、また精密さの手助けとして役立つようにツール内では常に現在の数値が表示されてい

 ます。お好みであれば、帯上でマウスの右ボタンを押すと標準の数値入力リクエスタが開きます。

 
ヒント：両方のスライダーを右ボタンでドラッグすると、マウス動作の効果は 5倍に増加します。

 スライダーとスクロールバー

 

 もうひとつのスライドツールは、TVPアニメーション 7のインターフェース内のいくつかの場所で見
られます。上のようなスクロールバーは通常 2  つの隣り合わせの矢印ツールを伴っています。

ほとんどのユーザーは、ウェブブラウザやファイルウィンドウの一般のアプリケーションでこのよう
なツールには慣れていることでしょう。マウスでドラッグすることで、

(プロジェクトウィンドウやファイルリストウィンドウのような）ウィンドウのコンテンツをパンやス
クロールする事は、TVPアニメーション 7内で通常の動作として使われています。

1.1.5.  画面のサイズ変更と位置変更

 
TVPアニメーション 7の多くのウィンドウとパネルのタイトルバーはドラッグバーになっています。
この領域内でマウスをクリックしてドラッグすると、パネルの位置を変更できます。また、ほとんど
のパネルでは標準の「最小/最大」、「前方/後方」、「ツールを閉じる」等の組み合わせを取り入れて
います。
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ほとんどのパネルやウィンドウもまた、マウスでドラッグすることによって(特定の範囲内で)サイズを
変更することができます。サイズを変更したい画面の端や角の上でマウスポインターを動かしてくだ
さい。パネルサイズが変更可能な場合は、マウスポインターが両端矢印に変わります。マウスをド
ラッグして変更します

1.1.6.  進行メーター

 

 

進行メーターは TVPアニメーション 7全体を通して、時間のかかる作業の状況を表示するために必要
に応じて使用されます。停止ボタン、Esc キーを押すと作業を停止します。通常、部分的に完了した結
果が記憶されます。これを希望しないのであれば、ほとんどの場合は取り消し機能で前の状態に戻せ
ます。
 

1.2 TVPアニメーション 7  を開始する

TVPアニメーション 7を起動すると、下のようなスプラッシュページのパネルが表示され、既に作成
 されているプロジェクト環境設定から選択するか、新規に作成するかを選ぶことができます。

 

  

 

ユーザー設定のプリセットでは TVPアニメーション 7が使用する主なプロジェクトの設定を記憶して
います。インストールされた際、デフォルトの設定だけが利用できます。これは自由に修正すること
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ができ、作業後に既存の TVPアニメーション 7にこの設定の保存を選択すると、現在の設定として全
 ての変更を記憶します。

 メモ：TVPアニメーション 7以前では、デフォルトの設定は修正できませんでした。TVPアニメー
ション 7では修正可能ですが、プログラム開始の際に新規（ユーザー設定）を選んだ場合、オリジナ
ルの（修正されていない）デフォルトの設定がベースとして使用され続けます。

異なる作業に適した設定をいくつか作成しておくと非常に便利です。また、ホストコンピュータシス
テムのユーザー管理機能を使って、異なるユーザー IDでログインすることで、複数のユーザーが完全
に異なるユーザー設定を自由に持つことができます。

カスタム設定は２通りの方法で作成されます。「新規」をクリックすると、TVPアニメーション 7デ
フォルトの新規設定の初期設定（標準VGA設定に似ています）をベースにします。またコピーを選ぶ
と、現在選択されている設定をベースとして使用します。（あるいは削除をクリックすると現在選択

 されている設定をリストから除外します。）

 
どちらも場合でも、パネル下半分のプロジェクト・プロパティ領域の設定を使って希望の修正を行い
ます。その後、TVPアニメーション 7を起動するために「OK」をクリックします。インストールされ
ているハードウェアデバイスによって、この時点で TVPアニメーション 7での作業が可能となる前に
、ビデオ標準に関連したさらにいくつかの設定を特定するよう求められるかもしれません。しかし、
これで終了ではありません。新規環境設定作成の際にデフォルトの設定に加えた修正を保存するため
に、既存の TVPアニメーション 7にこの環境設定の保存を選択しなければいけません。
 
 
次回 TVPアニメーション 7を起動する際、スタートアップのパネル上部のユーザー設定のサイクルメ
ニューで新しいプリセットが既に選択されています。(もちろん、このメニューを使用して異なる環境
設定を選択することもできます。) 
パネルのプロジェクト・プロパティ領域のパラメータはほとんど一般的なフレームレートと解像度の
設定で、「第４章：TVPアニメーション 7   の環境設定」でさらに詳しく説明されています。

1.3TVPアニメーション 7を終了する
 

TVPアニメーション 7での作業の終了は他のほとんどの既存プログラムとは少し異なります。TVPア
ニメーション 7メインウィンドウ右上の閉じるツールを使用する、TVPアニメーション 7メインメ
ニュー内でファイル＞終了を選ぶ、もしくは CTRL + Qのショートカットキーを使うことができます。 

 

  

第 1  章はじめに J1-5



第 1  章はじめに

 しかしどの場合でも、この設定を保存するかどうかを選択できるように、このような終了パネルが表
 示されます。

 
設定の保存を選択すると、ペンサイズや出力パス、接続設定等の現在の全ての TVPアニメーション 7

 の設定が現在のユーザー設定の更新に使用されます。

メモ：「この設定を保存する」スイッチの状態までも保存されますので、気をつけて使用してくださ
い。TVPアニメーション 7を終了するたびにお気に入りのスタートアップ設定を書き換えたくはない

 でしょうから。

 
次回 TVPアニメーション 7を起動する際、最後に保存された設定が初期設定としてスタートップのス
プラッシュページ内に現れます（先に説明したように、他の設定があればそれを自由に選ぶことがで
きます）。終了パネル右上の「閉じる」[ｘ]をクリックすると、キャンセルのクリックやそのショート
カットキー「ESC」を押すのと同様に、環境設定を保存せずに終了プロセスがキャンセルされます。
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第 2章 TVPアニメーション 7の紹介
 

 

TVPアニメーション 7とは？この質問に答える必要があるでしょう。答えは想像以上に簡
単なものではありません。しかし、そのはかない名前が暗示するように、TVPアニメー
ション 7は人によって別のものになりえます。ある人々にとっては、ただ単に紙のいらな
いアニメーションであり、また他の人々にとっては、CGユーティリティ、エフェクト
ジェネレーター、創作ツール、イメージ・プロセッサー、３Dアニメーション用テクス
チャー・ツール、写真補正機、ファイル変換ユーティリティ、ウェブ・アニメーション

 ツール、とそのリストに終わりはありません。

 

2.1 TVPアニメーション 7 - その概念

以下で TVPアニメーション 7の全体的な概念をお伝えできるか見てみましょう。

  アニメーション、フィルム、ビデオクリップ－すべてフィルムストリップ（セルロイド
貼りになった連続した一連のフレーム）のようなものと考えられます。フィルムストリッ
プがプロジェクターを通るとそれぞれのフレームが一瞬スクリーンに上映され、そして素
早く次のフレームに取って代わられる。（例えて言えば、フレーム表示が更新されるス
ピード、いわゆるフレームレートは重要ではありませんが、現実のメディアの世界ではそ
のレートは重要であり、TVPアニメーション 7がそれに関するコントロールを提供してい

 ます。 )

 
もちろんここではそれぞれのフレームのコンテンツは何でもかまいません。カモや飛行船
、たとえ完全に真っ黒でもかまいません。もちろん、これらでは視聴者の注意を長く引く

 ことはできないでしょう。フレーム間の動きの概念を入れましょう。

 

 長く確立されているように、フィルムストリップのイメージコンテンツがフレームから
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フレームへほんの少しだけ動くと、その結果として視聴者の目にはアニメーションと見え
ます。1つのフレームから他のフレームに映像をさらに動かすと、知覚される動きの見掛
けのスピードが変化します。フレーム間の動きをある一定の時間にわたってゼロにまで減
少させていくと、

見掛けの動きはゆっくりとなり、そして止まります。一方、連続したフレーム自体を視聴
者の前でさらに早く動かすと（フレームレートを上げる）、動きのリアリズムがはるかに
高まります。

 
この映像がマンガ形式の手塗りやビデオ(もしくは映画用)カメラで記録されたもの、もし
くはコンピューターで生成されたもの(CGI)であってもアニメーションシステムにとって
は全く問題にならず、どれも同じです。

 
基本的に、TVPアニメーション 7では仮想フィルムストリップとその作業に必要なすべて
のツールが提供されています（もちろん 1つのイメージで作業することもできます）。

 

2.1.1.仮想フィルムのための仮想ツール

 
TVPアニメーション 7のデッサンツールとペイントモードを使って、仮想フィルムスト
リップの個々のフレーム内に直接コンテンツを描いたり、ペイントすることができます。
ビデオ映像等の既存のコンテンツ上にペイントしたり（これは通常ロトスコープと呼ばれ

‘ ’ています）、またゼロからコンテンツを作成することができます。
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加えて、TVPアニメーション 7ではフィルムストリップのフレームを操作することもでき
ます。ワープロでの作業の際のテキストと同様に、フレームをカット、コピー、ペースト
、削除することができます。様々な目的に合わせて解像度を修正して比率を変えることも
できます。ゆっくりしたり早くしたりなどのフレームの時間操作でさえもできます。
 

これに加えて、TVPアニメーション 7を使って画像処理を行うことができます。画像処理
の範疇は広いですが、基本的にイメージの属性のいくつかを修正するという意味です。簡
単な例としては、イメージを明るくしたり、コントラストを変更することが含まれます。
画像処理機能のもっと凝った例では、イメージの鮮明さを強化したり、ぼかしたり、選択
的に色を変更したりということが含まれます。しばしばエフェクトと呼ばれるこれらの操
作は、TVPアニメーション 7では FXStackに適用されているフィルターを使って行われま

 す。
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2.1.2. レイヤーと合成

 
TVPアニメーション 7では合成機能も提供されています。これがどういう意味か、少し時

 間をとって説明しましょう。
 

今まで、我々の例えは単なるフィルムストリップ、つまりビューアを通り過ぎる連続した
フレームでした。しかし、TVPアニメーション 7ではさらに複雑なシナリオが利用可能で
す。１枚目のフィルムストリップの上に２枚目のフィルムストリップをかぶせ、それを同

 時に（仮想）プロジェクターに通したらどうなるでしょうか。

 

 

 ご覧のように結果はかなり違っています。２つのシーケンスがそれぞれが結果に貢献す
るという、シンプルなブレンドなのかもしれません。この完成品は合成イメージと呼ぶこ
とができます。また、一連の動くイメージ、例えば我々の大作用の動くタイトルを残りの
フレームを空白（透明）のままで一番上のフィルムストリップ（又はレイヤー）上へペイ
ントすることもできます。その 2つのレイヤーを同時にプロジェクターで再生させると、
2つ目のレイヤーで形成された背景上にタイトルが表示される結果になり、異なる種類の

 合成となります。

J2-4 第 2章 TVPアニメーション 7の紹介



第 2章 TVPアニメーション 7の紹介

Is it Paper or TVP Animation ?

複数のレイヤー（又はレイヤーの部分）の透明度をこのような方法で変更するということ
で、私達は力強いツールを手にするのです。TVPアニメーション 7ではレイヤーの透明度
の変更だけではなく、あるレイヤーをもうひとつのレイヤーの裏側に配置したりと、表裏
(上下)の順序の変更も自由にできるのです。
 

さらに、下側のレイヤーのイメージが見えるようにフレームの一部を消去できます。フ
レームの属性が基となっている透明度を変えることで、これを手動で（ロトスコープ）又
は自動で行うことができます。残りのレイヤーを不透明のままに残し、特定の色に適合す
るフレームのある部分を効果的に消去するというように、クロマキー技法（しばしばブ
ルースクリーンやグリーンスクリーンと呼ばれる）はこのように行われます。他の合成技
法を使えば、様々な創造的な手法でレイヤーを１つ１つ追加することができます。

 

2.2. 実行
 

さて、TVPアニメーション 7についての基本概念は分かりました。TVPアニメーション 7
は最初からモーションイメージのフレームやレイヤーを作成、編集、そして操作できるよ
うにデザインされているのです。TVPアニメーション 7の主要機能のいくつかをちょっと
見てみましょう。
 

2.2.1. レイヤーパネル
 

あるプロジェクトのレイヤーはレイヤーパネル内で操作されています。そこではプロジェ
クトの連続フレームを水平なバーグラフの帯で、タイムライン内で 1列ごとで表されてい
ます。レイヤーパネルではまた、レイヤーの順序の変更、レイヤー（やフレーム）のカッ
トやペースト、時間の伸長、レイヤーの合成(融合)、さらに色々なこと（第６章「レイ

 ヤー管理」ですべて詳しく説明されています）を行うことができます。
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2.2.2. Project Window
 

そのときに表示され、編集されている特定のフレームは現在のタイムラインポジションと
して表されています。同様に、（このフレームの）コンテンツは TVPアニメーション 7 
プロジェクトウィンドウに表示されます。このウィンドウはまた、それぞれのコントロー
ルパネルからデッサンツールやペイントモードを使って、すべてのペイント操作が行われ
る場所でもあります。またプロジェクトウィンドウでは、動きの中で作業の成果が見れる
ように、動画のプレビューが提供されています。

 

 
（今のところは様々な表示オプションは無視することとして、）プロジェクトウィンドウ
を見ると、ある特定フレームのレイヤーの積み重ねを透過して見下ろしているのです。で
すから、フレームはアニメーション全体の中の特定の時点のプロジェクト画像を表してい
るので、考慮すべき時間的な要素もあります。極めて重要なプロジェクトウィンドウにつ
いては次章で詳しく説明されています。
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2.2.3. Drawingツール

レイヤー内の任意フレームのコンテンツは他のソースからの入力や TVPアニメーション 7
のツールを使っての作成が可能です。TVPアニメーション 7では多くのエフェクトと共に

 、デッサンとペイントの機能が提供されています。

TVPアニメーション 7でのデッサンやペイントは、普通の媒体でのそれとよく似ています
。まず、画家にはブラシ、又はエアブラシが必要です。TVPアニメーション 7のブラシオ
プションはがなり多様化しています。ブラシタイプはツールパネルで選択します。多くの

 カスタマイズ可能な設定もこのパネル内に配置しています。

 

 

 2.2.4. カスタムブラシ

TVPアニメーション 7の標準ブラシに加えて、「絵でペイント」の TVPアニメーション 7
の専門用語であるカスタムブラシを使うことができます。カスタムブラシ機能によって、
ペイントツールに「浮いたイメージ」を持たせることが可能になります。他のブラシやペ
ンのように、それを使ってフレームのペイントや修正ができます。文字列のアニメーショ
ンやビデオクリップ、またはアルファベット文字群であっても、アニメーションのシーケ
ンスはこの方法で使用できます。この種のブラシは、伝説的なのDeluxe Paint®プログラム
からの長年のデジタル・アーティストに良く知られた用語から、アニメブラシと呼ばれて
います。
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2.2.5. 前景色と背景色

当然、画家にはブラシ用に色を選べる必要があります。そのために TVPアニメーション 7
のカラーピッカーでは数多くの方法が提供されています。
 

TVPアニメーション 7では、２つの色が特に重要です。それらは前景色と背景色と呼ばれ
ています。前景色は現在のペン/ブラシの１番目のカラーで、背景色はすぐにアクセスで
きる２番目カラーと考えられます。前景色から背景色へ切り替えるには、単にショート
カットキーのｎキーを使うだけです。
 

画面から新しい色を選ぶには、前景色見本をクリックし、左ボタンを使って TVPアニ
メーション 7のインターフェースから色を選びます。

 
TVPアニメーション 7での色の作業についてのさらに詳しい情報は、「第８章：カラー管

 理」で説明されています。
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2.2.6. ライト・テーブル
 

プロジェクトウィンドウと連動して使用される TVPアニメーション 7のライトテーブル
では、デッサンの補助として現在表示されているフレームの前後フレームのコンテンツを

  見るという、現実世界での例では不可能なこともアーティストは行うことができます。
 

 

ライトテーブルと前述の FX Stackについては、このマニュアルの「第９章：アニメーショ
 ンとエフェクトの管理」で共に説明されています。

 
画像処理エフェクトとそれに似た機能は、先に述べたように FX Stackから適用されていま
す。そしてもちろん、エフェクトを保存し、さらに編集や追加するために後で読み込んだ
り、結果を業界標準のファイル形式に出力できるようにしたいでしょう。「第５章：ファ

 イルとプロジェクトの管理」でこれらは説明されています。

 
TVPアニメーション 7では、これらすべての機能とそれ以上のものが便利な配列の中で提
供されています。精密な取り組み方、設定や利用の方法は、個人的なニーズに依ります。
いくつかの代替案をやりながら見ていきますが、まずはプロジェクトウィンドウに特に視
点を当てて、TVPアニメーション 7の最も卓越したインターフェース機能を詳しく見てい
きましょう。
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 第３章インターフェース概要

 

この章では、TVPアニメーション 7のいくつかの主要な機能、ツールやコントロールの概
観について述べています。ここではいくつかの主要なインターフェースの要素について詳
しく見ていきます（レイヤーパネル等のその他についてはそれぞれのチャプターで詳しく
説明されています）。ナビゲーションツールについて説明する部分もあります。

他のコントロール、機能、ツールについての詳細、並びに作業の流れや方法についての注
意点は後の章で説明されています。既に TVPアニメーション 7をご存知の方でも、ここ

 で少し時間を取ることで今後の時間節約の秘訣が明らかになるかもしれません。

3.1. TVPアニメーション 7ユーザーインターフェース

TVPアニメーション 7では、従来のプルダウンメニュー、ドックに格納可能なメニュー・
ツールバー、そして多くの浮動パネルを使ってツールや機能を提供しています。このうち

 の任意の（又は全て）機能は必要に応じて開閉できます。

 いくつかのパネルは便宜上、通常開かれたままになります：

 

 例えばメインパネルには、現在のペンカラーやよく使用されるいくつかのユーティリ
ティ(Undo/Redo等）と共に、デッサンと選択モードに関連した重要なボタンが並んでいま

 す。メインパネルについては、「第７章：ペイントとデッサン」で説明します。
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ツールパネルには、デッサンとペイント用の様々なツールと、それらのツール用の設定を
有効にするためのアイコンボタンがあります。プロジェクトウィンドウがディスプレイと
現在のプロジェクトの作業の映像を提供する一方、レイヤーパネル（「第６章：レイヤー
管理」で説明）には、TVPアニメーション 7のタイムラインと様々なレイヤー関連のコン

 トロールと機能が含まれています。

 
 ウィンドウとパネルを開く

 

これらのパネルや他の数々のパネルを開くにはいくつかの方法があります。主要なパネル
はメニュー・ツールバーにあるボタンを使って開くことができます。すべてのパネルは、
TVPアニメーション 7のインターフェースの上部にあるメインメニューのパネル項目での
選択で開きます。個々のパネルはショートカットキーや時には右ボタンのクリックツール

  も使われます。

 

3.2.  プロジェクトウィンドウ

3.2.1. 概要

プロジェクトウィンドウは TVPアニメーション 7での中心的な作業空間です。TVPアニ
メーション 7では複数のプロジェクトの同時管理が可能なので、１つ以上のプロジェクト
ウィンドウを開くことができます。通常、開いている各 TVPアニメーション 7プロジェ
クトに対して、少なくとも 1  つのプロジェクトウィンドウが表示されます。

 プロジェクトウィンドウには、もしあれば、（アニメーションでは）現在選択されてい
るプロジェクトの現在選択されている位置でのイメージコンテンツの映像が表示されます
。

J3-2  第３章インターフェース概要



 第３章インターフェース概要

TVPアニメーション 7のレイヤーに関しては後ほどまた説明しますが、ここでも少し書い
ておいた方がいいでしょう。プロジェクトウィンドウを見るとき、実質的にはプロジェク
トのすべてのレイヤーを、それが何層のレイヤーであろうとも（隠れたレイヤーやレイ
ヤーの可視度コントロール状態を無視すると）透過して見下ろしていることになります。 

 
上部のレイヤーが 100％不透明なピクセルで完全に覆われていると、下部レイヤーのコン
テンツは視界から隠れてしまいます。上部レイヤーのある部分が透明の場合は、その領域
の下部レイヤーは透かして見ることができます。しかし、言わば「底」まですべてのレイ
ヤーのコンテンツが透明のときは何が見えるでしょうか。これはあなた次第です。

 
 プロジェクトウィンドウの背景

 

TVPアニメーション 7の背景モードでは、現在のフレームが空白の場合や現在表示されて
いるフレームやレイヤーが透明である場合、プロジェクトウィンドウ内で何を見るかを決
定します。このモードは、レイヤーパネル（次で説明）のコントロールツールを使うか、
又はメインメニューアイテムのプロジェクト＞背景で設定されます。下の表にそのオプ
ションが表示されています。

3.2.2. 複数の表示とプロジェクト

TVPアニメーション 7ではデフォルトで個々のプロジェクトウィンドウは上記のように提
供されますが、特定の作業には他のアプローチが便利かもしれません。メニュー・ツール
バーの

    なし 主背景色 チェック

 
 (この背景が出力されたファイルに表示されるかどうかは、「第５章：ファイルとプロ

 ジェクトの管理」で説明されている、書き出しパネルでの設定に依ります。）

 
1つのプロジェクトに対して 1つ以上のプロジェクトウィンドウを開くことも可能です。
例えば、大きいイメージの１部分の拡大図などはとても便利でしょう。メインメニュー選
択から表示＞新規ズームウィンドウを使うか、単純にキーボードのｍ（拡大：magnifyの
頭文字）を押して 2つ目の表示を開きます。1つのプロジェクトのいくつかの表示が開い
ている際、１つ表示内での編集はそのプロジェクトの開かれた全ての表示に適用されます

    。
１つ以上のプロジェクトウィンドウが開いているときは、しばしば（編集作業用に）どの
ウィンドウが有効かを変更したくなります。これにはいくつかの方法があります。
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１つのプロジェクト用にいくつかの表示が開いている場合は、単純にそのうちの１つに描
き込み、それからデッサンツールを他に移し、作業を続けることができます。しかし、他
のプロジェクトに変更する場合は異なります。TVPアニメーション 7のパネルメニューを
使って名前で選ぶか、開いている任意のプロジェクトウィンドウ内をクリックして有効に
することができます。Tabショートカットキーはとても便利です。開いている全てのプロ

 ジェクトウィンドウと表示を、それぞれ順番に有効にしながら巡回します。

  

       フルスクリーンモード

 
フルスクリーン有効/無効ボタンでプロジェクトの表示モードを変更します。表示メ
ニュー選択項のフルスクリーンでも同じ結果になります。有効の場合、プロジェク表示は
ウィンドウの縁なしに TVPアニメーション 7のデスクトップに埋め込まれています。

 

 

このデスクトップのプロジェクトウィンドウは、ALTキーを押したまま左ボタンでドラッ
 グして位置を変更することができます。右クリック + ALTを使ってサイズ変更（ズーム）

もできます。もしくは、表示メニューのサイズ変更オプションを使ってこれらの調整を行
 うことができます。

 
この方法でデスクトップを使用する場合、一度に１つのプロジェクトウィンドウだけがア
クセス可能です。開いているプロジェクト間を切り替えるには、パネルメニューを使って
名前でプロジェクトを選択する必要があります。このモードでの作業中は、通常のプロ
ジェクトウィンドウのプレビューコントロールは表示されないので、プレビューを再生す

 るにはリモートパネル（パネル＞リモートパネル）を使用する必要があります。
 全画面表示

 
表示メニュー選択項の全画面表示は少し異なります。フルスクリーン解像度のプレビュー
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ウィンドウで作業ページ全体を見るためには、これが早い方法です。ページは表示に合わ
せて大きさを変更できます。これに相応するショートカットキーは Shift +  ｖで、これで
ウィンドウ表示をオン・オフします。

 
   ズームツール

プロジェクトウィンドウの端にあるコントロールをほんの少し説明しましたが、別のズー
ムツールが TVPアニメーション 7の浮動メインパネルに配置されています。このツール
が有効の場合、ウィンドウ上で左ボタンをクリックすると、その場所をズームインし、右
ボタンをクリックするとズームアウトします。ウィンドウの中心にズームインやズームア
ウトには、＞と＜のキーを使用することもできます。

 

3.2.3.  プロジェクトウィンドウの操作

 
プロジェクト表示オプションや表示と関連したコントロールは、メインの表示域周辺に配
置されています。下部のサブパネルでは、アニメーションプレビューとフレーム選択ツー
ル*  （後ほどプロジェクトプレビューの項で説明）が提供されています。

メモ：プロジェクトウィンドウ用の「フルスクリーンモード」（フルスクリーンモードの
項をご覧ください）使用中はその限りではありません。

  最大／最小化ボタン -  プロジェクトウィンドウを最小化又は最大化する

  入れ換えボタン -  ウィンドウを別のパネルの前に移動する

  – クローズボタン クリックしてプロジェクトを終了する

  横スクロールエリア - 水平又は垂直のスクロールバーをドラッグする（または矢印ツール
をクリックする）と、プロジェクトウィンドウ内のイメージが水平又は垂直にパン移動す
る

  アスペクト比 - このスイッチが有効のとき、表示を様々なプロジェクトのアスペクト比に
合わせて修正する。この機能は、イメージやプロジェクトを実際には変更しません。どち
らかというと、（コンピュータモニターのように）正方形画素を使わず、画像が対象の媒
体上でどのように見えるかテストできるのです。
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 1：1 - このオプションは、アスペクト修正を無視してズーム倍率を 100%に再設定し、画
像の本当のサイズで表示します

  フィット - 左ボタンでこのツールをクリックすると、プロジェクトを現在のプロジェクト
ウィンドウに合うようズームします。右ボタンをクリックすると、現在のズームレベルで
ウィンドウをプロジェクトに合わせます

  プロジェクトバックグラウンドビデオ - 左クリックで（TVPアニメーション 7のビデオグ
ラバーパネルで指定されたデバイスから）読み込んだビデオをプロジェクトウィンドウに
表示します。右クリックでビデオグラバーパネルを開きます

  表示メニュー - このサイクルメニューで、デッサングリッドやガイド、ステンシル、紙、
安全領域、フィールドチャートのオーバーレイをプロジェクトウィンドウにかぶせること
ができます。オーバーレイは参照としてのみ使用でき、イメージの一部自体にはなりませ
ん。

メモ：このメニューの多くの選択項に関連する設定は、「第４章：TVPアニメーション 7
の環境設定」で説明する表示オプションパネルに表示されます。

 

  フィールドモード - 現在のプロジェクトがインターレースの時、TVPアニメーション 7は
    デフォルトで上部と下部フィールド両方一緒に表示します。 １又は２をクリックすると

、（正常に表示されるよう垂直に伸びた）上部か下部フィールドそれぞれが表示されます
。Bをクリックすると、両方のフィールドが再表示されます。プロジェクトが進行中

  （フィールド化されていない）の時は、これらのコントロールは無効です。

  パン - このコントロール上で左ボタンをクリック、そしてドラッグするとプロジェクト
ウィンドウ内のイメージをパンします。ALTキーが押されている状態でプロジェクトウィ
ンドウ内で左ボタンをドラッグする方法にも同じ効果があります。右クリックの使用でも
同様の動きとなりますが、大きな動きとなります。
 

  ズームイン／アウト - ＋又は－ボタンをクリックすると、ズーム倍率を次の主要な増大値
まで変更します。ズームフィールドに手動で比率を入力したり、ミニスライダーを右側に
ドラッグ（入力数値の調整にマウスのスクロールホイールを使用することができます）し

  たりできます。
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 メモ：ALTが押されているとき、プロジェクト表示上で右ボタンで水平にドラッグして
も、ズームインやズームアウトします。ズームの中心はボタンが元々指していた位置にな
ります。

3.3. プロジェクトプレビュー

プレビューのないアニメーションプログラムは、全く惨めなものです。後ほど説明する
ファイルエクスプローラーのプレビューに加えて、TVPアニメーション 7は多様で強力な
プロジェクトプレビューを提供しています。何を、どこで、どの速さでプレビューするか
正確に決定できます。プレビューはプロジェクトウィンドウ上に表示されますが、
（NewTekのVT[３]™やMatrox DigiSuite™のような）適切なハードウェアが付属のホスト

 システム上では、外部のビデオ機器に送信することも出来ます。

3.3.1. プレビュー設定
 

プレビュー設定パネルはメニューオプションのパネル＞プレビュー設定を使って開きます
。

  

また、TVPアニメーション 7のツールバーのプレビュープログレスバーか準備ライト上で
右ボタンをクリックしても、これらの設定にアクセスすることができます。

 

Preview  モード
 

プレビューサイクルメニューでは、プロキシ、リアルタイム、レンダーのオプションを提
供しています。
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プロキシモードは、日和見主義的です。TVPアニメーション 7はプレビューをプリレン
ダーするための静止状態の間、未使用の CPUパワーを使用します。プログレスバーが、
プロキシのステータスを表示します。この背景作業が終了すると、Ready Lightが緑色に

 点灯します。

 
リアルタイムオプションは、単純に全くレンダリングをせず、即座にプレビューを表示し
ます。このプレビューモードは、指定のフレームレートの達成のために必要であればフ
レーム*を落とします。したがってリアルタイムプレビューの正確さは、お使いのシステ

 ムのスピードに大きく依存します。

 
レンダーモードのプレビューは、プロキシモードといくらか似ていて、そこでアニメー
ションのプレビューがレンダーされます。しかしレンダリングは、（背後で処理するとい
うより）再生をクリックした時のみ開始され、再生はレンダーが完全に終了するまで開始

 できません。

 その他のプレビューオプション

 
フォーマットメニューでは、プレビュー用の RGBA、YUV、そしてYUVAカラースペー
スを選ぶことができます。どれを選ぶかは、主にホストシステムからプレビューを出力す

 るために使うビデオ表示デバイスの必要条件によって決まります。
低いプレビュープロキシサイズの設定は、解像度をレンダー時間と相殺します。プレ
ビューは低いプロキシサイズではずいぶん素早く準備され、それでもプロジェクトウィン

 ドウのフルサイズで表示されますが、（プレビューの）画質は多少落ちます。

 
Tc表示にチェックマークを付けると、プレビューにタイムコードカウンターが出ます。
すべて再生はたとえフレームレートの正確さに問題が生じようとも、すべてのフレームを

 再生するようプレビューのレンダーエンジンに強制します。
 

メモ：前述のように、インストールされたビデオ表示ボードの出力でプレビューを表示さ
 せる方法は、「第１１章：ビデオと入力」で説明します。

プレビューコントロール
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 プレビューは（ショートカットキーに加えて）TVPアニメーション 7の２つの異なる場
所から

操作することができます。リモートコントロールパネルはパネル＞リモートパネルで開き
ます。

 
プロジェクトウィンドウもまたプレビューコントロールパネルを表示します。これらのコ
ントロールパネルの機能はリモートコントロールと似ています。下記に両方、違いについ

 て説明ています。

 
  イン／アウト - 矢印ツールを使って作業、プレビュー、出力用のフレーム範囲をマークし
ます。選択したインやアウトは時間表示領域に緑と赤で蛍光表示されます。これらの蛍光
表示はマウスで新しい場所へドラッグすることができます。インとアウトのボタンが蛍光
表示されているときは、それに相当するプレビュー範囲を有効にします。もう一度クリッ
クすると、その位置を保持したまま範囲が無効になります。無効の際はイン／アウトに相

 当する色の強調表示は薄れます。

  – 音声 スピーカーアイコンで音をオン/オフします。
 

  ループ再生 - 有効のときは、プロジェクトプレビューが１度ではなく、際限無く繰り返さ
れます。

  最初／最後のフレームへ移動 - これら２つのボタンは現在のタイムライン位置を、現在の
レイヤーの最初か最後のフレームに移動させます。

  次／前のフレーム - これらのボタンを使ってタイムラインの位置を１フレームごとに移動
させます。
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  – 次／前のキー 前の、又は次のキーフレーム位置へ飛びます。

  プレビュー速度 - TVPアニメーション 7プレビュー用のいくつかの便利なプリセッされた
 再生速度から選びます。カスタムを選択すると、数値入力項が開きます。

ご覧のようにリモートコントロールでは、プロジェクトウィンドウの速度メニューの代わ
りに速度ボタンが提供されています。この設定はプレビューのみに影響し、実際のプロ
ジェクトのフレームレートは変更しません。

  スクラブ再生 - プロジェクトフレームでのスクラブ再生には、プロジェクトウィンドウ又
はリモートコントロールの時間表示領域で左ボタンをドラッグします。（右ボタンでのド
ラッグはスクラブ再生の動作を変更し、ボタンを放すと現在のタイムライン位置が最初の
位置へ戻ります。）現在のプロジェクト位置が時間表示領域内でと数値カウンターと共に
蛍光表示されます。また、イン／アウト位置も緑と赤に蛍光表示されています。これらの
蛍光表示も左ボタンでドラッグすることができます。

  停止 -  クリックしてプレビュー再生を停止します。

3.3.2. ナビゲーション

 
 
メインメニューの項目のパネル＞ナビゲーションで左上に記載の小さなパネルが開きます
。一見して分かるように、プロジェクトウィンドウの端にあるコントロールや設定に相当
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するものが提供されています。プロジェクトウィンドウがフルスクリーンモードのときは
設定上、端にあるツールは表示されませんので、これらはとても便利です。

 
Nと書かれた小さいボタンで新規ズームウィンドウを開きます。これはメインメニュー機
能の表示＞新規ズームウィンドウに相当します。ナビゲーションは現在のフレーム全体の
サムネール表示も提供します。その小さい長方形の輪郭は赤く表示されています。画像の
異なる部分が見えるようプロジェクトウィンドウでパンするために、この長方形はドラッ
グ（左ボタン）することが出来ます。右ボタンで輪郭をドラッグすると、画像にズームイ

 ン又はズームアウトします。

3.4. TVPアニメーション 7のメニュー

メインのプルダウンメニュー（TVPアニメーション 7のタイトルバーのすぐ下）にある選
択項は、それぞれの使い方に関連してこのマニュアル内のどこかで説明している機能にほ
ぼ対応しています。ほぼすべてのオプションには、ショートカットキーと(や)TVPアニ
メーション 7での作業にとても便利なユーザーインターフェースのコントロールツールも

 あります。

3.4.1.ヘルプ
 

 

 

原則的例外としては右端にあるヘルプメニューです。インラインヘルプ選択項では、マウ
スをインターフェースの項目上に持っていくと表示される便利なツールヒント用に３つの

 選択肢が提供されています。

簡易オプションはアイテムの簡単に短縮されたラベルを表示し、完全ではさらに詳しい説
 明が提供されています。なしを選ぶとツールヒントの表示が消えます。
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3.4.2. フィルターについて

 
このオプションはインストールされた個々のプラグインのリストを表示します。選択され
ると、プラグインについてのいくつかの基本情報（開発者やバージョン名など）を表示し

 ます。

3.4.3. TVPアニメーション 7について

 
この機能が選択されると、TVPアニメーション 7についてのバージョン情報表示すると共
に、開発チーム、ベータ版テスター、そして TVPアニメーション 7関連の製品を紹介し
ます。
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 第４章 TVPアニメーション 7の設定

例えば 600DPIでイメージをスキャンするとします。この選択とするときは、ソースド
キュメントのインチごとに対して、600の異なる画像要素（一般的にはピクセルと呼ばれ
る）をサンプリングとするようスキャナーに指示します。ここで便宜上、ソースを高さ５
インチ、幅４インチとします（メートル法標準の国には申し訳ありません）。スキャン最
終結果は、解像度

このチャプターは TVPアニメーション 7そのものと TVPアニメーション 7プロジェクト
 の多くのオプション設定について説明します。

いくつかの設定は、関連するツールや機能の内容によって、マニュアル内の他の場所で説
明されています。例えば、プロジェクトウィンドウプレビューの設定（第３章にて）、ラ
イトテーブルの設定（第９章）、ビデオ入／出力のような外部ビデオデバイスに関する設

 定（第１１章）などです。

4.1. プロジェクト・プロパティ

上の絵のようないくつかのパネルには、一般的なプリセットのリストのある便利なサイク
ルメニューがあります。これらのプリセットはいくつかの業界標準フォーマットに合致す
るように関連する全ての設定を調節します。もちろん、どの値も簡単にカスタム調節する
ことができます（現在の操作に関連しないフィールドはロックされ、入力が拒否されま

 す）。

 
この件については先に簡単に述べて来ましたので、ここからはさらに詳しく説明ていきま
しょう。プロジェクト・プロパティという言葉が、解像度、フレーム表示レート、ピクセ
ルアスペクト比、ビデオフィールドタイプといったプロジェクト自体の全体的な特徴を説
明しています。これらの設定のうちのいくつかは、例えば１つの静止画を作成していると
きなどのプロジェクトにとっては関連がないように思えるかもしれません。しかしそう

 いったときでも、適切な設定が必要です。
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ここで説明する個々の設定はむしろ基本的なことです。TVPアニメーション 7のプロジェ
クトとの関連において重要であるのに加えて、例えば１つのイメージやアニメーション
シーケンスの入／出力、カスタムブラシやアニメブラシなど、インターフェース全体を通

  して数多くの他の場所で出てきます。

 

4.1.1. 幅、高さ（DPIなし？）

 
これらのパラメータは、ピクセルでX軸とY軸（幅と高さ）で図られるように、プロ

 ジェクトのイメージ領域の範囲（解像度）を表示しています。

ここで、プリントの分野でよく使われるパラメータであるDPI（Dots Per inch）設定がな
いことを説明しておくべきでしょう。他のほとんどの設定で、イメージのDPI値は無関係
なのです。一般的にビデオとアニメーションに関しては全くその通りです。インチ単位で
有限的に測られる物理的メディアが無いのでそのような基準は不合理なものとなってしま
います。

 
DPI好きだとしても、がっかりしないでください。全て失われたわけではありません。便
宜上、特定のファイル形式に組み込まれ、使用されるDPI値とは、非常に簡単に推測でき

 るものなのです。
 

3000ｘ 2400ピクセルのイメージです。さて、ピクセルについては「点」と考えてくださ
い。１ピクセルが１点に相応します。難しくはないでしょう。これを知っていれば必要値
が簡単に割り出せます。

プリンター（とそのソフト）は、600DPIでスキャンされたイメージだと知っていること
は有益かもしれません。なぜなら、本当の解像度（3000ピクセル）を 600で割ると、
（3000ピクセル/600DPI＝５インチ、など）イメージの普通の印刷サイズが簡単に出てき

 ます。したがって数々のファイル形式にはこの値が組み込まれています。

ビデオ、フィルム、コンピュータ、その他ほとんどの用途には、本当の解像度を知ってお
けば十分です。そこから、与えられたDPIで印刷するときにイメージがどれくらいの大き
さになるか簡単に決定できます。我々のイメージは幅 3000ピクセルです。600DPIで幅５
インチですが、300DPIでは幅１０インチです。1200DPIでは結果はたった 2.5インチです
。これは無理難題ではありません。とは言っても、DPI値はビデオやアニメーションで作

 業している人のほとんどにとっては、あんまり、もしくは全く興味のないものです。
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4.1.2. アスペクト比

 
この設定は、画像アスペクト比に対して、ピクセルアスペクト比を参照します。標準ビデ
オ画面は縦より幅の方が広く画像アスペクト比４対３ですが、これでは画像を作り上げて

 いるピクセルの形について何も分かりません。

 
コンピュータや印刷の用途のための画像は通常正方形ピクセルで構成されていますが、ビ
デオはそうではありません。NTSCと PAL標準の両方のビデオピクセルは長方形です。コ
ンピュータモニターに（正方形のピクセルで）完璧な円を作成し、そのイメージを直接テ
レビ画面に転送すると、画面上では長だ円形に見えます。それは、ピクセルアスペクト比

 の不一致のために形がつぶれてしまったからです。

  

 

 TVPアニメーション 7でこの状況をどのように埋め合わせるか、それがアスペクト比設
定です。直接適切な値を入力するか、ある設定では選択可能なプリセットの比率（十進法

 で表示）のリストを表示する隣接のツールをクリックすることができます。

前章で説明したように、TVPアニメーション 7のプロジェクトウィンドウにはアスペクト
比による表示機能があります。アスペクト比の有効/無効ボタンはウィンドウの端（及び
対応する表示メニューオプション）にあります。この表示オプションは実際に画像やその
ピクセルは変更しません。正確なピクセルのアスペクト比で対象のメディアやデバイスに

 表示されるとどのように見えるかのイメージを表示するだけです。

 
プロジェクト＞編集メニュー機能（後で説明）では、アクティブなプロジェクトを編集す
る際に、他のプロジェクト設定と共にピクセルアスペクト比の柔軟な管理が提供されてい
ます。入／出力機能（「第５章：ファイルとプロジェクトの管理」で説明）では、同様の

 アスペクト変換ツールが提供されています。

 

4.1.3. フィールド・オプション

 
ビデオのインターレースとビデオオプションは「第１１章：ビデオと入力」で相当詳しく
説明しています。今のところは、プロジェクトと作成（または編集）する際、フィールド
なし、偶数フィールド、奇数フィールドが選択できるとだけ書いておきましょう。また、
読み込まれた素材の異なるフィールド順序の割り当てや、都合によっては書き出しで

 フィールド順序も変更できます。
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4.1.4. フレームレート

フレームレート設定はアニメーションシステムでは重要です。明らかに動きの見掛けのス
ムーズさに影響しますが、これには多くの微妙なことが関係します。これらについては

 「第９章：アニメーションとエフェクトの管理」で説明されています。

 
TVPアニメーション 7では、新規プロジェクトの作成において、フレームレートを選ぶ必
要があります。プロジェクトのフレームレートはいくつかの作業での実際の画像やファイ
ルが書かれる方法に影響します。レイヤーパネル（とプレビューパネル）のタイムライン
のメモリはプロジェクトフレームレートを計算に入れます。しかし、この設定をプレ
ビューの再生レートと間違えてはいけません。後者はさまざまな理由で自由に変更できま

   すが、実際の画像に影響はありません。

先程説明した通り、メディアの入力や出力、またはプロジェクト設定を実際に変更するな
 ど、 TVPアニメーション 7では様々な場所で（そして様々な方法で）フレームレートを

変更できます。使われる操作は、ミニスライダー付属の単純な数値入力フィールド、また
は便利なプリセットのある小さなドロップダウンメニューがコントロールとして使われる

  かもしれません。

 

4.1.5. 開始フレーム

 

TVPアニメーション 7プロジェクトの開始フレームは、通常はビデオタイムコードの
00：00：00：00で表されるフレーム 0です。TVPアニメーション 7起動の際、希望であれ
ば別の値を設定するか、メインメニューからプロジェクト＞開始フレームを使って変更で
きます。矢印ツールをクリックすると、フレーム又はタイムコード値での入力を選択する

 オプションの表示をするドロップダウンメニューが開かれます。

これらの知識をもとに、プロジェクトメニューにあるプロジェクト編集機能を説明しま
 しょう。
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4.2. プロジェクト編集

 
それでも、プロジェクトの設定を直接編集したいこともあるでしょう。例えば、いくつか
の高画質のビデオファイルで作業しているとします。加えて、プロジェクトをインター
ネット用に用意するように依頼されています。仕上がりは、180ピクセル幅ピッタリでな
ければなりません。元々の 1280x720の解像度は絶対的に過剰で、大きいイメージで作業

 することはシステムリソースに不必要な負担を与えます。

 その他のシナリオ

例えば、通常イメージを縮小する前に精密さを伴う作業を行うべきでしょう。TVPアニ
メーション 7の強力な出力オプションは、すばらしいオプショナルパラメータ群での出力
を可能にします。常に元のプロジェクトをその「色褪せぬ輝き」を保ちながら、同じプロ

 ジェクトを異なる設定で出力することができます。
  

 数々の理由でそうするときには、現存の TVPアニメーション 7プロジェクトの様々な設
定や属性を変更することができます。例えば、いくつかのビデオ画像をマルチメディア使
用に合ったフィールドモードや解像度やファイル形式に変換することもあるかもしれませ

 ん。

 
 異なる形式への対応

理論的な観点から、考えられる任意の TVPアニメーション 7での作業は可能な限り最高
 の品質で行うのは当然のことで、それは往々にして元々の形式と解像度でしょう。

ここがプロジェクトメニューオプションのプロジェクト編集がクローズアップされるとこ
ろです。開いたパネルの右側に見慣れたビューポート（「第５章のファイルエクスプロー
ラー：ビューポート」を参照）、左側には設定編集パネルがあります。
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4.2.1. プロジェクト編集：設定

  プロジェクト設定 -  現在のプロジェクト属性を参考としてリスト表示します。

  プロジェクト編集 - サイクルスイッチでは、様々な一般的なプリセットが提供されていま
す。どれかを選ぶと、選択された形式に最適な値に編集されたプロジェクト用のその他す

 べての設定になります。

  比率固定 - 幅と高さのフィールド値を、調整の際、比例関係を保持しながら固定します。

 幅/  高さ - 編集されたプロジェクトの対象の幅と高さを（ピクセルで）表示します。キー
ボードからの直接数値入力が可能、又は隣接のミニスライダーを使用することもできます

 。

  フレームレート - 編集されたプロジェクトの対象のフレームレートを、直接入力又は隣接
 のドロップダウンメニューで用意されたプリセットレートを選んで設定します。

  アスペクト比 - 編集されたプロジェクトの対象のピクセルアスペクト比を直接入力、又は
隣接するドロップダウンメニューで用意されたプリセットを選んで設定します。

 F  設定 - サイクルスイッチでは、編集されたプロジェクトの対象のフィールドモードとし
て、フィールドなし、偶数フィールド、奇数フィールドが提供されています。

  角度 - この設定を使って現存のプロジェクトを回転することができます（90度毎のみ可
能）。
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 Stretch to New Size - チェックされていると、元のプロジェクト画像が新しいサイズ（アス
ペクト比の補正を参照）に変更されます。そうでない場合は、ソース画像は編集されたプ
ロジェクトの左上に変化せず配置されます。

 Correct Aspect Ratio - このスイッチを有効にすると、上記のアスペクト比フィールド使っ
て設定された対象のアスペクト比の保持を拡大／縮小機能に強制します。

 Stretch to New Frame Rate - ソースプロジェクトがレート 24ｆｐｓで、対象が 30ｆｐｓの
場合、元の長さを保持するため、プロジェクトは一時的に引き延ばされます。

 Time Interpolation - Stretch to New Frame Rate(上記)と共に有効のとき、ソースプロジェクト
の長さを保持する必要があるため、プロジェクトでのフレーム数を変更するためにスムー
ズな補間法が使用されています。そうでない場合は、「素早い補間法」が使用され、所々
でフレームは単に削除や複製されます。

  新規プロジェクトサイズ - ここでは提案された編集の対象の解像度情報を表示します。

 *メモ：スケールとアスペクト比機能は相互作用するので、必要に応じて幅広い変更結果
が可能です。元と対象のアスペクト比が一致するときは、アスペクト比補正に効果はなく
、対象フレームを埋めるよう必要に応じて単に画像を押しつぶすか引き延ばします。対象
のアスペクト比が元と異なる場合、アスペクト比補正が新しいアスペクト比を保持するよ
うに元の画像のピクセルに強制します。これは、イメージが編集されたフレームを両方向
には満たさないということを必然的に意味しています。新しいプロジェクトでは空白の領
域は透明となります。デフォルトでは、TVPアニメーション 7は編集されたプロジェクト

 をアスペクト比補正表示有効で表示します。

4.3. プログラム環境設定

パネルの引き延ばしや再配置などによって TVPアニメーション 7のインターフェースを
再整理する明白な能力の他に、数々のユーザーインターフェースのオプションが設定可能

 です。しかも多くのユーティリティ機能が好みや作業の流れによって個別化できます。
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ほとんどの場合、これらの設定は、次で説明する編集メニュー選択項の環境設定で開かれ
る環境設定パネル内に表示されます。（パネルメニューから開かれるパネルには、他にい
くつか便利なオプションがあります。後者の項目については環境設定説明に続いて書かれ

 ています。）

4.3.1.  環境設定パネル

 

今一度書きますが、環境設定パネルは編集メニュー選択項の環境設定で開きます。タイト
 ルバーの下にはご覧のように、４つのタブがあります。

 

 

4.3.2. 一般タブ
 

一般タブには３つのボタンがあります。テンポラリとプラグインという２つを押すと、必
要に応じてこれら２つの項目用のデフォルトのディレクトリをリセットするためのファイ

 ルブラウザを開きます。
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テンポラリは、必要に応じて大きなプロジェクトの一部を置いておく仮想メモリとして
TVPアニメーション 7で使用されるハードディスクのパス上の場所を示しています。

このスワップ場所へのデフォルトパスは、インストール手順の一部として設定されますが
、システムのハードウェア環境設定の変更などの理由から、その場所を変更することもで
きます。TVPアニメーション 7では、このディレクトリに大きな空き容量があり、システ
ム内にマウントされた最も速いボリューム上に位置していると最も有効に作業できます。
（容量が許すなら、NewTek VTユーザーは非常に早いVideo Arrayに設定すると、その効
果がわかるでしょう。）
 

プラグインもまた、インストールの一部として設定されますが、デフォルトを変更する必
 要はまずないでしょう。

 

他のキーボード割当てと言う名前のボタンは、TVPアニメーション 7のキーボードショー
トカット編集パネルを起動します。これは知っておいた方が良い有益なユーティリティで
す。TVPアニメーション 7の大部分の機能は速さと便利さのためにショートカットを割り

 当てることができます。

キーボードショートカット編集
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このパネルの使い方はとても簡単です。左側と右側にリストを表示するウィンドウ、下方
 に結果、そして上方にいくつかのボタンがあります。

 

キーボードのキーのウィンドウ（左）には、すべてのキーの組み合わせがリスト表示され
ます。コマンドや機能に既にショートカットキーが割り当てられている場合は、そのコマ
ンドも表示されます。右の割り当てる機能のウィンドウにはアルファベット順にグループ
化された利用可能な全てのコマンドと機能が表示されています。既に割り当てられている
項目は薄い色で表示されています。どのキーが割り当てられているか調べるには、割り当
てる機能のウィンドウのコマンドをクリックすると、コマンドとそれに一致するショート

 カットキーがパネル下方の結果の領域に表示されます。

 
キーに機能を割り当てるには、左側の未使用のキーをクリックし、割り当てる機能のウィ
ンドウの割り当てられていないコマンドをクリックします。その後右上の割り当てるボタ
ンをクリックします。結果の領域とそれに一致するキーボードのキーのウィンドウの入力

  内容が更新され、新しいショートカット割り当てを表示します。
 

メモ：ショートカットキーは、現在のユーザー設定の一部として保存されます。上記のよ
うに割り当てても、TVPアニメーション 7の終了時にこの設定の保存を選択しない場合は

 、変更は失われてしまいます。
 

 マルチ機能ショートカット

 
1つのショートカットキー（又はキーの組み合わせ）に複数の異なるコマンドを追加する
ことができます。最初のコマンドを割り当てた後、もうひとつ選択し、今回は Cｔｒｌを
押しながら割り当てるをクリックします。新しいコマンドが割り当て順に追加され、最初

 のコマンドに＋サインが付加されて結果の領域に表示されます。

 
 割り当て解除、そしてファイル保存

 

ご推察の通り、割り当て解除ボタンはショートカットキーの前まえの割り当てを解除しま
 す。

  

 

ファイルボタン上で左ボタンを押すとドロップダウンメニューが開き、KeyMapファイル
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の保存や読み込み、または TVPアニメーション 7のデフォルトのショートカットキー割
り当ての回復が可能です。クリアでは新しいカスタムのショートカットセットを設定する

 ために使用する全くの白紙状態が提供されます。

4.3.3. 表示タブ

 
 表示タブには４つのユーザーによる環境設定が可能な領域があります：

 
一番上はブラシサイズ設定です。有効の場合、デッサン操作中カスタムブラシの全表示は
隠され、マウスポインターだけが見えます。ほとんどの場合、この設定をデフォルトのオ

 フ状態にしておいた方がいいでしょう。
 

次は表示モードで、ドロップダウンメニューで推奨と Fastオプションを提供します。（こ
の設定は 16ビット表示使用のときのみ有効で、そうでない場合は推奨モードで固定され
ています。）現在より一般的な 24ビット又は 32ビットに反して 16ビット表示で作業し
ている場合は、推奨を選択すると、プロジェクト表示を向上するため、ディザリングが使
用されます。

逆に Fastモードではディザリングを省略します。
 

表示パネルの次のセクションはモニター設定です。この領域での調整は必要であればプロ
ジェクトウィンドウ表示の配色を編集します。設定は、単にコンピュータモニター上での

 見え方のみに影響し、実際のプロジェクト画像のデータには影響しません。

 
1.３つのカラーチャンネル(Red、Green、Blue)それぞれが 3列で構成されている 3X3配列
のフィールドがあります。列はガンマ、ホワイトポイント、ブラックポイントとなってい
ます。ガンマは相当する色の量の割合に応じて、ディスプレイ内のピクセルの輝度を調整
します。デフォルト値は 1.00です。ホワイトポイントは最終結果に影響する特定のカラー
チャンネルが量をコントロールします。従って、同じホワイトポイントで３つ全てのチャ
ンネルを上げるとディスプレイに白を追加することになり、一方、様々なホワイトポイン
トが色相のゆがみに影響を与えることになります。ブラックポイント設定は色の彩度レベ
ルに相当し、通常は 1.00です。

それぞれのコラムの下にはロックボタンがあり、そのコラム内それぞれのカラーチャンネ
ルの値を一緒に結び付けます。すぐ下の設定をオンにするスイッチは、LUTの使用を有効

 又は無効にします。

 
最後に、いくつかのディスプレイカードはYUVディスプレイを正しく表示しないかもし
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れません。この場合、Direct Drawセクションで RGB使用ラベルのボックスを選択します
。他のあるビデオディスプレイカードは、HUD Compatibilityモードスイッチ有効でより

 良い動きを提供するかもしれません。

4.3.4. インターフェイスタブ

それから隣接する色見本をクリックすると、カーソルはカラーピッカー（クエスチョン
マーク付きのマウスポインターで示される）に変わります。続いてインターフェースの任
意の位置をクリックすると、クリックした色が見本とインターフェース項目に割り当てら
れます。結果が気に入らない場合は、リセットをクリックしてデフォルトの色に戻すか、
もう一度見本をクリックしてやり直します。カラープリセットのドロップダウンメニュー
では、項目の全リストをデフォルトの色、又は(NewTekのAura™アプリケーションのよう
な)前のバージョンで使用された

 
 色

このパネルの一番上の部分は TVPアニメーション 7が様々なインターフェース機能に使
用する色のコントロールをします。一番上のボタンはインターフェースの個々の項目の非

 常に長いリストを備えたドロップダウンメニューを開きます。

カラープリセットに素早くリセットできます。

  カーソル形状
 

いくつかの目的では、マウスポインターを別の形で表示すると便利なことがあります。プ
ロジェクト上という名前のドロップダウンメニューには４つの選択肢があります。アク
ティブなプロジェクトウィンドウ上では、カーソルは細い十字線(デフォルト)、標準マウ

 スポインターの矢印、点、又は小さい円で表されます。
 

 ファイル選択
 

このセクションには TVPアニメーション 7かWindows/OSXかの２つの選択肢を提供する
メニューがあります。TVPアニメーション 7オプションはデフォルトで、標準システムの
ファイルエクスプローラーよりも TVPアニメーション 7独自の総合的なものを使用する
よう指示します。ファイルの上書き･削除確認をしないスイッチはファイルを削除するか
上書きするとき、確認リクエスタをオン/  オフします。
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プロジェクト
 

このスイッチが有効のときは、プロジェクトウィンドウを他のインターフェースパネルの
前に浮き出ないように、表示を隠します。デフォルト設定は常にパネルの背面に表示です

 。

4.3.5.  メモリ &キャッシュタブ

 

このパネルでは、メモリを管理するために TVPアニメーション 7が使用する設定をカス
タマイズすることができます。一番上に表示されている物理メモリの数字は、パソコンに
インストールされている RAM  の量を表しています。

 
この下は数値フィールドとミニスライダーで、取り消しバッファーで使用されるメモリの
上限を上下できます。この設定を変更すると、TVPアニメーション 7で作業をする際に可

  能な取り消しレベルの回数に影響します。

パネルのキャッシュ使用セクションは、TVPアニメーション 7の RAMの使用と前述の
（一般セッティングでの）一時スペースの関係をコントロールします。スペースが必要な
場合にいつどちらを使用するかの決定を TVPアニメーション 7に管理を任せることに満
足ならば、自動を選択します。そうでなければ、手動を選択すると、横の Cache Size 
フィールドで RAMの使用を制限できます。
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4.3.6. 表示設定

グリッドとガイド
 

 

 プロジェクトウィンドウ機能の表示に影響する数々の設定は、表示設定パネルで管理さ
 れ、パネル＞表示設定を選ぶと開きます。

このパネル内に書かれている機能の横のチェックボックスは、その指定項目の表示をオ
ン/オフします。スイッチがオン（強調表示）のときは、画像編集の補助として、プロ
ジェクトウィンドウに機能のオーバーレイががでます。しかし、これらの機能は画像の一
部ではなく、出力されるときには保存されないと憶えておいてください。（しかしプログ
ラムの終了時に設定を保存が選択されているときは、オン/オフ状況は TVPアニメーショ
ン 7のユーザー設定の一部として保存されます。）また、プロジェクトウィンドウ端の表
示メニューは、このパネルの有効/無効チェックボックスに相当しており、どちらかの設

 定を変更すると、問題のインターフェース項目の現在の状態を更新します。

このオプションでグリッドを表示し、そのラインの色（与えられている色見本を使って）
と透明度を設定できます。グリッド設定については、このチャプターの少し後で説明しま

  す。同じオプションがガイドでも与えられていて、これも以下で説明されています。。
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ステンシル
 

 
 レイヤーステンシルコントロールは「第６章：レイヤー管理」で説明します。その使い
方は「第７章：ペイントとデッサン」で説明します。ステンシルレイヤーが（恐らくは不
透明レイヤーの下にあるため）視界から隠れているときは、ここでステンシル表示を有効
にすると便利です。ここで設定された色と透明度を使ってプロジェクトウィンドウにオー

  バーレイされたステンシルマスクで定義された形で表されます。

 
キャンバス

 
現在選択されているキャンバスの質感（「第７章：ペイントとデッサン」で説明）の表示
はいくらかの透明度を持ってプロジェクトウィンドウの一部に表されることができます。
この設定には色や透明度のオプションはありません。プロジェクトウィンドウの表示メ
ニュー設定に対応してオン/オフをします。

 選択範囲

 
単純なオン/オフスイッチで、プロジェクトウィンドウの選択範囲の点線表示を有効又は
無効にします(第７章ーペイントとデッサンを参照)  。

 
セーフエリア

 
ほとんどの映写機器とは違って、消費者用テレビセットはめったにイメージ領域全体を表
示することはありません。TVPアニメーション 7のセーフエリアのオーバーレイでは、実
際に何が画面に現れるかを描く補助となるように、プロジェクトウィンドウに視覚的な参

  照が提供されています。
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有効の場合、いつも通りにセーフエリアのオプションを使って設定した色と透明度のレベ

 ルで２つの長方形の輪郭が表れます。

 

 

 
チェックボックスでプロジェクトウィンドウの表示を（合致するプロジェクトウィンドウ
の表示メニューの項目に合わせて）オン/オフします。外側の設定は外側の長方形の範囲

“ ”を制御します。この領域はしばしば セーフアクション ゾーンと言われます。ここに出て
いる画像はまず典型的なテレビ画面で写りますが、上記のように、必要に応じて設定をカ

“ ”スタマイズすることができます。内側の設定は、通常 セーフテキスト 領域と言われる内
側の長方形の範囲を調整します。タイトルはこの画面範囲内に置くようにしたほうが良い
でしょう。デフォルトの設定は外側は 5％で内側は 10％です。
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Fチャート

 

このオーバーレイは画面を４つに分け、それぞれの部分はさらに１２の目盛りに分けられ
ます。（これらの分割はフィルムの分野での参照によく使われ、ビデオ放送で使用されて
いるインたーレースフィールドとは全く関係ありません。）
 

グリッド
 

グリッド機能では TVPアニメーション 7のプロジェクトウィンドウでのペイントやブラ
シカット、その他の作業を制約する便利な方法が提供されています。ユーザー定義のグ
リッドは、単にプロジェクトウィンドウにオーバーレイされた視覚的参照として使用され

 、ツールがグリッドの頂点へスナップされるよう制約することができます。

 
メニューパネルのグリッドボタンをクリックするとこの機能が有効になります。その設定
は同じボタンを右クリックするか、メニュー項目のパネル＞グリッドを選ぶことでアクセ
スできます。また、プロジェクトウィンドウでのグリッド表示は、プロジェクトウィンド
ウ端の表示メニュー、又は表示設定パネルを使ってオン/  オフできます。
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 開始Xと開始Yのフィールドはグリッドの開始点を制御します。数値はグリッドの起点
がプロジェクトウィンドウの左上（座標 0,0）からだという（ピクセルによる）補正値を
表します。幅と高さのフィールドは、グリッドラインのXとY  の間隔を制御します。

 

 

 
設定ボタンをクリックすると、プロジェクトウィンドウ内でマウスをドラッグすることで
インタラクティブにグリッドの属性を決定することができます。(この方法はまず大雑把
に設定するために使い、そこから与えられた数値フィールドを使って微調整することにな
ります。)ほとんどの場合、設定を使う前にアクティブなグリッドを無効にすることにな
るでしょう。
 

ブラシサイズを使用ボタンをクリックすると、グリッドを現在のカスタムブラシの範囲に
設定します。前述のように、スナップが有効のときは、マウスの動きをグリッドの頂点へ

 制御します。
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ガイド

 ガイドはグリッドと似た機能を持っていて、ロジェクトウィンドウ内のデッサンの動き
を定義されたラインに沿って起こるように一致させます。ガイドの影響は微細です。磁気
の様なものと考えてください。例えばテキストブラシで作業しているとき、ガイドは便利

 な位置付け補助として役立ちます。

 

メニューのツールバーパネルのガイドボタンを左クリックして、機能を有効または無効に
します。グリッドでのように、アクティブなガイドの磁気的な影響はプロジェクトウィン
ドウで可視如何に関係なく存在しています。ガイドボタンを右クリックか、メインメ
ニュー選択項のパネル＞ガイドパネルで開くガイドパネルの表示ボタンで可視性は制御で

 きます。

 

ガイドを作成するためには、ガイドパネルを開き設定ボタンをクリックします。プロジェ
クトウィンドウ内でクリックし、マウスボタンを放した位置で大きい細い十字線を作成し
ます。垂直な線と水平な線が新しいガイドを表します。マウスを（プロジェクトウィンド
ウ内での）画像領域の外側でクリックすると、軸が１本のガイドも作成できます。複数の

 ガイドも可能です。

 
リセットボタンは現在のガイドを解除します。便利なことに、ガイド位置はファイルのド

 ロップダウンメニューを使って後の利用ために保存することができます。

 
‘ ’スナップのチェックボックスでガイドの磁気的引力をオン/   オフします。
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本章では、TVPアニメーション 7プロジェクトの性質と作業方法ついて復習していきます
。プロジェクトファイルとメディアファイルの取り扱いの違いについて説明し、両方の
ファイルでの作業用の TVPアニメーション 7のツールについても見ていきます。ここで
説明されているその他の多くの項目として、TVPアニメーション 7の TWAINサポート

 （スキャン用）、印刷、システムクリップボードの使い方等があります。

5.1. TVPアニメーション 7プロジェクト

大工さんが所有する物理的な作業場のように、TVPアニメーション 7を仮想的なグラ
フィック作業場と考えてください。この作業場には、言わば「のこぎり、ドリル、かなづ

  ち」等のグラフィックアーティストの多くのツールがあります。

 
大工さんはしばしば 1つ以上の進行中のプロジェクトをかかえています。同様に TVPア
ニメーション 7でも多数のプロジェクトを同時に開いておくことができます。まれに大工
さんの物理的な作業場では活動中のプロジェクトが全くないことがありますが、TVPアニ
メーション 7のアーティストにはそんな贅沢なことはありえません。TVPアニメーション
7の稼働中は、少なくとも 1つのプロジェクトが常に開いています。内容は欠けているか

 もしれませんが、その作業場では常に仕事の用意ができています。

 
大工さんが小さい子供のおもちゃを作業場の一角で、別の場所では実物のヨットを作って
いるといったように、それぞれのプロジェクトの特徴はかなり異なることもあります。第

 ４章で説明したように、これらの特性はプロジェクト環境設定で定義されています。

 
大工さんは別のプロジェクトよりもあるプロジェクトの作業がしたければ、そうすること
ができます。1つのプロジェクトの一部をカットし、別のものにペーストするツールも使
うことができます。それともその部分をコピーして同じものを 2つ目のプロジェクトに
ペーストもできます。TVPアニメーション 7も全く同じで、1つのプロジェクトから別の

 プロジェクトへとグラフィック要素を簡単に移動させることができます。

5.2. プロジェクトファイル

もし職人がヨットプロジェクトに邪魔されずにおもちゃの作業のみをしたければ、ちょっ
と問題です。物理的に作業場から出て行かなければいけません。TVPアニメーション 7の
アーティストにはまずヨットプロジェクトを保存し、それからプロジェクトを終了して、
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現在の TVPアニメーション 7  での作業から取り除くというオプションがあります。そし
て後で作業するために再読み込みすることができます。

 
これに関しては、TVPアニメーション 7ではアーティストに他のメリットも与えられてい
ます。ヨットプロジェクトは２つ以上の方法で保存することができます。

１つのレイヤーとして書き出すこともできるし、TVPアニメーション 7のプロジェクト
“ファイル（これらのファイルには .mir”の拡張子がつきます）として保存することもでき

   ます。

 
プロジェクトファイルとして保存されるとき、プロジェクトの個々のレイヤーは別々に保
存されます。そうすれば（それらがまだ合成されていなければ）、船の竜骨は元のレイ
ヤー位置に、甲板はまた別のレイヤーになど、後で読み込むことができます。それともこ
の場合は、ビデオシーン用の下３分の１のオーバーレイのテキストオブジェクトを被さっ

   ている背景とは別に保存することができます。

 
TVPアニメーション 7のプロジェクトファイルはプロジェクトのすべてのフレームからの
画像データすべてをそのまま、もしくは部分的にプロジェクトで使用されているソース画
像へのリンクで構成された状態で維持することができます（ファイルメニューの依存関係
については、この章の「プロジェクトの保存」を参照）。解像度、フィールド、フレーム

 レート等のプロジェクトパラメーターもまたファイルの一部です。

 
このようにプロジェクトファイルはその特徴において、単純な画像、アニメーションファ
イル、ビデオクリップ等の通常のメディアファイルとは異なります。（後ほど説明します
がこの理由から、ファイルメニューの項目の保存と別名で保存はプロジェクトファイルと

 の作業のためのみに用意されています。

メディアファイル（例えば JPEG形式画像）をプロジェクトとして読み込むことは可能で
す。そのとき、JPEG画像（又はシーケンス）を受けて作成された新規プロジェクトは、
デフォルトでその画像の特徴を持っています。しかし、（内部にレイヤー情報を保存する
TVPアニメーション 7のプロジェクトファイルと似た、Photoshop・PSDファイルを除い

 ては、）プロジェクトファイルのみがその元々のレイヤー構成を読み込みます。

5.3. メディアファイル

上記の例外（PSDファイル形式）を除いて、メディアファイルは通常「平ら」になってい
ます。つまり、ファイル形式によっては、ファイルに埋め込まれた透明度の情報（アル
ファチャンネル）のあるなしに関わらず、メディアファイルは１層のレイヤーの画像デー
タでのみ構成されるということです。（Microsoft Windows システムで一般的な)AVIや
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(Apple コンピュータでデファクトスタンダードの)QuickTime ファイルのようなアニメー
ションファイル形式は、複数のフレームを含んでいますが、レイヤー情報は通常保持して

 いません。

他の TVPアニメーション 7ユーザーとファイルを共有していない限り、（TVPアニメー
ション 7での創作を終えて）広く世界でその成果を共有しようとする際、これらのより一
般的なファイル形式のうちの 1つを使用することになるでしょう。この時点で TVPアニ
メーション 7は本来のプロジェクトファイルとは幾分異なる方法でそれらのファイルを取
り扱います。

ファイルメニューの保存メニューを使用するのではなく、正しいオプションは書き出しで
す。これによって無数にバリーションのある様々なファイル形式に適当な、より柔軟な

 数々のオプション設定が表示されます。

5.4. 新規プロジェクト

  

 

 TVPアニメーション 7のファイルメニューでの選択から上のパネルを開きます。ここで
は新規プロジェクトの特性を定義できます。プロジェクト名はパネルの１番上にある専用

 のフィールドで編集できます。

すぐ下のサイクルメニューで左ボタンを押すと、多くの一般アプリケーションに合ったプ
リセットのプロジェクト形式のリストを表示します。そのメニューにある幅、高さ、アス
ペクト比、フレームレート設定とフィールドオプションは「第４章：TVPアニメーション
7の環境設定」で既に説明しましたのでここでは飛ばします（ビデオフィールドについて

 のさらに詳しい説明は「第１１章：ビデオとキーイング」でも書かれています）。
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新規プロジェクトをクリックすると設定を基にプロジェクトを作成し、パネルのクローズ
ボタン又は E  ｓｃキーをクリックするとプロセスがキャンセルされます。

5.5. ファイルエクスプローラー

TVPアニメーション 7プロジェクトファイルを開くか、メディアを既存のプロジェクトに
取り込むか、またはカスタムブラシとしてそれを読み込むか、どの場合もファイルを選択
するにはメニューオプションのファイル>プロジェクトを開くを使います。これによって
TVPアニメーション 7の総合的ファイルエクスプローラー（ファイルの保存と書き出し操
作のでも作動します）が開きます。特定の移動先タブの選択とその設定の指示で、取り込

 まれたファイルが一旦読み込まれたらどこに入るかを制御します。

メモ：メディアファイルとプロジェクトファイルを区別するために、TVPアニメーション
7の古いバージョンは取り込みメニュー項目を選択するという別の方法を使用しました。

 これはもう必要ありません。

TVPアニメーション 7のファイルエクスプローラーパネルはWindows/OSX標準でのそれ
よりも数々の利点が提供されています。ファイルエクスプローラーはインターフェースの
中の頻繁に訪れる場所なので、特定のケースでの使用法を説明する前に、その機能を詳し

  く説明していきます。

 

 パネルは３つの主要な部分に分かれていることに気付くでしょう。下側に 2つの大きな
ディスプレイウィンドウがあります。左側はパス表示で、右側は詳細表示です。両方とも
標準のスクロールバーと矢印ボタンがあります。上の領域では下記で説明するナビゲー

 ションとファイル管理ツールが提供されています。
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5.5.1. ファイルエクスプローラー：コントロール

•  パターンフィールド - 詳細表示でどのファイルがリストアップされているかを操作する
ため、このフィールドでワイルドカード*を使います。サイクルスイッチを使ってパター
ンフィールド用のプリセットワイルドカード群のリストから選びます。

メモ：パターンフィールドのワイルドカードは、たくさん詰まったフォルダからファイル
“を選択するときの大きな助けとなります。例えば *.TGA”を入力すると、Targaファイルの

“みをリストアップします。 bob0??.jpg”は任意の 2 “文字と接尾辞と続く bob0”とうい名前の
JPEGファイル全てをリストアップします。

“従って、 bob000.jpg” “から bob099.jpg” “までのファイルは表示されますが、 bob100.jpg”は表
 示されません。

  

 左/  右矢印 - クリックしてファイルエクスプローラーパス履歴を素早く進んだり戻ったり
 します。

 

 - クリックをして現在のパス内での階層が１つ上がります。
 

  サムネイル - クリックして詳細表示にサムネイルサイズのアイコンを表示します。

 

  リスト - クリックして詳細表示に小さいアイコンを表示します。

 

  スキャン - クリックして現在のディレクトリに画像ファイル用のサムネイルを作成します
。（サムネイルは現在の TVPアニメーション 7セッションを通して持続されます。）

 

  削除 - 選択された入力を削除します。

 

  名前の変更 - 選択された入力に新しい名前を入力できるリクエスタが開きます。

  新規フォルダ - 選択されたボリュームまたはフォルダ内に新しいフォルダを追加します。
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5.5.2.  ファイルエクスプローラー：パス表示

 

 この階層型の概観はローカルやネットワーク上でのボリュームや階層深くに隠れている
フォルダの間を素早く切り替えることができます。項目上で右クリックすると、開く（ボ
リュームやフォルダを入力）、削除又は名前変更機能を含むコンテキストメニューが表示
されます。

*ヒント：スクロールホイールが付いたマウスでは、ファイルエクスプローラー表示での
スクロールと選択において便利さが増します。

5.5.3. ファイルエクスプローラー：詳細表示

このディスプレイウィンドウは現在のパスの階層の詳細を表示します。タイプ（アイコ
ン）、名前、（フレーム）カウント、解像度、（ファイル）サイズ、日付、時間（最終更
新時）を表示します。項目上で右クリックすると、ファイルを開く*、プレビュー（後で
説明）、削除又は名前変更機能を含むコンテキストメニューが表示されます。
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*メモ：ファイルを書き出す時など、当てはまらない場合はOpen  は使えません。
*  メモ：特定のファイル形式では詳細が提供されません。

 5.5.4. ファイルエクスプローラー：プレビュー
  

ファイルエクスプローラーのプレビューでは、画像、アニメーションファイル、シーケン
スのプレビューができます。コントロールには再生、一時停止、停止、ループ機能と表示

   画面の下のスクラブバーが含まれます。

 
タイムコード表示はタイムコードのオーバーレイのオンとオフを切り替えます。全て再生
はホストシステムが指定のフレームレートを達成できるいかん関わらず（できなければ、
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プロジェクトフレームレートに近づけるようフレームを落とします）、全てのフレームを
 表示するよう強制します。

 5.5.5. ファイルエクスプローラー：ビューポート

TVPアニメーション 7のファイルエクスプローラーには機能的なビューポートがあり、そ
 れは特に読み込みと書き出し操作に関連して大変役に立ちます。

 

 

標準 TVPアニメーション 7ビューポートのサイズはかなり大きいです。しかし、より大
 きい画像はディスプレイに合わせてサイズ変更できます。

ファイルエクスプローラーのビューポートは単に視覚的な手がかりだけではありません。
フレームのシーケンスで作業する際、重要な選択ツールが提供されています。このため、

 ビューポートの下部にはコントロールパネルがあります。
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ビューポートのコントロールパネルには、スクラブスライダー、イン点をマーク、アウト
点をマークボタンがあります。これらのコントロールによって取り込みや書き出しのため
のフレーム範囲を選択することができます。必要に応じて、3つもののタイムコード表示
が提供されます。これらは選択されたイン点、（ビューポートスクラブバーで設定され
た）現在のフレームのタイムコード（又はフレームナンバー）、選択されたアウト点が表
示されます。イン点とアウト点のフィールドは、イン点をマークやアウト点をマークボタ

 ンをクリックすると更新されます。

 ヒント：ビューポートスクラブバーをドラッグするには左ボタン又は右ボタンどちらも
使用できます。しかし、スライダー領域でクリックする場合は違いがあります。左ボタン
をクリックすると（スクラブバーのどちらの側でも）現在の位置をフレーム 1つずつ変更
します。右ボタンでの同作業では、プレビューを最も近いタイムポジションに設定し、

 ジャンプします。

メモ：プロジェクトのフレーム選択は、新しく開いた書き出しビューポートのイン点を
 マークやアウト点をマークフィールドに開始値が提供されています。

TVPアニメーション 7のユビキタスなファイルエクスプローラーを見て来ましたので、
様々な方法で画像の読み込み、取り込み、保存ためにどのように使用されているかを見て

 いきましょう。

5.6. Fileメニュー：読み込み

このファイルメニューでの選択でプロジェクトを開くパネル（ファイルエクスプロー
ラー）が開き、そこでは全てのメディアとプロジェクトの読み込みと取り込み機能が提供

 されています。
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TVPアニメーション 7プロジェクト（.mir）又は Photoshop・（.PSD）ファイルを選択する
と、直接新規プロジェクトとして読み込まれます。.mirプロジェクトは元のプロジェクト
特性を維持しながら開きます。他の画像ファイルを選択すると、映像取り込みパネルを開

 きます。

5.6.1. 映像取り込みパネル

 
 

 このパネルでは、メディアを取り込む前に様々な特性を編集することができます。取り
込みの(TVPアニメーション 7内の)場所は、下記で説明する新規プロジェクト、新規レイ

 ヤー、新規カスタムブラシタブを使って設定されます。
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 映像取り込みパネル：設定ディスプレイウィンドウ

  プロジェクト設定 - このディスプレイは参考として現在のプロジェクトの特性を表示しま
 す。

 

  ブラウズ - クリックしてファイルエクスプローラーを開くと、現在のファイルの選択をリ
セットできます。
 

  プレロード - ファイルがメモリにプレロードされるか、ハードディスクから直接読み込む
かこのチェックボックスでオン/オフします。

 

  
  ファイル詳細 - 幅、高さ*、フレームレート、アスペクト比、フィールド（フィールドな
し、偶数フィールド又は奇数フィールド）、アルファモード（Guess、PreMultiply、No 
PreMultiply、No Alpha、Alpha Only）、角度オプション（90度毎のみ可能）を含んだ(ファ
イルヘッダや最適推定から与えられた)設定とファイル名を表示します。ファイルを変換
メニューは特性のいくつかを変更するために使われるプリセットが提供されています。幅
と高さのフィールドは編集できません。他のフィールドの変更は、ファイルの情報や最適

   推定での設定に優先します。

5.6.2.  映像取り込みパネル：指定タブ
 

 
 

設定ウィンドウのこのセクションでは互いに排反する 3つのタブが提供されています。
ユーザーは必要に応じて 1  つのタブからオプションを選択します。
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  映像取り込みパネル：新規プロジェクトタブ

  

  今すぐプロジェクト - 選択された画像は、このタブの設定によって新規の TVPアニメー
ション 7  プロジェクトとして取り込まれます。

 
  オーディオの読み込み - このチェックボックスは、埋め込まれた音声データを含むファイ
ル形式からの音声の取り込みをオン/オフします。オーディオの読み込みが選択されてい
るときは、常にオーディオトラック全体が取り込みされます。静止フレームのチェック
ボックス又はイン点／アウト点をマークで指定された選択範囲によって長さは影響されま
せん。

  静止フレーム - ビューポートに表示された 1つのフレームのみの読み込みを強制します。

  映像取り込みパネル：新規レイヤータブ

 

  新規レイヤー - 選択された画像は、パネル内で選ばれた設定に応じて、現在選択されてい
る TVPアニメーション 7   プロジェクトの新しいレイヤーに取り込まれます。

 

 .  プロジェクトサイズに合わす - 現在のプロジェクトの大きさに合うように必要に応じて
 画像を押しつぶしたり引き伸ばしたりしたりします。

  アスペクト比補正 - 有効の場合、TVPアニメーション 7は取り込まれたフレームのピクセ
ルアスペクト比を、現在のプロジェクトのアスペクト比に一致するよう変更します。
 

 .  プロジェクトのフレームレートに合わす - 時間補間スイッチの状態に応じて、現在のプ
ロジェクトとソースとの間でのフレームレートの不一致を補うよう TVPアニメーション 7
に指示します。

  時間補間 - この設定はフレームレートを調整するために、フィールド又はフレームの間で
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補間（スムーズ化）が行われるかどうかを決定します。そうでない場合は、不一致を補う
必要があるため、フィールド又はフレームは取り込まれたシーケンス内で単にコピー又は
削除されます。

  静止フレーム - ビューポートに表示された 1フレームのみの読み込みを強制します。

    映像取り込みパネル：新規カスタムブラシタブ

 

 
パネルで選ばれた設定に応じて、選択された画像はカスタムブラシとして現在選択してい
る TVPアニメーション 7プロジェクトに取り込まれます。ここでのオプション設定は、
プロジェクトサイズに合わす設定がないことを除いては新規レイヤータブ(上を参照)のも
のと同じです。フレームは実際のサイズで取り込まれます。（ブラシの解像度は、ブラ
シ：オプションパネルのブラシ編集機能を使って取り込み後変更することができます。） 

5.7.  ファイルメニュー：プロジェクトを保存と別名で保存・・・

ファイルメニュー選択項のプロジェクトを保存とプロジェクトを別名で保存は、TVPアニ
メーション 7の（現在選択されているプロジェクトの各レイヤーからのデータを含む）プ
ロジェクトファイルを保存するためにファイルエクスプローラーと併せて使用されます。
この場合、ユーザー環境設定を考慮する必要がないので、ファイルエクスプローラーは保

 存されたファイル用のファイル名とディレクトリパスを指定する操作のみを行います。

  

プロジェクトを別名で保存が新しい名前を指定できる一方、プロジェクトを保存は現在の
名前でファイルを保存します。前者はプロジェクトの別のバージョンを保存する便利な方

 法を提供されています。
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  保存対書き出し

 
書き出し機能（後ほど説明）はプロジェクトを別名で保存ととても似た機能を提供してい

   るように思われますが、重要な違いがあることを言っておいたほうがいいでしょう。

 
まず、書き出しは（ファイル名とパスを設定できるよう単にファイルエクスプローラーを
開くのではなく）映像書き出しパネルを表示するので、そのビューポートのコントロール
パネルを使って書き出しするフレーム範囲をマークすることができます。プロジェクトを

 保存オプションで、これはできません。

 
また、（書き出しを使うと提供される）映像書き出しパネルを使うと、Adobe Photoshop™
で使用されている PSD形式でファイルを書き出しできますが、もう一方の方法ではでき

 ません。

プロジェクトの依存関係

もちろん TVPアニメーション 7プロジェクトファイルの内容（とサイズ）は異なります
。1つ知っていなければいけないことは、依存関係を含むプロジェクトと含まないプロ

 ジェクトの保存方法の違いです。

 
（TVPアニメーション 7ツールを使って直接作成するのに対して）外部ファイルからメ
ディアを読み込む際、映像をプレロードするかどうか（上記の映像取り込み Panel：設定
ウィンドウを参照）を選択できます。この選択はプロジェクトファイルと関連して重要に

 なります。

 
プレロードされていないデータから一部又は完全に成り立つプロジェクトは、適切な外部

”ファイルの dependant”と言われています。この場合のプロジェクトファイルは、コピーさ
れた画像データではなく外部メディアファイルへのリンクを含んでいます。外部ファイル
は、後で再ロードするときプロジェクトを再構築するの必要になるレイヤーとフレーム内
容を供給します。もしこれらのファイルがないと（削除、名前変更又は移動）、プロジェ

 クトが再ロードされるとき、影響を受けたフレームは空っぽになります。
 

もちろん取り込まれた画像の全てがプレロードされている場合は、こんなことは起こりま
せん。必要に応じて、プロジェクトファイルを保存する前に、任意の又は全てのレイヤー
を個々にプレロードするかを決めることになります。そのためには、メインメニューのプ

 ロジェクト >プレビュー（レイヤーパネルコンテキストメニューでは同様のオプションが
 提供されています）を使用します。
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5.8. ファイルメニュー：プロジェクトを閉じる

ファイルメニューのプロジェクトを閉じるは、ご想像通り確認画面表示をした後、プロ
ジェクトを閉じます。（唯一開いているプロジェクトを終了すると、同じプロジェクト環

 境設定で新規の空のプロジェクトがその場所に開きます。）

5.9. ファイルメニュー：書き出し

本章の初めの方で説明したように、このメニューアイテムは TVPアニメーション 7プロ
ジェクトからのメディアファイルの書き出しのあらゆる目的のために使用されます。これ

 を選ぶと映像書き出しパネルを開きます。

 

左上の 3つのソースタブはファイルの書き出しの方法と内容を制御します。タブがついた
これらのパネルの機能とパラメータは互いに排反しています。任意のパネルを開くとそれ

 が優先となり、その中の設定が現在の書き出しを規定します。

 

 
 映像書き出しパネル：プロジェクト表示タブ

 

このタブが優先の場合、書き出しは現在選択されている TVPアニメーション 7プロジェ
クトから引き出され、書き出しされたファイルは 1    層のレイヤーで構成されています。
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ユーザー選択（とプロジェクト表示モード）によって、書き出しは 1つの画像、ファイル
シーケンス又はアニメーションファイルが可能です。書き出しは複数のレイヤー又は現在
のレイヤーの組み合わされた表示を含むことができ、オプションで透明な部分に代わって
TVPアニメーション 7の背景（色又はチェック）を含むこともできます。組み込まれたア
ルファチャンネルのサポートと共に透明度をファイル形式に保存することができます。そ
してアルファチャンネルは、適切なファイル形式を使って別に書き出すことができます。 

  映像書き出しパネル：プロジェクトレイヤータブ

  
このタブが優先の場合、書き出しは現在選択されている TVPアニメーション 7プロジェ
クトからの全てのデータで構成されます。しかし同様の目的のプロジェクト表示の書き出
しと違い、この書き出しモードは既存のプロジェクトレイヤー構成を記憶します。プロ

 ジェクトレイヤータブではほんのいくつかの項目にだけ注意する必要があるだけです。
 

 
ブラウズボタンは TVPアニメーション 7のファイルリクエスターを開きます。お好みで

 、隣接のフィールドに書き出しのファイル名とパスを入力することもできます。

 
形式サイクルスイッチで、MIR（TVPアニメーション 7独自のプロジェクトファイル形
式）か、Adobe Photoshop・で有名になった PSD形式かを選ぶことができます。両方の形

 式でプロジェクトの別々のレイヤーを（合成せずに）記憶することが可能です。

映像書き出しパネル：カスタムブラシタブ

 

このタブが優先の場合、書き出しは現在のカスタムブラシから引き出されます。ユーザー
選択（とプロジェクト表示モード）によって、書き出しは 1つの画像、ファイルシーケン
ス又はアニメーションファイルが可能です。書き出しはオプションで、透明な部分を取り
替えるための TVPアニメーション 7の背景（なし、色又はチェック）を含むことができ
ます。透明度は組み込まれたアルファチャンネルのサポートと共にファイル形式に記憶す
ることができます。そしてアルファチャンネルは、適切なファイル形式を使って別に書き

 出しすることができます。
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 書き出しパネル：一般機能

多くの似た機能やオプションがプロジェクト表示パネルとカスタムブラシパネルにありま
 す。これらについては次に説明されています。

  ソース情報部分 - 参考として現在のソース画像の特性を表示します。プロジェクトタブ表
  示でプロジェクトの名前が表示されます。

  ファイル形式セクション - TVPアニメーション 7では footageを様々な一般的なファイル
形式に書き出しすることが可能です。使用される形式は形式サイクルスイッチを使って選
択します。ここにどの形式が表示されるかは、システムにインストールされたコーデック

 に依ります。
 

•  設定 - 選択されたファイル形式が様々なオプションコーデックを提供する場合、設定ボ
タンでこれらのコーデックとその詳細へアクセスできます。Quicktime・とAVI・はこの種
のうちの２つの例です。両方とも数多くのオプションが提供されています。
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 一般ファイル形式設定
 

ファイル形式は提供されたオプション設定によって変わります。このパネルで提供された
ユーザー設定は、現在の形式選択の設定を反映するように変化します。最も一般的なオプ

 ションは次で説明されています。
 

  モード -  オプションは形式の性能で変わります。パレット (8ビット)  、 RGB (24ビット)
 、 RGBA (32ビット)   、又はアルファのようなものがあります。

 

  パレット - パレット（8ビット）モードが選択されているとき提供され、Global quantized
、Local quantized、ユーザー定義*、濃淡画像が可能です。Quantizingは低カラー形式で使
うためのカラー減少を含みます。オプション設定は減少したパレットがどのように生成さ
れるかを決定します。Global quantizedはシーケンス内のすべての形式用に最適化されたパ
レットを使います。Local quantizedはフレーム毎に働き、ユーザー定義は TVPアニメー
ション 7 のカラーピッカーのパレットの 256色を使います。

  色番号 - 低カラー形式用 quantization*で使用されているパレットの色番号（2-256から）
を指定します。

  ディザリング - ピクセルの拡散と分散技術によってより大きなパレットをシミュレーとし
ながら、Floyd-Steinberg ディザリングを有効にします。
 

  アルファ - 書き出されたファイルのRGB値を計算する方法を指定するために、
Pre-Multiply又はNon Pre-Multiplyを選択します。ファイル形式は RGBA値を色々な方法で
保存できます。Pre-Multiplyは RGB値を、アルファチャンネル値によって pre-multiplyさ
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れるようにしますが、Non Pre-Multiplyはそうしません。任意のアプリケーションでの使
用に応じてどちらかを使います。

書き出しパスとスコープ

  書き出しパネルのこの領域では何を何処へ書き出しするかを制御します。

•
  ブラウズ - クリックしてファイルエクスプローラーを開くと、現在のパスとファイル名を
リセットできます。

  静止画像 - ビューポート内に表示された 1フレームだけを書き出しします。

  シーケンス - 通常多くのフレームを含むアニメーション形式での使用の際でも、このオプ
ションはフレーム範囲から連続したファイルを保存します。例えば（多くのフレームを含
む１つのGIFファイルというより）GIFファイルをイン－アウト範囲の各フレーム用の保
存にこれを使います。

メモ：書き出しされたシーケンスに基本のファイル名を指定すると、必要に応じて書き出
”しされた各ファイル名の数字が増加していきます。例えば、 basename.jpg”を入力すると

、ファイル名は basename1.jpg、basename2.jpg…となります。ファイル名に決まった桁数の
“数字を入れたい場合は、 basename000.jpg”と入力すると、basename001.jpg、

basename002.jpg…というファイル名になります。

  アニメーション - フレーム範囲は１つのアニメーションファイル（AVI、DEEP、RTV
等）に書き出しされます。

 その他の書き出しパネルオプション

  書き出し - このサイクルメニューは各パラメータを順に変更する時間が省けるように、
数々の便利な画像プロパティのプリセットが提供されています。

  比率固定 - このスイッチは調整が加えられた際に既存の画像バランスを維持するよう、幅
と高さのフィールド共に比率固定します。
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  画像プロパティ - これらのフィールドは、書き出しの際にこれらの特性を変更することが
できるように、書き出しファイルの幅、高さ、フレームレート、アスペクト比といった画
像プロパティを制御します。

 F  設定 - このサイクルメニューは書き出したデータのフィールド順を変更するために使用
することができます。

  背景 - 有効の場合、フレームの透明領域の不透明色での塗りつぶしのために、プロジェク
トウィンドウの背景表示設定が使用されます。

  アスペクト比補正 - 有効の場合、TVPアニメーション 7は書き出した画像のピクセルアス
ペクト比を、上記の新しいアスペクト比設定に相当するよう変更します。

  フレームレートを合わす - ソースプロジェクトのレートではなく、上のフレームレート設
定で指定された新しいフレームレートに書き出したファイルを変更するよう TVPアニ
メーション 7に指示します。新しいレートを得るための方法は時間補間スイッチの状態に
よって変わります。

  時間補間 - この設定はフレームレートを調整するために、フィールド又はフレーム間で補
間（スムーズ化）が使われるかどうかを決定します。使われない場合は、フィールド又は
フレームは必要に応じて単にコピー又は削除されます。
 

 映像書き出しパネル：ビューポート

標準ビューポートのコントロールで取り込み用にフレーム範囲を選択することができます
。（本章で先述のファイルエクスプローラー：ビューポートを参照）
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5.10. TWAINサポート

TWAINプロトコルは主にスキャナとの関連で使われている基準です。これによって TVP
アニメーション 7はサポートされたデバイスと直接通信することができます。スキャナの
TWAINマネージャは通常デバイスインストール（32ビット Twainドライバのみサポー

 ト）の一部です。

 デバイスを選択するには、ファイル > TWAIN >  選択を選びます。その後ファイル > 
TWAIN >読み込みを使って画像をスキャンできます。デジタル化された画像は通常デバイ
スのコントロールパネルから TVPアニメーション 7に直接送られ、編集や操作ができま

 す。

5.11. 印刷

TVPアニメーション 7  ではファイル > 印刷メニューでアクセスできる総合的な印刷機能が
 提供されています。設定ボタンでインストールされた任意のプリンターから選択（と設

定が）できます。プリンター設定パネルの一番上の情報フィールドに現在選択されている
 ものが表示されます。
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パネルには静止画と連番の 2つのタブがあります。静止画オプションでは、現在選択され
たフレームの印刷を制御するための単純な機能が提供されています。一方、連番モードで
はカメラマンのベタ焼き又はアーティストのストーリーボードのような方法で印刷します

 。

両方のタブでは共に、小さいプレビューウィンドウの上にいくつかのオプション設定が提
供されています。スケールフィールドでは、用紙の印刷可能領域のパーセントで印刷画像
サイズを設定します。画像はプレビューウィンドウにマウスでドラッグし、すぐ上のセン

 ターボタンを使って真ん中に移動させることができます。

 
連番パネルでは他に 3つのオプションが提供されています。桁数は使用される（1ページ
毎の）画像の列数を設定します。一方ステップ数値は全ての画像を印刷するのではなく、
印刷された例の間のフレームをスキップします。イメージ番号のチェックボックスが有効
の場合、TVPアニメーション 7  はそれぞれの画像にフレーム番号を印刷します。

 
連番モードでは右下にもう 1つの機能が表示されます。対の矢印でシーケンスのページ間

 をプレビュー表示で進むことができます。

印刷をクリックすると、プリンターに TVPアニメーション 7  の出力を送ります。

5.12. クリップボード

 
TVPアニメーション 7ではシステムクリップボードを、データの一時的置き場、又はコン
ピュータと他のアプリケーション間の画像転送方法として、いくつかの方法で使用するこ
とができます。

 
  編集メニューのクリップボード＞カスタムブラシ>クリップボードやレイヤー>クリップ

ボードを選択してそれぞれの操作を行います。（前の方を選択して読み込む場合、アニ
 メーションブラシの最初のフレームのみがクリップボードにコピーされます。）

 
 クリップボード > クリップボード>  カスタムブラシとクリップボード > クリップボード>

新規レイヤーは当然ながら逆の機能を行います。前者を選択した場合、クリップボードの
 データが在のカスタムブラシに取って代わります。

ヒント：クリップボード: フレーム>  クリップボード + クリップボード: クリップボード>
カスタムブラシにショートカットキーを割り当てる、現在の画像をブラシとして選ぶのが
非常に楽になります。
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「第２章：TVPアニメーション 7の紹介」で TVPアニメーション 7のレイヤーの特性を
説明しました。もしそこを飛ばしていたり、復習する必要がある場合は、ここを続ける前

 にその導入部を見直しておいたほうが良いでしょう。

6.1.  プロジェクトレイヤー：概要

TVPアニメーション 7のレイヤーには画像又はアニメーションの 2つのタイプどちらかが
存在します。画像は 1つのフレームで成り立っています（そのフレームはプロジェクトの
長さの任意の時間枠で存在、かつ(または)維持が可能です）。アニメーションは事実上、
タイムラインに沿って連続した各フレームが別々の画像であるのアニメーションのシーケ

  ンスです。
  
 

両レイヤータイプの色の深さは 32ビットです。デフォルトで新規レイヤーは空、すなわ
ち完全に透明（アルファチャンネル値が 0）となっています。レイヤーにペイント又は画
像を加えると、レイヤー内のフレームのピクセルは相当する RGBとアルファチャンネル
の値が割り当てられます。しかしフレームで色が存在しないところは、完全な透明にとど

 まります。
 

 フレームのいくつか、又は全てのピクセルが部分的に透明である可能性に加えて、各レ
イヤーの全体的な透明度も制御することができます。レイヤーリスト列にある透明度ク

 リックスライダーは後で説明されています。
 

レイヤーは TVPアニメーション 7プロジェクト内で 1つ１つ上に重なっています。結果出
力では、プロジェクトウィンドウ内でのように、レイヤーの優先順は上から下です。プロ
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ジェクトに 3つのレイヤーがあり、上のレイヤー（レイヤー 0）がAの文字の画像を、レ
イヤー 1には Bの文字、一番下のレイヤーには Cが含まれている場合、全てのレイヤーが
表示される際、Aが一番上（Bと C  の上）に表示されます。

  

 

6.2.  レイヤーパネル

 

 

6.2.1.  概要

レイヤーパネルには多くの非常に重要な TVPアニメーション 7の機能があります。レイ
ヤーパネルではプロジェクトの相対的な長さとレイヤー順序の両方のための視覚的な参照
が提供されています。アニメーションのプロジェクトのために、現在のフレーム(時間)位
置が簡単に設定され、カットとペースト編集、エフェクト、書き出しとプレビュー機能の
ためのフレーム選択ができます。様々な操作のためにカレントレイヤー（又は選ばれたレ

 イヤー）を指定するためにもこのパネルが使われます。
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新しいレイヤーが作成（又は削除）され、パネルではプロジェクトウィンドウ内のレイ
ヤータイプ、透明度、表示方法を制御します。時間ストレッチ(スローモーションや早送
り)もここで行われます。
多くのコントロールと機能に加えてコンテキストに応じたメニューが、Layerパネルの多
くの機能又は空の領域で右クリックすると出てきます。これらについてはこの後のページ
でも説明します。
このような理由からレイヤーパネルは TVPアニメーション 7の中心ハブと考えられます
。ここからプロジェクトの多くの要素や処理を導くことができます。では、その詳細を説

 明していきましょう。
 

 

 
 TVPアニメーション 7のレイヤーパネルは上にあるメインメニューのアイコンをクリッ

 クするか、パネル >   レイヤーパネルのメニューを選ぶと開きます。

6.2.2.  レイヤーパネル：レイアウト

レイヤーパネルのタイトルバーには現在のプロジェクトとレイヤーについての情報がでて
います。通常*  この情報は下記の形式になっています：

  
 – まず プロジェクト: (名前) [第一フレーム, 最終フレーム, 総フレーム数] 

 –  次に レイヤー (名前) [第一フレーム, 最終フレーム, 総フレーム数]
 

メモ：ローカルタイムスケール（タイムラインウィンドウ内のレイヤーの下）内でマウス
をドラッグしてフレーム範囲を選択すると、タイトルバーのレイヤーフレーム情報フィー
ルドは一時的に機能を変更し、選択の第一フレーム、選択の最後の、そして選択の総フ
レーム数を表示します。マウスボタンを離すと、タイトルバーのフレーム表示は元に戻り

 ます。

パネルは大きく 2つに分かれています。左側はレイヤーコントロールパネルで、右側はタ
   イムラインです。
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  レイヤーナビゲーションと選択

レイヤーコントロールパネルとタイムラインのウィンドウは垂直のスクロールバーで分け
られています。これによって、レイヤーの数がウィンドウのサイズを超える場合に、縦に
レイヤーを移動することができます。メインのレイヤーパネルはもちろんサイズ変更でき

 ますが、いずれ表示されているよりも多くのレイヤーで作業することになるでしょう。

ご希望であれば、スクロールバーよりもキーボードの上/  下カーソルキーを使ってレイ
ヤーを移動することができます。しかしスクロールバーとは違い、カーソルキーを使って
レイヤーリストを移動すると、カレントレイヤー選択*（今選択されているレイヤーは異

 なった色で表示され、サムネイルアイコンは強調表示されます）が再設定されます。
 

*メモ：Shiftキーと一緒にマウス又はカーソルキーを使って複数のレイヤー選択ができ、
いくつかの操作を 1つ以上のレイヤーに影響させることができます。１つのレイヤーだけ
がカレントレイヤーとして強調表示されていますが、複数のレイヤー選択内に含まれてい
るレイヤーアイコンははっきりした輪郭でその状態を表示します。複数のレイヤーを選択
して、その間にあるレイヤーを選択しない場合には、Ctrl + クリックを使います。
 

タイムラインの下にある水平のスクロールバーにも似た機能があり、プロジェクトフレー
ムで一時的にパン移動することが可能です。もちろん左右カーソル（矢印）キーもフレー
ム間を移動でき、Homeと Endで現在のタイムライン位置をカレントレイヤーの端へ移動

 させます。

 
垂直なスクロールバー（レイヤーパネルを分けている）のすぐ上に[Z]ボタンがあります
。水平に左ボタンでドラッグすると、大体のプロジェクトの長さを表しながらタイムライ
ン表示をズームします。（右ボタンでドラッグするとマウスの動きに合わせてズームス
ピードが著しく増加します。）

さらにタイムラインの拡大コントロールとオプションについては、タイムラインコント
ロールの項目で説明されています。
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6.2.3.  レイヤーコントロールパネル

 
 

レイヤーパネルのこの領域には、レイヤー作成、タイムラインとプロジェクトウィンドウ
  表示、結合、レイヤーの編集、さらには音声サポートに関する多くの機能があります。

コントロールパネル機能は、ヘッダーとフッターコントロール、そしてメニューの 3つの
 カラムに分かれています。各カラムにあるコントロールと機能に関しては、これから説

明されます。

 レイヤー表示カラムツール

 

 ・ [H]  ボタン - このボタンをクリックすると、プロジェクトメニューの全てのレイヤーを
表示又はカレントレイヤーを表示のオプションをオン/オフします(対応するショートカッ
トキーの「＝」印を押しても同じことになります)。右クリックでコンテキストメニュー
がポップアップし、カレント、全てのレイヤーを表示、又は全てのレイヤーを隠す（もち

 ろんカレントレイヤー以外の全てを隠す）が提供されています。

  ・表示フラグ -  緑または赤のボタンではレイヤーの表示をオン/オフします（レイヤー選
択はこの設定より優先されます）。ボタンが赤のときレイヤーは隠れています。隠れてい
るレイヤーがカレントレイヤーでもあった場合、そのコンテンツはプロジェクトウィンド
ウでのみ見ることができます。

 ・ [C] - レイヤーパネルで見やすいようにレイヤーに色をつけることができるポップアッ
  プメニューを開きます。
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 レイヤーステンシルカラムツール

  
 ・ [S]  ボタン - このボタンを左クリックすると、レイヤーのステンシル状態をオン/オフし

ます。右ボタンで全てのステンシルをクリア又は全てのステンシルを反転の選択を提供す
 るメニューを開きます。

  ・ステンシルフラグ (ボックス) - プロジェクトステンシルとしてレイヤーを有効/無効に
します。

  ・フラグの反転 (ボックス) - レイヤー用のステンシルを反転します。

レイヤーリストコラム: 概要
  

 

このコラム内の機能には、レイヤーの（アイコンをドラッグしての）順番変更、（左ク
リック又はカーソルキーでの）カレントレイヤーを指定、そして複数レイヤー選択が含ま
れます。また、Shift + クリック又は Shift + カーソルの組み合わせでは、リスト内の隣接
するレイヤーアイコンを選択する役目をします。複数のレイヤーを選択し、その間にある
レイヤーを選択しない場合には、Ctrl +  クリックを使います。

レイヤーの結合(または結合)はメニュー機能又はドラッグしてドロップ方式を使って行わ
れます。加えて、タイムラインのキーフレーム表示の最小/最大機能はレイヤーアイコン
の下に表示されます。パネル内で場所をとらないために、レイヤー自体も最小化すること

 が出来ます。
 レイヤーリストコラムツール
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  ・新規レイヤー - クリックすると、現在選択しているレイヤーの上に新規レイヤーを作
成するためのメニューが開きます。オプションは、New Layer Image  、 New Layer Anim、 
Import Footage (ロード)です。新しく読み込まれたレイヤーは読み込まれたファイル名を
使った名前がつけられます。デフォルトでは新規レイヤーはカレントレイヤーの上に追加
されます。Shift  を押しながら新規レイヤーを作成するとこの動作が逆になります。

•  レイヤーを結合 - このサイクルメニューには、選択しているレイヤーを結合、表示して
いるレイヤーを結合、全てのレイヤーを結合の機能が提供されており、レイヤーの結合を
制御します。個々のレイヤーはソースのレイヤーアイコン（サムネイル）をターゲットの
レイヤーアイコンにドラッグして結合することができます。

  ・オートフィット - タイムライン表示のクイック拡大プリセットのプロジェクトに
フィット、レイヤーにフィット、フレームにフィット、選択範囲にフィット、キーに

  フィット、そして音声にフィットはここからアクセスします。

 ・最小化/  最大化機能 - レイヤー名左横の黒い三角の機能は、カレントレイヤー用のタイ
  ムラインレイヤー表示をなくしたり又は広げたりします。

  ・（レイヤー）名 - レイヤー名はレイヤー名をクリックすると開くメニューを使って変
更することができます。

  ・サムネイル - サムネイルアイコンは現在のタイムラインフレームのコンテンツを表示
します。レイヤーはソースのレイヤーアイコン（サムネイル）をターゲットのレイヤーア
イコンの上にドラッグして結合することができます。レイヤー順序はパネル中の 2つのレ
イヤーの間の境界線上にレイヤーのサムネイルのアイコンをドラッグ＆ドロップして変更

 することができます。

  ・ロック - ロックボタンはレイヤーのロック状態をオン/オフします。ロックされたレイ
ヤーは編集することができません。現在選択されているときレイヤーはロックすることが

  できません。他のレイヤーをまず選択してからロックをクリックします。
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[LT] - 左ボタンでは選択されたレイヤーの Light Tableを有効に、右ボタンでは Light Table
設定パネルを開きます。
 

  ・透明度 - 白い透明度の帯の上をクリックしてレイヤーの透明度を設定します。1度ク
リックするとクリックした場所の値を設定しますが、クリック＆ドラッグではスライダー

 のように動きます。

  ・逆三角 - コラム右上のこの機能をクリックするとコンテキストメニューが開き、多く
 のレイヤー管理機能が提供されています。中には、名前 (名前の変更)、選択したレイヤー

を削除、選択したレイヤーを複製、全てを選択、レイヤーを選択、選択しているレイヤー
をコピー、選択しているレイヤーをカット、レイヤーをペースト、アニメーションレイ

 ヤーにする、透明度設定があります。

 
 –  テーブル コントロールパネルフッターツール

 

  
 コントロールパネルのフッターにはいくつかもの重要な機能があります。その項目は以

下のリスト内で説明されています。
 

 ・ Sound - このメニューを使ってサウンドを読み込み又は削除します。一時的なオフセッ
トも特定することができます（又はタイムラインの下に表示された音波形は単に新しい位
置にドラッグすることができます）。また、なし（音無し）、スクラブ（マウスでタイム
ラインをスクラブ再生するときのみサウンドを演奏）、又は常にのジョグモードを使って

 、タイムラインで作業するときのサウンド状態を設定することができます。

  ・背景 - このメニューでプロジェクトの透明領域に何を表示するかを決定します。なし
は黒く表示され、主背景色は隣の色見本 2つのうちの左側の色を使用し、チェックは隣の

 両方の色を使ってチェッカーボード模様を表示します。

  ・色見本 - 2  つのオプションの背景色を設定します。

 ・フレーム/  タイムコード - クリックしてタイムラインのタイムコード表示をフレーム又
 はタイムコードにします。

  ・現在位置 - このフィールドはタイムラインの現在位置を表示します。
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6.2.4.  タイムラインウィンドウ：概要

タイムラインウィンドウは実際棒グラフのようなものです。つまりは、プロジェクト内の
全てのレイヤーの一時的な関係をグラフ表示で表しています。パネルを垂直に通った細い
2本の赤線は現在のタイムラインの位置を表しています。選択されたレイヤーの背景
フィールドは薄い色になっています。

コントロールパネルの色のオプションを使って色付けされたレイヤーは、それに応じた色
合いで表示されます。

 

 

 タイムラインウィンドウの一番上は、グローバルタイムスケールになっています。この
ディスプレイではプロジェクト時間全体に対して計られたレイヤーとフレームの位置を表
示します。レイヤーを（より早く又はより遅く開始させるために）左右にシフトしてもこ

 のスケールには何の影響もないため、固定された参照の役目をします。

メモ：Shift keyを押しながら左ドラッグでレイヤーをフレーム 0以前にドラッグして、マ
イナスの時間を表示、使用することが可能です。

 
タイムライン拡大レベルが可能なら、アニメーションレイヤーは各フレーム又は最初と最
後のフレームのサムネイルアイコンをオプションで表示することができます。レイヤーリ
スト内のサムネイルを除いて、画像タイプのレイヤーはサムネイルを表示しません。コン
トロールパネル内の表示コントロールと関連して先に説明したように、素早く見つけられ
るためにレイヤーは色付けされています。画像レイヤーは完全に色付けされて表示され、
一方（アイコン表示モードの）アニメーションレイヤーにはレイヤーの辺りに色の付いた

 ボーダーがあります。
 

各レイヤーの下はローカルタイムスケールで、レイヤーのフレーム数とのみ関連していま
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す。レイヤーを一時的にシフトし、ローカルタイムスケールはそれに沿って進みます。
様々な操作のためのフレーム選択は、ある範囲を左ドラッグするか標準ショートカット
キーを使って（Shift + Homeと Shift + Endのように Shift + カーソルはとても便利です）、

 タイムライン表示のこの領域で行われます。
 

 現在位置（フレーム）
 

  

 
タイムライン上の細い 2本の赤線で表された現在のタイムライン位置は、カーソルキーを
使うか、グローバルかローカルのタイムスケールの新しい位置でマウスをクリックすると
で変更することができます。

メモ：レイヤーリストコラム右下の現在位置フィールドに入力することによって、現在の
タイムライン位置から異なるフレームに直接飛ぶこともできます。Enterを押して操作を

 完成させます。
 

ドラッグしてフレーム内でスクラブ再生することも可能ですが、グローバルタイムスケー
ルの中のみとなっています。（その場合、左ボタンでスクラブ再生すると、赤い現在位置
マーカーは最後に表示されたフレームに残され、右ボタンでスクラブ再生するとスクラブ

 再生の開始位置に戻ります。）
 

 キーフレーム

  
また、現行フィルターのキーフレームノードはタイムラインウィンドウ内に表示されます
。これらは選択されたレイヤーのローカルタイムスケールのすぐ下に＋サインで表示され
ます。この領域で右クリックすると、キーフレームのコンテキストメニューが開き、キー
フレームノードを作成、削除、全て選択、カット、コピー、ペーストするためのオプショ
ンが提供されています。ノードは左クリック又は Shift-クリックで直接選択でき、新しい

 タイムライン位置にドラッグすることができます。
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キーフレームノードはコントロールパネルのレイヤーリストコラム内のサムネイルアイコ
ンの下にある最小化/最大化機能の状態によって、折りたたまれた又は広げられた表示で
表すことができます。後者のオプションではフィルターのそれぞれの変更値のために、ア

 ニメーションの変数の正確なタイミングが可能な別々のノードが表示されます。

 
 タイムラインコントロールとメニュー

 

タイムラインではグラフ的な単なる表示以上のものが提供されています。タイムストレッ
チ、結合（合成）、カット、ペーストなどのレイヤー編集機能と共に、多くのレイヤー機

 能に対するインタラクティブな制御も可能です。

 

 

  
(ロックされたレイヤーを除いて）レイヤーの両端に 2つのコントロールがあります。両
端の白い垂直棒はレイヤーハンドルです。レイヤーハンドルを左ドラッグするとレイヤー

 がどちらかの方向にストレッチします。

タイムストレッチされた画像レイヤーはそれに応じてすぐに短く又は長くなります。アニ
メーションレイヤーは多くの異なる方法でストレッチされ、伸ばされている場合は TVP
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アニメーション 7がストレッチ操作を行う前に選択する必要があるポップアップメニュー
 が表示されます。

  
   

 レイヤー長の増加パネルで、3つのメインストレッチモードのうちの 1つを選択します。
 このオプションに関しては下で説明されています：

 
1   ・ストレッチ - 既存のアニメーションが新しい長さの間で起こるようにレイヤーを長く
したり短くしたりします。必要であれば、補間にチェックが入っていなければ、（なるべ
く公平に）操作は単にフレームの複製、又はレイヤーからの削除になります。

 
2    ・ 補間 - このオプションは既存の画像をうまくディゾルブを使ってフレームを補間す
ることによって、ストレッチされたレイヤーでのよりスムーズな動きが提供されています
。アニメーションレイヤーが 1つは白だけでもう 1つは黒という 2フレームだけでできて
いて、１フレーム分補間を使ってストレッチされた場合、（真ん中の）追加されたフレー

  ムは灰色になります。

 
3    ・ 繰り返し - 下のモードサイクルメニューで特定された方法を使って、レイヤーを長

 くするために既存のフレームを繰り返します。

 
4    ・ モード - 指定されたモードが既存の画像がレイヤーを延長するために使用される方
法を決定します。最後を維持は単に最後のフレームを繰り返します。ループと往復繰り返

   しモードはレイヤーからのフレームを連続で順に、又は逆順で繰り返します。

 
5    ・ 空のフレームを追加 - レイヤーの最後に空の新しいフレームを追加します。
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 ループモード

 
 

（全てのレイヤーの両端の）その他のコントロールはループモード選択です。これらの機
能は実際にレイヤーをストレッチしたり追加したりせずに、レイヤーのコンテンツ表示を
どちらの方向にも無制限に延長することができます。他のレイヤーの背景として使用され
ている 1フレームが必要なだけ続くことができるように、これはとても「経済的」です。 

 
下向きの三角をクリックするとポップアップのループモードメニューが表示されます。画
像レイヤーのオプションはシンプルで最後を維持又はなしです。アニメーションレイヤー
ではその他、（レイヤーのフレームを順に何回も）繰り返し又は（レイヤーのコンテンツ
を何回も後ろから前へ、前から後ろへと繰り返す）往復繰り返しが提供されています。

 
 タイムラインコンテキストメニュー

 
同様の Pre Behaviorと Post Behaviorはタイムラインパネルの右ボタンからのコンテキスト
メニューに追加されています。また、このメニューにはロック・アンロック項目と、タイ
ムラインレイヤーに沿ったフレームのサムネイルを有効または無効にするためのアイコン

   の表示スイッチ（アニメーションレイヤーのみ）があります。
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このコンテキストメニューでは、同様のコントロールパネルのコンテキストメニューから
のいくつかの選択肢が適切に変更されています。フレームを追加、フレームをカット、フ
レームをコピー、フレームをペーストに加えて、レイヤーの削除とレイヤーの複製の代わ

 りにフレームを削除とフレームの複製があります。

 
 タイムライン：ズームとパン

 

垂直なスクロールバーの上のタイムライン拡大ツール([Z])とレイヤーコントロールパネル
のフィットオプションに加えて、TVPアニメーション 7には 2つの新しいズームオプショ

 ンが提供されています。タイムラインウィンドウ内での左ボタン + ALTを（水平に）ド
ラッグするとは表示をパンし、右ドラッグで最初にマウスをクリックした位置あたりを中
心にズームします。

6.2.5.  レイヤーの結合

 先述のように、レイヤーリストコラムにある結合メニューを使って（いくつかの組み合
わせで）レイヤーを結合することができます。あるいはソースレイヤーのアイコン（サム
ネイル）をターゲットレイヤーのアイコンにドラッグできます。ドラッグ＆ドロップ方法
では使用された結合モードより明確に制御することができます。
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1つのサムネイルアイコンを他にドロップすると表示されるレイヤー結合ポップアップメ
ニューでは、TVPアニメーション 7の多くのペイントモードを使ってレイヤーを組み合わ
せることができます。その他いくつか関連するオプションもあります。スタンプモードは
ソースレイヤーの全ての不透明ピクセルの色を現在の前景色と取り替えます。元を削除ス
イッチはソースレイヤーがプロジェクトから削除されるか、TVPアニメーション 7に残さ
れるかを決定します。

6.2.6.  スペア画像

 スペア画像はちょうどクリップボード（「第 5章：ファイルとプロジェクトの管理」を参
照）のようなものです。ちょうど 1フレーム分の画像データ（透明度付属）を保持してい
るか、又は完全に空であるかもしれません。
TVPアニメーション 7のスペア画像は必ずしもレイヤーのことを言っているわけではない
ので、ここで説明するのがいいと思います。プロジェクトを明らかに構成しているフレー

‘ ’ムとレイヤーの無言のパートナーとスペア画像を考えてください。それはいつもそこに
いて貢献又は援助の準備ができているのですが、通常は目に見えず要求しない限り決して

 邪魔をすることはありません。

 

しかしシステムクリップボードとは違い、スペア画像は準備万端でカレントレイヤーとフ
レームの表面下に常に隠れています。実際印象派ペイントモード（「第 7章：ペイントと
デッサン：スペシャルブラシ」を参照）のような TVPアニメーション 7のデッサンと画

 像処理機能と関連して使用されます。
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 スペア画像管理

上に表示されているように、スペア画像バッファは編集メニューのスペア画像選択項のオ
プションを使って管理されます。入れ替えを使っていつでもスペア画像を表示（又は編
集）できますが、前述のように、そうするときはスペア画像だけを見ているわけではあり

 ません。

メモ：これらの機能は間違って消してしまったりしないように気をつけて使用する必要が
あります。入れ替えはスペア画像の表示とは違うと分かっておくことが重要です。入れ替
えを選択するとき、単にスペア画像バッファのコンテンツを表示するだけではありません
。（コンテンツがなくても）プロジェクトの現在のフレームのコンテンツと交換している
のです。これは時によってとても便利ですが、Electronic ArtsのDeluxe Paintの似て非なる

 機能に慣れているユーザーにとっては戸惑うことでしょう。
それで、コピー(ショートカット Shift + j)は、スペア画像バッファのコンテンツを現在のプ
ロジェクトフレームからの同じデータで上書きしますが、入れ替え（ショートカットｊ）
は現在のフレームをスペアバッファからのデータに置き換え、またはその逆になります。

 削除はスペア画像バッファを削除します。
 
スペア画像データは数々の TVPアニメーション 7操作と機能で使用されています。上が
その 1 “ ”つの例です。現在のプロジェクトフレームは左側の 星 です。スペア画像バッファ

“には表示にあるように Sheriff”という単語があります。

3つ目の画像は Bump（押し出し）エフェクトを使用したエフェクトを表しています。
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 第 7  章ペイントとデッサン

本章では、TVPアニメーション 7でのデッサンとペイントのツールおよびテクニックに
入っていきます。ツールのカスタマイズやペイントモードについて説明していきます。さ
らに、領域選択ツールおよびステンシルマスクを含む、色(あるいは他の操作)の適用を制
御する機能も扱っていきます。昀後に、便利なフィードバックを提供する座標パネルにつ
いて見ていきます。

7.1.ツールパネル

(ここに示されている)TVPアニメーション 7のツールパネルは、芸術家のブラシの箱と大
体似ています。ここにはペン、鉛筆、クレヨン、そして用途の広いエアブラシなどに相当
するデジタルのものを内蔵しています。これだけではとどまらず、例えば、ブラシのサイ
ズだけでなく、その様相、そして適用時には「超即乾燥」のデジタルペイントをつけてい
くといった方法なども含めて、根本的にツールの本質を変更する手段が提供されています
。

このパネルは TVPアニメーション 7のとても重要な部分であるため、通常は開いたまま
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になります。デスクトップ上に見られなければ、下の丸で囲まれたメニューパネルのアイ
コン、あるいはパネルメニューのツールパネルの選択で開くことができます。

パネル上部の部分には、アクティブなペイントやデッサンツールの選択に使用するアイコ
ンボタンの

2列があるツールトレーが提供されています。この下に、現在のペイントモードを制御す
るサイクルメニューがあります。

パネルの下半分に表示されるものは、(  ペイントモードのメニューの下の )2つのタブのど
ちらに選択されているかに依ります。オプションがクリックされている場合、アクティブ
なデッサンツール用のオプションの設定ができます。ビンタブでは各ツールのお気に入り
を保存し、素早くアクセスする便利な方法が提供されています。これらの特徴はそれぞれ
、以降のページで詳細に説明されています。

7.1.1. ツールトレイ

TVPアニメーション 7は魔法です。マウスのポインターがアクティブなプロジェクトウィ
ンドウ上を通過すると、TVPアニメーション 7ではツールパネル昀上部のツールトレーで
の選択に応じて、魔法のごとくペイントブラシ、ペン、あるいは霧吹きノズルに変換され
ます。

提示された各ツールの概要は次で説明されています。(必要に応じて、あるものは他のも
のよりも詳しく)各ツールを順番に見た後で、「デッサンツール：一般オプション」の項
目下でほとんどの選択肢によく見られるいくつかの不定の設定についてみていきます。
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  エアブラシ

TVPアニメーション 7のエアブラシは非常に万能で、設定と関連付けを使って大きくカス
タマイズすることができます。他の多くのツールと同様に、様々なペイントモードで使用
することができ、汚れを消したり、必要ない詳細な部分を削除したりするために転写を使
用する場合に特に便利です。

 ペン

ペンは見た目にはとてもシンプルですが、その多くのオプションによって筆記体から能筆
体にまで及ぶ効果を得ることができます。

ドラフトペン

 ドラフトペンツールでは簡素な 1ピクセルの線で描くことができ、細部や図表などに便利
です。
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油彩

このツールでは、イメージに適用されたペーストや油性塗料と変わ
らず、浮き上がった３次元的な見栄えを模倣しています。ペイントの「粘性」はツールオ
プションパネル内の粒子メニューを利用して設定します。シルク設定ではとてもやわらか
い見た目を、一方ハードでは隆起がより浮き上がった効果が出ます。

色鉛筆

様々なオプションの設定で適用され、このツールは粒子のかすかな塵状のものから濃くザ
ラザラした炭のような線にまで適用することができます。

水彩

たとえ出力と不不透明度合いが目いっぱい適用された時でさえ、このツールでのペイント
は常に半透明になります。それは水彩絵の具でのペイントに例える事ができます。
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 昀後 4つのツールトレーのオプションはそれぞれ、幾分独特です。これらの選択肢のうち
 の昀初の 2つであるワープブラシとスペシャルブラシについて、ブラシであると共に画像

処理、あるいはエフェクトツールとさえ考えることは完全に間違っているわけではありま
せん。

 （共にデッサンツールであり、ここでの内容に適切に含まれている昀後の 2つのオプショ
ン(テキストブラシとカスタムブラシ)もまた独特です。そこで提供される多くのオプショ
ンについても個々の説明が必要となります。)

ワープブラシとスペシャルブラシの両方のツールは、より自然な見栄えや効果を生むよう
、作品を少し乱すために使用することができます。実際、ビデオ画像に時間とともにそれ
らを適用することで、いくつかのおもしろいアニメーション効果を得ることができます。
オートペイントエフェクト(  「第 10章：モーションエフェクトで説明)が、このためには非
常にうまくいくことでしょう。

ワープブラシ

 常のペイントモードのメニューの代わりに、このツールでは独特な 2つのオプションモー
ドである内側へワープと外側へワープが提供されています。

現行のフレームにペイントするというより、両方のモードとも既存の不透明ピクセルをゆ
 がめます。 Warp Outの効果はボートが水の上を通り過ぎるようなもので、前と横にピク

 セルを押して弓形の波を作成するようです。 Warp Inモードはこのエフェクトを逆にしま
す。現在のフレームにペイントするというよりも、両方のモードでは既存の不透明ピクセ
ルを歪めることになります。外側へワープの効果は、船首波を生み出すかのようにピクセ
ルを前と横へ押し出していく、水上を走るボートのそれにやや似ています。内側にワープ
モードではこの効果を逆にします。
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スペシャルブラシ

 T

このツールでは、通常のペイントモードのメニュー項目の代わりに、多くのオプション
 モードが用意されています。にじみモードでは、フレームの有色の領域上を通過する時

 にその軌跡を後に残しながら染みをつけるように、ピクセルをドラッグします。ぶれ
モードには、あたかも風によって遠方飛ばされたかのように、その通り道のソースのピク

 セルの跡をすべてドラッグする、さらに強力な影響があります。ぼかしは、ぶれモード
の効果のそれと非常に類似していますが、フレームに前景色でかすかな跡を残すという点

 で、ここまで説明された 3つのスペシャルブラシのモードにおいて独特なのです。

 スペシャルブラシ -印象派モード

昀後のスペシャルブラシモードは芸術様式で知られる印象派です。印象派モードを使用す
 るにはイメージが TVPアニメーション 7  のスペア画像バッファ（「第 6章：レイヤー管

理」で説明）にある必要があります。スペア画像が存在しない場合は、オプションは無効
で影のように表示されています。

印象派モードでのペイントの効果はこすりとにじみの組み合わせのようなものです。この
ツールを使ってペイントされた場所では、スペアバッファの画像から相当するピクセルの
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印象を入力するために、前景の画像（現行フレーム）がこすられます。また同時に合成さ
れたピクセルはソースの（スペア）画像も精密でなくなるよう多少にじみます。

スペア画像からのピクセルを徐々にドラッグするために、小さいブラシと巧みなストロー
クによって、下のサンプル画像で示そうとしているように、結果をかなり画家的なものに
することができます。

Spare Image                             Impress Image

スペアバッファにある写真と現在のフレームにあるソリッドカラーで印象派モードを使っ
てみてください。もうひとつの方法は、現在のフレームをスペアイメージにコピーし、
「印象」化します。

テキストブラシツール

 テキストブラシツールは小型の CGアプリケ－ションと考えられます。１度に１列のテキ
ストでの作業のみにデザインされていますが、数多くのおもしろい可能性が用意されてい
ます。

TVPアニメーション 7  のペイントツールのひとつとして、テキストブラシツールは CG専
用アプリケーションと全く同じように動くわけではありません。後者の場合、一般的に
ユーザーが画面上にタイプし、テキストに適用される様々な処理を選ぶことができます。
そういったプログラムでは、後でテキストを編集したければ単にテキストを選択して編集
することができます。
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TVPアニメーション 7のテキストブラシツールは異なった働きをします。それはテキスト
ブラシ発生装置で、TVPアニメーション 7の他のブラシと同様に使うことができるテキス
トオブジェクトを作成する役目をします。文字でできているそのコンテンツは後で編集す
ることができません（プロジェクトウィンドウにペイントされる際、ペイントされ処理さ
れてから選択し再利用されることができるビットマップイメージとして保存）。

テキスト入力

オプションパネルの下部近くにある文字列入力欄にまずテキストを入力します。テキスト
入力領域には入力フィールドの他にいくつか付加的な機能があります。

入力フィールドの横の逆三角で、昀近使った文字列のリストが素早く呼び出すためにある
文字履歴メニューを開きます。[B]ボタンをクリックするとさらに長い（Big）入力領域が

 開き、これによってさらに長い文字列が入力できるようになります。テキストブラシは 1
本の線だけで構成されていますが、テキストブラシツールにはワードラップ機能はありま
せん。

これらの項目のすぐ下にはブラシ作成ボタン（後で説明）と、現在のテキスト入力とオプ
ション設定とを考慮に入れたブラシ幅が表示される情報領域とがあります。

テキストブラシのデザインとテキストモード

次に、下に表示されたフォントメニューを使ってフォントを選択します。フォント選択項
 をクリックするとパネルが開き、インストールされているシステムフォントの 1つを選ぶ

 ことができます（フォントがサポートされていれば、 Scriptポップアップメニューで他の
アルファベットからの文字にアクセスすることができます）。

 その下の Style  メニューには通常の Regular、Bold、Italic、Bold Italicオプションが用意さ
れています。

文字モードと文字列モード

 テキストブラシは文字モードと文字列モード 2つの全く異なる方法で準備することができ
ます。

文字モードを選ぶと、テキストブラシがツールトレイで有効であれば、プロジェクトウィ
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ンドウにペイントする際にテキスト文字列は文字毎にペイントされます。ツールは、フ
リーハンド、直線、スプライン、又は楕円であっても、現在のデッサンモードに対応しま
す。

これらのモードではテキストを曲線に沿って、又は輪の周りのようにペイントすることが
 できます。キーフレーマー又は AutoPaintエフェクトと共に使用されると文字のアニメー

ションを画面上や回りを逐次的に飛ばしたりもできます。

一方、文字列モードではテキスト文字列を完全な単語（又はフレーズ）として扱います。
様々なデッサンモードで適用することができますが、動きや回転を適用するためにキーフ
レーマーエフェクトを使用することを除けば、通常画面にブラシを押し付けること以外を
することはほとんどありません。

絶対に必要ではありませんが、文字列モードを使うのであれば、パネルの一番下のブラシ
作成ボタンをクリックすると便利です（Enterキーを押してテキスト入力を終了すると、
ブラシ作成のクリックと同じ効果があります）。これによって現在の文字列を、いくつか
の利点があるカスタムブラシに変換します。

まずカスタムブラシを配置する際、プロジェクトウィンドウは少し反応が良くなります。
また変換されたブラシは、本章で後ほど説明するカスタムブラシプリセットに保存され、
画像ファイルとして出力することもできます。

テキストブラシプリセット

 プリセットと言えば、ツールトレイの他の選択項のようにテキストブラシツールには 1つ
 だけではなく 2つのタブがあります。オプションタブについてこれから詳しく説明します

が、プリセットタブも見逃してはいけません。一旦好みのテキスト形式を作成したら、他
の列のテキストにその属性を呼び出し、適用するために、プリセットの空いた領域をク
リックしてその形式を入れることができます。
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プリセットについては後でさらに詳しく説明しますが、まずオプションタブを見ていきま
しょう。

テキストブラシオプション

テキストブラシオプションが選択されていて、オプションタブが強調表示されているとき
は、ツールパネルのほとんどがサイズ、不透明度、縁取り、グロー等の設定になっていま
す。ここで設定した任意の特性は作成時にブラシ内に埋め込まれています。それぞれの設
定の効果については次で説明します。

サイズ

フォントサイズを制御します。字体が大きく変化するので、この設定はピクセルにおける
絶対値ではありません。

水平比率

 サイズ設定とは別に文字幅を調整します。例えば上は設定が 100%  と 50%のときの効果を
表示しています。マイナス値はフォントを左から右にひっくり返します。

字間

 文字間隔を調節します。 0が普通です。似たようなトラックオプションとは違い、この設
定は絶対で、文字サイズに比例しません。マイナス設定は文字を重複させます。字間と併
用される場合は、平均が適用されます。

斜体

斜体の比率を上げると、文字は右側に傾きます。マイナス設定は文字を反対に傾けます。
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回転

角度を設定すると個々の軸に対応して各文字の向きが変わります。ここが斜体オプション
とは異なるところで、文字自体をゆがめることはしません。

トラック

文字間隔を変更することでは字間と似ていますが、それぞれの文字サ
イズに比例して増加させます。（トラックはカーニングのようなものですが、文字毎では
なく一度に文字列全体に適用されます。）字間と併用され場合は平均が適用されます。

不透明度

 テキストブラシの不透明度を設定します。 100％は完全に不透明です
。

 縁取り 1

テキストブラシの文字の周りに輪郭を作成します。文字の通常不透明の領域は透明になり
 ます。入力値はピクセルで輪郭の幅を決定します。縁取り１と縁取り 2は互いに矛盾して

います。

テキストブラシの文字をぼやけさせます。スムーズのレベルは

スムーズ

1  から 32の間で変化します。
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 縁取り 2   Outlineと似て、このオプションではテキストブラシの文字列の周りに輪郭を作
成します。この場合文字自体は、不透明度設定があればそれに対応して普通に作成されま
す。入力値はピクセルで輪郭の幅を決定します。輪郭の色は色見本をクリック、そして画

 面から色を選んで選択します。縁取り１と縁取り 2は互いに矛盾しています。

グロー

 縁取り 2オプションのように、テキストブラシの文字の後ろから出ているように見えるや
わらかいグローの色と範囲（ピクセル指定）を設定します。

 ループ対 Step

文字モードを選ぶか文字列モードを選ぶかによって、オプションパネルで提供される昀後
のオプション項目が変わります。

文字モードではループのドロップダウンメニューが表れます。

このメニューでは、下のテーブルで説明されているように、デッサンの際にテキスト文字
列の文字を扱う様々な方法が提供されています。

Option                               Description

                          一回 （昀初か各文字が元の順番で 1度ペイントされますら）

                    繰り返し デッサンが続く限り文字列が終わりなく繰り返されて、各文字が順
にペイントされます

             往復繰り返し 各文字が順にペイントされ、昀終文字以降も続けていくと順序が逆
になります。

                     ランダム 元の順番に関係なく文字がペイントされます

テキストブラシツールが文字モードではなく文字列モードにある場合、ループメニューは
間隔設定に変わります。（「デッサンツール：一般オプション」の項で説明されています
。）
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オプション接続設定

その他全てのデッサンツールのように、テキストブラシでは関連づけを使っての追加操作
が提供されています。（全てのツール用の環境設定と関連付けの使い方は「デッサンツー
ル：関連付け設定」で説明します。）

 特定のオプション設定で関連付けボタン [C]をクリックすると、関連付けオプションのド
ロップダウンメニューが開きます。そのボタンはツールタブを選択して表示されるパネル
のオプション名の横にあります。

7.1.2. カスタムブラシツール

ツールパネルのデッサンツールでは全て、ツールで適用されるブラシの形、サイズ、性質
に影響する様々なオプションが提供されています。カスタムブラシツールはさらに進んで
、フルカラー画像をブラシとして使うことができます。カスタムのアニムブラシの場合は
、シーケンスのアニメーションでさえデッサンやりペイントに使用することができます。

 カスタムブラシは事実上どんな形でも、透明な部分があっても可能で、 TVPアニメー
ション 7の多くのデッサンモード（色、追加、マイナス等）を使って適用することもでき
ます。プロジェクトへの手動でのペイントや、（キーフレーマーなどの）アニメーション
のエフェクトツールを活用して使用することもできます。

カスタムブラシ用のソース

 カスタムブラシは TVPアニメーション 7  のファイルエクスプローラー（「第 5章：ファ
イルとプロジェクトの管理、映像パネルの入力、移動先タブ」参照）を使って、システム
に保存された（又はネットワーク接続で）メディアファイルからインポートされることも
できます。顧客からのロゴでも、アニムブラシとして使いたいビデオシーケンスでも構い
ません。
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A short straight line drawn with one of TVPアニメーション 7’s sample animbrushes

カスタムブラシとアニムブラシは両方とも、プロジェクトウィンドウから直接カットする
こともできます。画面からのカスタムブラシのカットやコピーは、本章内で「メインパネ

 ル－デッサン機能」の項目で説明されています。
 ― カスタムブラシ オプション設定

他のデッサンツールのように、カスタムブラシにはオプションタブ下のパネルでいくつか
の調整可能なパラメータが提供されています。これらのツールと設定の機能は次で説明さ
れています。

サムネイルは現在のカスタムブラシを縮小して表示します。

（サムネイル画像横の）編集ボタンでブラシ編集パネルが開き、次で説明するような高度
な設定が提供されています。

スタンプが強調表示されている際、ペイント目的のためブラシ本来の色は無視されます。
 元の色の代わりに TVPアニメーション 7の前景色を使用します。もしくは、ブラシモー

ドでブラシの元の色を使用します。

不透明度ではカスタムブラシで適用される不透明度を設定し、「デッサンツール：関連付
け設定」で説明されているように関連付けボタン[C]機能があります。

間隔と乾燥もまた後の「デッサンツール：一般オプション」の項で説明されています。

昀適化ボタンは可能なところでブラシをトリミングし、不透明にピクセルを囲んでいるバ
ウンディング･ボックスの外側全ての領域を削除します。（ブラシ編集パネルの似たよう
なオプションとは違い、このボタンはソースブラシに影響し、リセットすることができま
せん。）
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ハンドルはカスタムブラシのどこが配置と回転の適用のための真の中心なのかを設定しま
す。デフォルトでは実際の（バウンディング･ボックスの）中心が使われていますが、メ
ニューで任意の角、又はカスタムにハンドルを設定することが出来ます。

後者のオプションを使うには、ハンドルメニューでカスタムを選択し、マウスポインター
を（一時的にプロジェクトウィンドウに表示される）ブラシの希望の位置へドラッグしま
す。

アニムブラシの場合、（パネルの一番下の）現在のアニムブラシフレームのスライダーで
現在のアニムブラシフレームがどれかを設定します。

 パネル一番下のブラシ情報は「現在のフレーム /フレーム全体」という形式を使用してい
ます。リセットボタンが上記のカスタムブラシオプションの全てをデフォルト設定にリ
セットすることにそれほど驚くこともないでしょう。

ブラシ編集パネル

カスタムブラシが目的のためには、ほぼ理想的だがしっくりこないということがあります
。例えば大きすぎる、角度が良くないだとか。縁を柔らげたり輪郭をつけたりしたいこと
もあるでしょう。カスタムブラシのオプションタブ下の編集ボタンで開くブラシ編集パネ
ルではこの全て、そしてさらに多くのことが可能となります。

編集パネルで行われる編集の現在のブラシへの効果は（プロジェクトウィンドウにオー
バーレイとして）一時的に表示されますが、実際の変更はパネル一番下の変更実行をク
リックしたときのみ起こります（リセットは元のブラシを編集前の元の設定に戻します）
。

 パネルの上の部分には 12  のボタンがあり素早く調整できるようになっています。左の 8
 つのボタンには累積効果があります。例えば X2アイコンを一度クリックすると、（変更

 実行がクリックされた場合）ブラシの大きさが 2  倍になりますが、 2  回クリックすると 4
倍になります。

 右 4つのボタンは機能のオン（強調表示時）とオフを切り替えます。下のリストでは各ボ
タンの機能を説明しています。
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1 •  大きさを 2倍

2 •  幅を 2倍

3 •  高さを 2倍

4 •  時計回りに 90°回転

5 • X軸に沿って反転

6 •  ブラシの昀適化（外部の透明性をトリミング）

7 • 大きさを半減

8 • 幅を半減

9 • 高さを半減

10 •   反時計回りに 90°回転

11 •  Y軸に沿って反転

12 •   全ての透明部を背景色で

比率固定がチェックされているとき幅又は高さが変更されるとすると、ブラシの大きさを
変更する際、元の比率を維持するように他のパラメータが自動的に更新されます。変更実
行がクリックされると、角度でブラシが回転されます。

これらのボタンの下には下の絵のようにいくつかの数置換値フィールド（と関連機能）と
なっています。
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 これら 3  つ全ての設定には [M]ボタン（マークモード）が用意されています。このボタン
はクリックされると強調表示され、インタラクティブなブラシ編集を行っていることを表
します。ブラシを表すバウンディング・ボックスがプロジェクトウィンドウに表示され、
マウスでドラッグして結果を画面で見ながら設定編集することができます。幅又は高さの
マークを有効にすると、両方のフィールドが強調表示されることに注意してください。

 どちらかの軸に拡大縮小するのを抑えるためには Shiftキーを押しながらマウスをドラッ
グします。両方の軸に平等に拡大縮小するには比率固定がマークされた状態で使います。

縁取りでは色見本（クリックして画面から色を選択）とフィールド（ピクセル単位）が提
供されています。これらの設定は変更実行をクリックすると、ブラシの不透明領域を囲む
縁取りを作成するために使用されます。

No Border             Four Pixel Border

アンチＡスイッチはブラシのアンチエイリアシングのオンとオフを切り替えます。有効の
場合、ギザギザでぼやけた縁をスムーズにします。

昀後のブラシ編集オプションは不透明度マッピングで、次の「デッサンツール：一般オプ
ション」の項で説明されています。

7.1.3.デッサンツール：一般オプション

 ツールパネルでのユーザー調節可能な設定のほとんどは TVPアニメーション 7のデッサ
ンとペイントツールの多く（テキストブラシとカスタムブラシツールでさえも）と共通し
ています。

メモ：この部分で説明するオプション設定のほとんどに数値入力フィールドと関連付けボ
タンの両方があります。関連付けの使い方は別にこの後説明します。
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ブラシの形

 表示されているとき、下の画像で囲まれている 2つのサムネイル機能は現在のブラシ又は
ペン先の形と特徴を表しています。

左側のイメージはブラシのプレビューです。右側のディスプレイはツールの全般的な不透
明度の放射状断面（プロファイル）を表示しています。次に説明する放射状プロファイル
編集の使い方の説明の後で、その意味が良く分かるでしょう。プロファイルのサムネイル
をクリックしてプロファイル編集を開きます。

放射状プロファイル編集

 ここに表示されたプロファイル編集の放射状版は、 2つの軸上に個々の設定を必要としな
 いツールのために使用されています。関連機能と共に 1つのグラフのウィンドウが提供さ

れています。ファイルメニューで独自の曲線を保存又は読み込みをしたり、デフォルト設
定に戻したりすることができます。

グラフの右側の値は放射状のツールの中心値を表しています。左側の値はツールの不透明
度又は影響の外端に使用されています。デフォルトの曲線（この場合は傾斜）は（ツール
独自の設定パネルで設定された範囲内で）中心での昀も強い影響から端での無効果に至る
、減少直線で表しています。右上の画像はこの曲線がエアブラシの不透明度にどのように
影響するか表しています。
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X  反転と Y  反転のボタンはこれらの軸に沿った曲線を反転します。この場合、 Xにおけ
る反転はここに表されたような結果をもたらします。

グラフパネルの中をクリックして（必須の）開始と終了の間に節をもっと追加することが
できます。これらの追加節は複雑な図表を作成するために使用することができます。直接

 節をクリックして選択します。それからドラッグで新しい位置に調節したり、 Deleteボタ
ンを使って削除したりします。いくつかのパネル操作も、グラフウィンドウを右クリック
すると表示されるコンテキストメニューから行うことができます。

 カーブタイプメニューは直線、スプライン、スプライン 2設定を提供します。これらは
ノード間のカーブが計算される方法に影響します。

左下にあるプロファイルエディターの小さいカーブサムネイルはカーブプリセットライブ
ラリーです。使用可能なプリセットを循環するためには横の上下矢印をクリックします。
気に入ったものが見つかったら、サムネイルをクリックしてグラフウィンドウにプリセッ
トを転送します。ツール用のアクティブなプロファイルとなります（が、パネルのツール
を使ってさらに微調整することができます）。

不透明度マッピング

いくつかのデッサンモードとツール（塗りつぶしとカスタムブラシを含む）では不透明度
マッピングオプションが提供されています。その場合、下のサムネイル機能とそれに関連

 する不透明度マッピング（有効 /無効）チェックボックスがあります。サムネイルをク
リックすると、もう少し手の込んだプロファイル編集、軸プロファイル編集が開きます。
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 軸プロファイル編集パネルは 1  つだけではなく 2つの曲線グラフがあることを以外は放射
 状プロファイル編集にとても似ています。これによってツールの水平軸に 1つの曲線を適

用し、別のプロファイルをもうひとつの曲線に適用することができます。

また、プロファイル編集プレビューはパネルの右側に表示され、相互対応しているので、
プレビューウィンドウ内でマウスをドラッグしてプロファイルを編集することができます
。

 コピーとス入換ボタンは、プロファイル編集に便利な前述の X  反転と Y反転項目を増や
します。これは現在アクティブなスプライン曲線上で行われます。ファイルメニュー機能
に加えて、プリセットライブラリーが使用可能です。後者は放射状プロファイル編集の内
容の中で前述された方法と同じように作動します。

アプリケーションモード

 軸プロファイル編集の一番下の（ X  と Yの項目の）小さいボタン群は、アプリケーショ
ンモード制御領域です。

7つのボタンを使うとプロファイルがペイント操作に及ぼす影響をさらに制御することが
 できます。昀初の 3  つ X/Yのペアは任意の組み合わせ、及び単独でも機能します。ボタ

ンが強調表示されている場合、曲線の対応軸は有効で、下記の詳細のように様々な方法で
影響を受けます。

J7-20  第 7  章ペイントとデッサン



 第 7  章ペイントとデッサン

一律

1つの軸に対し有効の場合、プロファイルは軸上の形に修正なしで直接適用されます。

伸縮

 伸縮モードがある 1つの軸について有効の場合、適用されたプロファイルは形の輪郭に順
応しようとします。（深く隆起した形の場合にこのモードを使用すると、いくつかの好ま
しくない塗りつぶし模様に不規則さが発生するかもしれません。)

線モード

ツールでのデッサン後、マウスポインターはインタラクティブなベクトルツールになりプ
ロジェクトウィンドウ内でドラッグして、１）起点、２）距離、３）方向を設定すること
ができます。プロファイル編集は設定された距離に適用され、起点から指定した方向で外
側へ拡大します。
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偏心モード

線モードのように、デッサンした後にベクトルを外側へドラッグしてこのモードの効果を
定義します。この場合、プロファイルは起点の周りをベクトルの長さ分外側に拡大しなが
ら旋盤のように描かれます

 その他数々の調整可能な設定が TVPアニメーション 7のツールオプションによく表れて
います。これらについて次で説明します。

Powerと不透明度

 不透明度は透過度の補足です。ピクセルが 90  ％不透明なら、 10％は透明です。

強さはとても似た意味ですが、基本の不透明度に適用されます。分かりましたか？

ではもう一度説明しましょう。不透明度を設定するとデッサンツールのための属性に一定
の上限値を設定します。しかし強さの値は希望によって変えられます。デッサン中の強さ
のレベルの違い（もしあれば）は、指定したオプションの関連付け設定に依ります。

 関連付けについてはこの後説明しますが、その前に 1つ例を見てみましょう。

  下の線は不透明度 100%  と強さ 100%で、ペンツールで書かれました。

 下は不透明度 50 %  と強さ 100%での同じ線です。

 次は不透明度 100 %  と強さ 50 %です。上の例と同じでしょう。低いほうの強さの設定が 
100％の基本不透明度を変更してしまいました。
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 では、不透明度と強さの両方をもう一度 100％にしますが、ストローク中に強さが変わる
ように関連付けオプション(  フェード )を適用しましょう。結果は下に表示されています。

 何が起こったのでしょうか。不透明度はデッサン作業中ずっと 100％の基本値が維持され
 ましたが、強さはストローク中に 100  ％の開始値から 0％まで下がりました。強さの値が

 ツールの基本不透明度を変更し、ツールの強さが 0まで減少するという結果になりました
。

Aspect 比率

上の例で見られるように、比率を変更すると軸上のツールが押しつぶされます。

角度

Angle  は Z軸のツールを回転させます。

間隔

間隔値はストロークの通り道に沿って順に置かれたツールの繰り返し間隔を設定します。
設定のパーセント値はツールの元々のサイズに関係します。

 上の線は 20ｘ 20  の正方形ブラシで、間隔値 110％で描かれました。

乾燥

物理的世界ではペイントが乾くのに永遠にかかるように思われますが、いずれは乾きます
。ありがたいことにペイントによってはほとんど即座に乾くように作られています。その
後さらにペイントしても 1層目とは混ざらず、その上にのります。乾燥が有効の場合、
TVPアニメーション 7でもそれに似ています。
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2  つ目の線は間隔値 150％を使いました。

Drying ON                       Drying OFF

 何かをペイントした後、同じ場所に別のストロークでさらにペイントを追加すると、 2つ
 目のストロークは 1つ目の上に置かれます。荘でない場合は、デッサン（又はプロジェク

ト）に関連したパラメータを編集しない限りは、その後のストロークの際にペイント
“ ”は 濡れた ままとなります。

グラデーション

 多くの TVPアニメーション 7のデッサンツールで提供されている他のオプションはグラ
デーション機能です。グラデーションとそのアプリケーションについては「第 8章：色の
管理」で説明します。

アンチエイリアシング

アンチエイリアシングとはデッサンやペイントのとき起こる見苦しく角張ってゆがんだ端
をスムーズにすることを意味します。端をスムーズにするために色のディサリングテク

 ニックを使うアプリケーションとは違い、 TVPアニメーション 7のアンチエイリアシン
 グ機能は透明性をベースにしています。これはとても有利な点で、 CGオプジェクトと背

景画像とのきれいな合成を確実にするのに大いに役立ちます。
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7.1.4. デッサンツール：関連付け設定

「デッサンツール：一般オプション」の説明のはじめで少し述べたように、コントロール
の多くには関連付けボタンがあります。強さと不透明度のサブタイトル以下では、パラ
メータフィールドで設定された基本値を関連付け設定がいかにダイナミックに編集するか
を見てきました。

このために数々の関連付け設定が使用可能です。任意のパラメータの横の関連付けボタン
をクリックすると、利用可能なリストのドロップダウンメニューが開きます。チェック
マークで項目の有効状態を示しています。メニューにリストアップされた項目の意味は次
で説明しています（他のセクションではグラフィックタブレットに特定した関連付けにつ
いて説明します）。

 – 関連付け設定 一般

1  なし - 関連パラメータへの関連付けをオフにする。

2  反転 - 有効のとき、現在の関連付けの影響を元に戻す。

3  スピード - デッサンがパラメータに比例して影響する間の入力機器の速度

4  方向 1 - 関連付けされたパラメータ値はデッサンツールの動きの向きによって変わりま
す。0  から昀高値までの変化は 360°の範囲内で起こります。

5  方向 2 -  方向 2と似ていますが、角度だけというよりはデッサンの動きの傾斜を基にして
います。正反対の方向に引かれた線は同一の値を持っています。

6  フェード - 距離が進むにつれ値が減少します（特定の距離はこの表の後で説明する関連
付けオプションパネルでコントロールされています）。

 多くのプロのアーティストはグラフィックタブレットや（有名な Wacom®ラインのよう
 な）スタイラスペンを TVPアニメーション 7と一緒に使います。数々の関連付け設定が

特にそういった利用ために用意されています。次ではこれらの項目が用意している操作の
概説を行います。
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 関連付け設定メニュー項目 -  ペン & タブレット

7  ランダム -パラメータにランダムな値が適用されます。

1  筆圧 - ペンで強く押していくと、関連パラメータの数値入力フィールドで設定された昀
高値に近づきます。

2  高さ - 高さはデッサンツールとタブレットの間の対頂角に相当します。昀高の高さの場
合、ペンはデッサン表面に垂直となります。

3  方向 2 - タブレットに関連するデッサンツールの回転角度。水平軸上でペンを指先で転
 がすと方向 2が変わります。

4  ホイール 1 - （もし存在すれば）デッサンツールのホイールコントールの調整によって
値が変わります。

関連付けメニューの昀後の項目はオプションです。これを選ぶと下のような関連付けオプ
ションパネルを開き、いくつかの関連付け機能を微調整できます。

スピード曲線のサムネイルウィンドウは小型のプロファイル編集（一般オプション下の放
射状プロファイル編集を参照）です。中でマウスをクリック＆ドラッグして曲線を編集し
、スピード感度の別のレベルの操作を提供します。

デフォルト曲線は斜線で、デッサンの実行と守勢レベルの相互関係を直線で表します。
 ツールが早く動けば動くほど昀高値に近づきます。直線は速度と向上値の間の関係を 1：

1で表します。

スピード曲線を真ん中で弓形に上向きに修正すると、代わりに調節に減少を追加します。
この場合、ツール速度が増加するにつれ、まず関連付けられたパラメータは昀高値に向
かってさらに早く上昇します。その後（速度の更なる増加に比例して）上限に近づくにつ
れ、増加量はゆっくりになります。リセットでデフォルト曲線に戻します。
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すぐ下の制限値で、関連付けられたパラメータの上限値を達成するために使用しなければ
ならないツール速度を直接制御することができます。

 制限の目盛りの度合いは .001秒毎のピクセル。100を入力するということは、関連付けら
 れたパラメータの昀高値を達成するためには、ツールを 100  分の 1  秒に 100ピクセル動か

す必要があるということです。

フェード設定は、完全に消えてしまう前にツールが移動する必要がある距離を表します。
 例えば、ペンツールで引かれた直線の強さに 100のフェード設定が適用された場合、その

 線は 100  ピクセルのストロークの間に完全に消えてしまいます（たとえストロークが 200
 ピクセルにまで至っても、 100でフェードアウトします）。

Direction – 45° Orientation – 45°

 方向 2の角度は、関連付けられたパラメータが昀小となるツールの移動方向を示していま
す。相当するツールの数値、この角度から 180°の増加（0  から昀大値とその逆）で 1サイ
クルとなっています。

方向１はオプションのパネルで設定した角度でツールが動くとき関連付けられた数値は昀
 高値になります。角度が時計回りの方向に増加するにつれ、値は減少します。 360°  後に 0

に達し、その後リセットします。
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7.1.5. デッサンモード

 ツールの色と不透明度を適用することに加えて、 TVPアニメーション 7のデッサンツー
ル（ワープブラシとスペシャルブラシ以外）は様々な方法で現在のフレームに適用されま
す。デッサンモードメニュー選択項は（ツールトレイの一番下）ツールボタンの下に表れ
、現在のモードを表示しています。

このメニューボタンをクリックすると表示されるオプションのデッサンモードのリストは
、広範囲にわたります。オプションは任意のデッサンツールの選択肢によって変わります
。様々なオプションの効果は下で説明されています。（転写とスペア画像モードが幾分さ
らに関係しており、後で別に説明します。）

テキストの後ろに適用されている赤い楕円のように、透明の領域のみをペイントし不透明
ピクセルを保護します。

          通常-前景色を適用します。
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消去-ペイントされたピクセルから不透明性を削除します。

 暗くする -不透明ピクセルを暗くします。

明るくする-不透明ピクセルを明るくします。
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 着色 - ピクセルの元の明度を変更せずにフレームに前景色を追加します。しかし、カラー
ピクセルの濃さに影響します。

 色調 - 着色と似ていますが、濃さと明度の両方を遵守します。したがって濃淡なピクセル
には全く何の影響もありません。

Grain -適用されたところにかすかに粒子を追加します。Grainは複数色で前景色に左右さ
れません。
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 ぼかし - 適用されたところにかすかなぼかしを実行し、染み等を目立たなくしながら固い
縁を和らげるに有効です。

スプレー-ランダムなノイズパターンで前景色を適用します。

色反転-ペイントされたピクセルの色を反転します。
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シャープ-あいまいな部分をシャープにして、細部を引き立たせる

エンボス-浅浮き彫りのように、光源からの明らかな影を縁（高コントラストの境界線）
へ追加する

 – ソラリゼーション ソースピクセルの色のネガと元の値を組み合わせます。
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 彩度をあげる -色の濃さを増加させます。

 モノクロ -ピクセルカラーを減少させます。

 加算 - 前景色の値をソースピクセルのカラーチャンネルで相当する値に追加します。

 第 7  章ペイントとデッサン J7-33



 第 7  章ペイントとデッサン

 減算 -  影響を受けたピクセルから前景色以外の色を削除します。白（ RGB 255  、 255、 
255）で描くと結果は RGB 0  、 0  、 0 で黒になります。

 乗算 -  影響を受けたピクセルの個々の RGBチャンネル値を現在の前景色のチャンネル値
で掛けます。前景色が白（RBB 255  、 255  、 255  ）のとき、それぞれのチャンネルは 100％
で掛けられるのでソースの色は変わりません。前景色の黒は反対の効果があり、それぞれ

 のカラーチャンネルのソースカラーを 0で掛けて、結果は黒になります。

 スクリーン - 逆の値が使われている以外は幾分Multiplyのようで、結果は一般的に明るい
色になります。効果は画像が画面上で画像自体に投影されたときの結果のようになります
。
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スペア画像デッサンモード

スペア画像デッサンモードのアプリケーションは印象派モード（このチャプター前述のス
ペシャルブラシ、印象派モードを参照）と似ていて、スペア画像バッファのコンテンツに
左右されます。それ以外の場合は、このオプションはメニュー内で薄く表示されます。

デッサンツールと共に適用されると、スペア画像モードはスペア画像のコンテンツから現
在のフレームにピクセルを効果的に引き出します。これは様々な方法で役立ちます。

例えば、スペアバッファに写真をコピーし、それからプロジェクトウィンドウにスペア画
像を入れ替えることができます。染みを減少させるためにかすかなぼかしを適用して、そ
れから元の画像に戻します。スペア画像モードでエアブラシを使って、スペアバッファか
らメイン画像で不必要に細部を失わせないように、ぼやけたピクセルを持ってきて、染み
があるところだけをペイントして終わります。

転写デッサンモード

転写では、ツールのようなオフセットのデッサン機能を提供します（他のソフトウェアに
 “  ” “ ”ある ゴム印 と 複製 に似ている）。

基本的に、転写モードはペイントツールのソースとして画像自体のピクセルを使用します
 。 (通常)付近のピクセルをツールの下の領域にコピーします。

 “ “ソース ピクセルは同じ画像から取られるので、いらないものを隠すための適切な色と質
感の良いソースとして働きます。例えば、完璧な場面を台無しにする電線を塗りつぶすた

 ” “ ” “めに、ある画像から隣り合う 空 と 雲 を使うことができます。

 “ ”また、下の蓮の花の画像の場合のように、既存の画像に 複製 のアイテムを切れ目なく追
加することができます。

Source  “転写 Cloned”

 第 7  章ペイントとデッサン J7-35



 第 7  章ペイントとデッサン

転写モードを使用するには、オフセット値を定義する必要があります。この目的のために
（メインパネルオプション以下で後に説明するその他いくつかの設定も）特別なパネルが
使用されています。

形状設定パネルはメインパネルのストローク又は塗りつぶしボタンのどちらかを右クリッ
クするか、パネルメニュー項目の形状設定を使って開くことができます。

 この小さいパネルの一番下の X  と Yのフィールドを使ってオフセット値を直接入力する
か、プロジェクトウィンドウ内でインタラクティブに行うために転写設定ボタンをクリッ
クすることができます。（派生したオフセット値は、もう一度変更するときまで維持され
ます。）

設定ボタンを使用するには、現在の画像の望みのソース領域からターゲット領域までプロ
ジェクトウィンドウ内で単にマウスをドラッグします。現在の設定を表示するため伸縮自
在のベクトルはマウスを動かすにしたがって伸びます。

 転写モードでペイントする際、通常のものの代わりに入力機器ポインターについた 2本の
細い十字線が見えます。大きい方はターゲット位置を示し、一方小さい方はソースを表し
ます。

7.1.6.必須の削除機能

右ボタン（マウス又はペンで相当するボタン）は便利な補助の削除機能を果たします。こ
の機能は、削除したい部分をペイントしてから色、ストローク、塗りつぶしモード、デッ
サンモードやツールを変更していなければ、利用可能です。（また、乾燥が有効の場合、
昀後のストロークのみ削除されます）。
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7.1.7. Brush Bins

ブラシのプリセット

 ここまで説明してきた無数の機能に加えて、 TVPアニメーション 7のツールパネルには
もうひとつとても便利な機能、ブラシの一覧があります。ツールトレイの下の一覧タブを
クリックすると一覧が開き、数々のプリセット設定を思い通りに保存するために使うこと
ができます。アニムブラシでさえできます。

現在のブラシを一覧に追加するためには、単に一覧ウィンドウ内の空欄内をクリックしま
す。一覧から別のブラシを選ぶためには、それをクリックします。

 一覧では、サムネイル又は空の一覧領域で右クリックする際に表示される 2つのポップ
アップコンテキストメニューが提供されています。

サムネイルのコンテキストメニューには上のような項目があり、現在のブラシを一覧に追
加したり、一覧からブラシを取得したり、実行中のブラシを一覧からのものと入れ替えた
り、又は一覧からブラシを削除したりできます。

ブラシを他の形式又は場所に保存したい時、ブラシを書き出しオプションは出力パネルを
開いて保存します。その過程で利用されるファイル形式は、この場合様々な標準のファイ

 ルタイプがあるポップアップメニューを開く Modeの選択を使って用いられます。
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一覧ウィンドウの空欄で右クリックすると開く小さめのポップアップコンテキストメ
ニューでは、現在実行中のブラシを一覧に挿入したり、ファイルから新しいものをイン
ポートしたりすることができます。

7.2.メインパネル

TVPアニメーション 7のメインパネルには適切に名づけられ、ストロークと塗りつぶし
モード、選択ツール、カスタムブラシの切り抜きツール、そしてメインパネルユーティリ
ティ以下で説明するその他いくつかの重要なものを含む、数々の重要な機能とツールがあ
ります。

 このパネルは 4  列のボタン群に分けられています。上の 3  列はツールで、 1  度に 1つの
ツールのみ有効になります。実行中の選択肢は強調表示されています。

 多くの場合、これらの列のボタンには 1つ以上の機能があります。例えば、1  列目の 1つ
を除いた全てのボタンにはいくつかの機能があります。短形ボタンは塗りつぶし短形ボタ
ンでもあり、フリーハンドボタンは塗りつぶしフリーハンドボタンでもあります。機能を
オン/オフするには、単にボタンをもう一度クリックします。現在の状態を表す別のボタ
ンアイコンが表示されます。

また、多くのボタンにはそれに影響する設定があります。いくつかの場合メインパネルボ
タンをクリックすると、（メインパネルでパンツールが選択されると表示されるツールパ
ネル表示である上の画像に見られるように）メインパネルの機能と関係があるオプション
を表示するツールパネルを更新します。

他の場合、追加環境設定は形状設定パネルでアクセスされます。

このパネルはパネルメニューから開けますが、通常適切なメインパネルボタンを単に右ク
リックするとさらに便利です（TVPアニメーション 7のボタンを右クリックしてどんな項
目が表示されるか見てみることに損はありません。）。塗りつぶしに影響する形状設定オ
プションとツールパネルオプションは特に興味深く、本章で後ほど塗りつぶしツールオプ
ションのタイトル以下で詳細を説明します。
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メインパネル機能を列ごとに上から説明しましょう：

7.2.1.ストロークモードと塗りつぶしモード

ツールパネルで選択したものが事実上のデッサンツールの性質を制御する一方、メインパ
ネルの一番上の列のボタンは、自然なデッサン能力を拡張する助けとなります。素早く完
璧な円や直線をフリーハンドで書けますか。たぶんそんなことはできないでしょう。こう
いったことを行うのにほとんどの人はコンパスや定規の助けを必要とします。TVPアニ
メーション 7のメインパネル機能ではこれら以上のことが簡単にできるようになります。

 フリーハンド点描

フリーハンドの概念に説明は要らないでしょう。ボタンは点線と点描の間のオン/オフ状
 態を表します。違いは、描くときに現在のブラシの反復が 1回だけか、マウスボタンを押

しながら機関銃のように何回もブラシをコピーするかです。

（後者の場合のブラシの繰り返し間隔はブラシサイズ、ツールの動き、システムスピード
に依ります。）

フリーハンド・塗りつぶしフリーハンド

 このボタンもフリーハンドと塗りつぶしフリーハンドという 2つの状態があります。前者
は点描のようですが、連続した線で描きます。
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後者は、描き始めた点と終わった点を結び、その線内を塗りつぶします。

塗りつぶし操作は、ツールパネルの様々な塗りつぶし設定と形状設定パネルで設定された
環境設定を遵守します（両方共に塗りつぶしツールオプションタイトル以下で説明しま
す）。

直線・塗りつぶし多角形

単純に直線を描くには、開始点から書きたいところまでマウスをドラッグします。マウス
ボタンを離すと線が描かれます。

塗りつぶし多角形モードを利用するには、多角形の頂点を定義するためにプロジェクト
ウィンドウで左ボタンを繰り返しクリックします。形が完成したら、右クリックをするか

 、昀初の点で左クリックするか、キーボードの Enterを押すかして閉じます。多角形が塗
りつぶされます。Escを押して、デッサンをキャンセルすることができます。

（あるいは、昀初に右ボタンをクリックし、次の頂点を定義するために左ボタンを使用す
ると、削除が行われます。）
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スプライン・塗りつぶしスプライン

 

多角形のように、スプライン曲線も描く（又は塗りつぶす）前に定義しなければいけませ
ん。そのためには、プロジェクトウィンドウ内でスプライン操作交点を配置するためには
単純にクリックしない方が簡単です。それよりも、ドラッグして配置します。これはスプ
ラインハンドルを作成する効果があり、それは後で曲線の形を調整するのに使用すること
ができます。

配置後ノードを再選択し、その位置やスプラインハンドルを単にクリックして編集するこ
とができます。スプラインハンドルはノードから伸びている赤い線で示されています。両
端の小さい操作点をドラッグして、頂点間の曲線の状態を簡単に変更することができます
。

またスプライン機能には、ノード又はスプラインを右クリックすると開かれるコンテキス
トメニューがあります。その機能には、スプライン上の点を削除又は挿入、スプラインを
閉じる又は適用（デッサン操作の完了）、又は機能を再設定や新規スプラインの開始があ
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ります。もちろん、閉じられたスプラインは塗りつぶしスプラインが選択されている場合
のみ塗りつぶしられています。

そうでなければ曲線が描かれています。

ノードの一方又は両方に急なカーブを作って、スプラインハンドルを中断すると便利です
 。そのためには、 Ctrlキーを押しながらスプラインハンドルをドラッグします。（中断さ

れたスプラインハンドルを再接続するには、単に再選択してどちらかの端で調節します
。）

 形が完成し Enter  キーを押すと、デッサン操作が行われます。 Escを押してデッサンを
キャンセルすることができます。

スプライン曲線を適用前に移動することができるのは便利です。これを行うには、曲線が
 作成された後（適用前）、単に CTRLを押しながら、プロジェクトウィンドウ内の任意の

場所へドラッグします（ノードの真上以外）。

スプラインツールでは再適用（後ほど説明）もとても便利です。例えば、塗りつぶされた
スプラインが作成された後、（再適用採用のために）Enterのショートカットキーを押す
と、前の曲線が復活します。塗りつぶしスプラインボタンをもう一度クリックして空白状
態にし、TVPアニメーション 7  の前景色を黒に設定します。もう一度 Enterを押すと、現
在のペンで完全に前の形の輪郭が描かれています。

短形・塗りつぶし短形

短形又は塗りつぶし短形を描くには、メインパネルで適切なボタン状態を選択しプロジェ
クトウィンドウ上でクリックドラッグします。
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昀初のクリックが昀初の角になり、ツールボタンを離したところが反対の角になります。 
Shiftを押しながら描くと作成された四角の比率を完全な正方形に規制することができます
。

（中抜きの四角形は現在のデッサンツールを使って描かれます。そのツールのブラシの先
が丸ければ、作成した長方形の角も丸くなります。）

楕円・塗りつぶし楕円

楕円と塗りつぶし楕円はメインパネルで適切なボタン状態をクリックすると選択され、プ
ロジェクトウィンドウ内でドラッグします。
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 楕円形の輪郭を設定するには 2つのオプションの方法があります。形状設定パネルはメイ
ンパネルボタンを右クリックするか、対応するパネルメニュー項目を使って開きます。

2つの異なるツールの動きを選択するにはサイクルポップアップメニューを使います。

中心を選んだ場合は、プロジェクトウィンドウ内で単にマウスをドラッグして楕円を作成
します。ドラッグを始めた点が形の中心になります。

三点オプションは、円を定義された境界線内にちょうど合わせたい時にとても便利です。
既存の円の上をなぞるか、隙間にちょうど合わせる必要があるかもしれません（しかしこ
のオプションでは円を定義することのみができます）。

 円周の 3点が円を定義します。ある位置でツールをク
リックしてから画面上の他の位置に移動します。内接する円形が表示された輪郭のプレ

 ビューが表示されます。 2  つ目の位置をロックするため、 2  回目のクリックをします。 3
 つ目の位置をクリックすると操作は終了します。（ Escでキャンセルします。）

自動塗りつぶし

 

 自動塗りつぶしボタンは 1つの状態だけです。有効の時、フレームの続いた領域を前景色
（又はツールパネルでのオプションが有効の場合は、実行中のグラデーションカラー）で
塗りつぶします
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プロジェクトウィンドウ内でデッサンツールをクリック＆ドラッグすると、格子縞模様を
使って表示される塗りつぶし場所が見えます。

好きなだけツールをドラッグし続けることができます。塗りつぶし操作はマウスを離した
ときにのみ行われます。プロジェクトウィンドウの画像領域の外でボタンを離すと、塗り
つぶしをキャンセルします。（代わりに右ボタンを使うと塗りつぶしの削除を行います
。）通常のツールパネル操作に加えて、自動塗りつぶし操作に影響するオプション設定が
いくつかあります。形状設定パネルはメインパネルボタンを右クリックするか、対応する
パネルメニュー項目を使って開きます。

塗りつぶし操作は、ツールパネルの様々な塗りつぶし設定と形状設定パネルで設定された
環境設定を遵守します（両方共に塗りつぶしツールオプションタイトル以下で説明しま

 す）。メインパネルの 2列目のボタンについての説明に進む前に、ちょうど今説明した塗
りつぶしと自動塗りつぶし機能に関連したいくつかの重要なオプションをまず見ましょう
。次の見出しではこれらについて説明していきます

7.2.2. 塗りつぶしツールオプション

 コップを満たすとき、 3つの基本情報が必要です。どのコップを満たすのか、何で満たす
のか、そしてどの程度満たしたいのかを知る必要があります。

TVPアニメーション 7  で画像の領域を塗りつぶすのもほぼ同じです。 a）領域に何を流し
 込むのか、 b）どの領域を塗りつぶすのか、c）どの程度塗りつぶすのかを知る必要があ

ります。現実生活ではコップをあふれるまで満たしたいことなんて滅多にありません。 
TVPアニメーション 7でも同様ですが、ちょうど縁まで領域を満たしたいという事がしば
しばあります。
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塗りつぶしソース

選択した塗りつぶし機能がブラシの切り抜き又は選択ツール操作の場合、何で満たすかと
いう問いは重要ではありません。それ以外の場合、これは簡単に制御することができます
。通常、領域の塗りつぶし操作は現在の前景色を使用します。あるいは、ツールパネルの
グラデーションオプションをオンに入れることができます（グラデーションの作成につい
てはこの後の章で説明します）。

もうひとつ重要な機能、カスタムブラシがあります。ツールパネルでは塗りつぶし機能が
メインパネルで選択されると、塗りつぶしオプションが提供されます。ブラシラッピング
はこれらのオプションの中にあります。

ブラシラッピングが（ボックスをチェックして）有効のとき、塗りつぶし操作は（単色や
グラデーションよりも）現在のカスタムブラシを使って行われます。

3つのブラシラッピングモード、ストレッチ、タイル、ワープがあります。幅や高さ、又
は両軸で塗りつぶし操作を規定するために任意のモードが使用することができます。
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次のテーブルは順番にそれぞれのモードで変わった形を塗りつぶした結果の例を示してい
ます。上に表示されている複数色の四角いカスタムブラシがソースとなっています。

           Stretch                                     Tile                                    Wrap

ストレッチモードは輪郭を塗りつぶすために、ソースブラシをゆがめることなしに線状に
行われます。タイルはブラシを必要なだけコピーをしてスペースを塗りつぶします。一方
ワープは塗りつぶされた領域の輪郭に沿うよう、必要に応じてソースブラシをゆがめます
。

7.2.3. 更なる塗りつぶし設定オプション

 どの領域が塗りつぶされるか、という 2つ目のポイントとして先に（自動塗りつぶし機能
の説明の中で）軽く触れました。しかし、もっと学ぶことがあります（次で説明するオプ

 ションは 3つ目のポイント、どの程度塗りつぶすのか、とも関連します）。

塗りつぶし設定表示の中でツールパネルではスムーズ設定を提供されています。これは重
要な役割を果たします。塗りつぶし操作は設定された（ピクセル単位の）スムーズの値に
よって、塗りつぶし領域の境界線へ向かって薄れていきます。
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上側の左の画像のように背景に塗りつぶしをスムーズに入れることで、塗りつぶし領域の
境界に近付くにつれて明らかに薄れていっています。また、右側の画像のように、塗りつ
ぶし機能と共に不透明度マッピングを使うと時として便利となります。

形状設定パネルオプション

 塗りつぶし操作に影響する 3つの重要なコントロールが、メインパネル内の任意の塗りつ
ぶし関連のボタンを右クリックする、またはパネルメニューを使って開く形状設定パネル
にあります。

 塗りつぶしのサイクルメニューには次の 6つの選択肢があります：色＆透明、色のみ、透
明のみ、

明るさ、背景色まで。何が塗りつぶされるかということに関して、これらは重要な役割を
果たします。
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塗りつぶしのアルゴリズムはクリックした位置から外側に広がるので、各ピクセルを順番
に調べなければいけません。ピクセルは良し悪しで再着色に適合不適合が判断されます。
適さないと判断されたピクセルは、境界として使われます。

しかし、アルゴリズムではピクセルの良し悪しの決定にどういった基準を使うのでしょう
か。塗りつぶしのメニューオプションは決定のための基本として審査された主要属性を規
定し、範囲設定はニアミスの際のアルゴリズムの許容度を支配します。

例を挙げましょう：色&  透明はデフォルトの塗りつぶしモードです。範囲設定に 25を使
 うと、その (  クリックしたピクセルの数値から処理される )  範囲内の RGBと不透明度値

（アルファチャンネル）があるピクセルは再着色に適すると判断されます。

 塗りつぶしの元のピクセルが 255  の不不透明度で白 (RGB 255、255、255)の場合、塗りつ
 ぶしの進行中の任意のチャンネルの値が 230以下に落ちた値を持つピクセルは「悪し」、

境界ピクセルと判断されます色のみモードは、おそらく縁沿いのアンチエイリアシングの
ため、ソリッドカラーの領域の不透明度が変化するときに便利です。透明のみは良し悪し
の決定で不透明度のみを考慮し、色を無視します。

明るさもまた、明るさのみに判断基準を置き、色を無視します。背景色塗りつぶしは、
TVPアニメーション 7の現在の背景色の範囲許容度内の任意のピクセルを境界とすると考
えます。もちろん、これは背景色を境界とする複数色の領域を塗りつぶすのに便利です。

拡張は塗りつぶし操作に関連する昀後の設定です。その機能は数値フィールドで設定され
たピクセル数によって塗りつぶされる領域を大きくすることです。これは、引かれている
線を境界とする領域を塗りつぶすときに便利です。線のアンチエイリアシングのため、標
準塗りつぶし操作はきれいな結果にならないかもしれません。もう少し外側までに塗りつ
ぶすために、（塗りつぶし設定オプションで低い値のスムーズと共に）拡張を使うと結果
は良くなります。

 

No Expand value

Expand value 1

 第 7  章ペイントとデッサン J7-49



 第 7  章ペイントとデッサン

Expand 2, Smooth 2

 メインパネルの 2列目のツールについての説明へ進みましょう。実際のところ、このセク
 ションでは全て関連しているので昀初の 5  つだけを説明します。残りの 2つは後ほどメイ

ンパネルユーティリティのタイトル下で説明します。

7.2.4.選択ツール

 選択領域はメインパネルの 2  列目のツールで作成されます。これらは TVPアニメーショ
ン 7の操作をそれらの中に入るフレーム領域に限定します。選択領域内のピクセルは例に
よって操作によって影響され、領域外のものは影響されません。

順番に、選択ツールは短形選択、円選択、なげなわ選択、スプライン選択、自動選択* (自
動塗りつぶし)  です。これらそれぞれの使い方は、同様の名前の 1列目のデッサン機能に
相当します。

*メモ：範囲と拡張のような形状設定オプション（先述）は、自動塗りつぶしペイント操
作と同じ方法で自動選択に影響します。
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上の例では、蜂のまわりの円の選択領域は、以降の操作を円外の領域に制限するよう反転
されています。フレームの明るさを下げることによって（選択領域に含まれていないので
蜂は暗くならず）、まわりの花びらに対して蜂が強調されました。

 要するに、ボタンの 1つを選んで、プロジェクトウィンドウ内で希望の領域を描き、選択
領域を定義します。描くに従って、細い輪郭線が選択領域の境界として表示されます。マ
ウスを離すと選択が有効になります。解除（後ほど説明）するまで有効のままとなります
。

（パネルメニューから開かれる）表示設定パネルで選択にチェックマークが入っていると
、プロジェクトウィンドウ上にオーバーレイされた点線が選択領域を表します。

 メインパネルで 5つの選択ボタンのうちの任意のボタンが強調表示されている場合、選択
領域に関する操作や機能を追加するためにブラシ：

選択形式内にツールパネルが表示されます。次にこれらの項目の説明をします。

ブラシ：選択オプション

パネル一番上のサイクルメニューは、選択ツールを繰り返し使用するとき選択肢がどのよ
うに影響されるかを制御します。

加算が選択されている場合、任意の次の選択ツールの使用は定義済みの選択領域に追加さ
れ、減算が選択されている場合は新しく描かれた領域は既存の選択から削除されます（選
択するためには右ボタンを使って一時的に減算モードを使用することもできます）。置き
換えモードはそれまでの選択領域を無視し、効果的に完全に新しい選択を開始します。

選択は解除されるまでメモリ内にとどまるので、加算と減算モードを使って、選択ツール
を変更し選択を編集し続けることができます。
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(選択する前に)スムーズ値を設定すると、次の操作が行われる際に隣の領域に良い感じの
減退を作成しながら選択領域を広げます。アンチエイリアシングも同様で、自動的に選択
内でかすかなスムーズさが得られます。

選択反転は選択領域を戻し、選択解除は完全に削除します。コピー＞レイヤーとカット＞
レ

イヤーは興味深いオプションです。両方ともソースレイヤーの上に新しいレイヤーを作成
します。ソースレイヤーの選択領域は、コピー又はカットされ、それから新しいレイヤー
にペーストされます。コピー＞ブラシとカット＞ブラシコマンドも似ていますが、選択領
域が現在のカスタムブラシになります。カット＞プロジェクトは選択領域のコンテンツを
新規プロジェクトにコピーします（新規プロジェクトの解像度は現在の選択領域を取り巻
くバウンディングボックスに相当します）。

 メインパネルの説明を続けて、 3列目のボタンを見ていきましょう。

7.2.5. Custom Brush Cut Tools

 メインパネルの 3  列目のボタンには、さきほど説明したものと似た 4つの選択肢がありま
 す。この場合、選択項目は (順に)短形でブラシの切り抜き、ポリゴンでブラシの切り抜き

、なげなわでブラシの切り抜き、自動選択でブラシの切り抜きです。

 ご想像のように、 1  つの例外を除いて、これらのツールはデッサン（ 1列目）と選択（2
列目）列の補助としてほぼ同じ方法で働きます。これらはペイントもしないし選択領域を
作成もしません。その代わり、画面の画像からカスタムブラシを選択します。

選択されたボタンによって、ブラシは長方形、多角形、自由形となり、又は自動塗りつぶ
 しの輪郭に沿うこともできます。便利良く、ショートカットの bキーを何回も押すとブラ
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シカット機能をサイクルします。いつも昀初は短形でブラシの切抜きです。

 メモ：ブラシの切り抜き機能のどれも先の 2列のスプラインオプションと関連していませ
んが、いざという時にはスプライン選択機能と一緒にコピー＞／カット＞ブラシを使うこ
とができます。

ブラシをカットするレイヤー内で複数のフレームが選択されると、連続した選択フレーム
からコンテンツをカットするためにアニムブラシを使用するかどうかの選択肢が与えられ
ます。

以下で説明されるように、ブラシの切り抜きが強調表示されている場合、さらにいくつか
のオプションがツールパネルに表示されます。

Tool: CutBrushパネル

パネル一番上のサイクルメニューでは、ソース画像からブラシをカットまたはコピーする
かを指定します。あるいは、左ボタンでのカットはコピーをし、一方右ボタンはソース画
像からブラシを（カットのように）実際に削除します。
スムーズ値は選択ツールでのように、減退領域を提供しながら、動作します。アンチエイ
リアシングも似たようなもので、自動的にカスタムブラシをかすかにスムーズにします。
保持が有効で新しいブラシをカットする場合、ブラシ：カスタムブラシパネルの不透明度
、間隔、ハンドル等でのカスタム設定が維持されます。

昀適化ボックスがチェックされている場合、新しいカスタムブラシは、カット後に新しい
カスタムブラシから不必要な透明領域を削除した自動的に昀適化されます。

7.2.6.メインパネルユーティリティ

 先に 2  列目と 3列目のいくつかの項目を飛ばしました。それらについてはここで説明しま
す。
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切り抜きツール

 切り抜きツールはメインパネルの 2列目にあり、数値又はインタラクティブなプロジェク
 トの切り抜きができます。切り抜きでは切り抜かれた画像を新しい TVPアニメーション 7

のプロジェクトに移動します。現在のプロジェクトの全てのフレームとレイヤーを新しい
形式に切り抜きます。

ツールパネルの比率固定ボタンは、元の画像比率を維持するために幅と高さフィールドを
 抑制します。昀初に開かれたとき、これらの値はソース画像の半分の値です。開始 Xと

 開始 Yフィールドは、プロジェクトウィンドウに破線のプレビューの輪郭として表示さ
れる切り抜き領域の左上に位置します。

この長方形の輪郭を位置変更するために（左ボタンで）ドラッグしたり、右ボタンを使っ
てサイズ（と比率、比率固定が無効のとき）を変更したりできます。切り抜きをクリック

 するか Enterを押すと、新規プロジェクトを作成し、操作を行います。

Zoom Tool

 このツールを使って（ 1  ％から 10,000％まで）ズームします。メインパネルで選択されて
いるときは、プロジェクトウィンドウのある位置で単に左ボタンクリックしてズームイン

 するか、右ボタンでズームアウトします。（ >と<のキーを使うか、マニュアルで先述の
プロジェクトウィンドウの拡大ツールを使ってウィンドウを中心にズームイン又はアウト
できます。）
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パン

TVPアニメーション 7メインパネルのパンユーティリティは、2  次元レベルの X  と Y軸上
でソース画像のコンテンツをスライドします。関連するブラシ：パンパネルで、シフトと

 ラップの 2つのモードが使用可能です。後者はフレームを塗りつぶすために必要に応じて
ソース画像を並べて画面上に配置しますが、前者は（フレームの空の部分を完全に透明に

 して）それを行いません。ラップモードは 3Dの表面又はウェブアプリケーションのため
に、切り目のない質感を作成するためには特に便

 利で、（スムーズにするために TVPアニメーション 7のペイントツールを使って）フ
レームに画像の端を丸めることができます。

プロジェクトウィンドウ内で左ボタンでドラッグしてインタラクティブにオフセットの量
を設定します。アンチＡスイッチはアンチエイリアシングを有効にしますが、通常必要と
はされず少し詳細な質を落とすので、これなしでやってみたほうがいいかもしれません。

選択範囲移動スイッチが有効のときは、画像と関連する位置を維持するために任意の現在
の選択領域もパンされます。その代わり、選択を自由に動かせるように画像移動を無効に
することができます。

変形

 同様に変形も X  と Y上の画像と選択領域をインタラクティブに編集することができます
が、拡大縮小（スケール）と回転（角度）編集もできます。画像をスケールするには、プ

 ロジェクトウィンドウ内で右ボタンでドラッグします。また、 Ctrlキーを押しながらド
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ラッグすると回転をします。もちろん、数値を設定するためにツールパネルの入力フィー
 ルドを使用することもできます（中心ボタンは X  と Y  のオフセットを 0にリセットしま

す）。

ブラシ：変形パネルの一番上のサイクルメニューにある（一回の代わりの）塗りつぶし
モードでは、設定で別にフレームを塗りつぶすことがない場合は、画像を画面上に並べま
す。

 画像と選択両方の領域を様々に動かし、変形を 1つ、ないし他に制限するためのスイッチ
を使うことができます。リセットは全ての値を元の状態に戻します。プレビュースイッチ
が強調表示されている場合、適用をクリックしたときのみレンダリングされる決定の効果
を見ることができます。

 自由変形自由変形ツールはまるでフレームがゴムであるかのように、画像の 4つ角を伸ば
すことができます。1  つ以上の角の相対位置を変更すると、様々な 3D遠近法の効果を得
ることができます。

 それぞれの角の X  と Yフィールドはツールパネルのブラシ：自由変形に位置しています
。塗りつぶしスイッチはフレームを埋めるために出力の配置をオン/オフします。プレ

 ビューをクリックすると、プロジェクトウィンドウ内のターゲットとする 4  つ頂点の X
 と Y  の位置をインタラクティブにドラッグすることができます。左ボタンでの 1つの頂

点のドラッグや、4  つの頂点で囲まれたプレビュー枠の中でドラッグして 4つ全ての頂点
を同時に移動します。右ボタンでドラッグすると輪郭をスケールします。
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もう一度書きますが、ツールパネルでは画像移動や選択範囲移動、又はその両方を同時に
行うことができます。

自由変形は現実世界の遠近感を模倣すると憶えておいてください。このように実際には結
 果として長方形にならない設定には消点があり、 2角間の輪郭上に小さなボックスのプレ

ビューを表示します（輪郭全体を見るためにはプロジェクトウィンドウからズームアウト
する必要がある場合もあります）。

この事実上の消点がフレームに表示されると、フレームには水平線ができます。この人工
の水平線より下の領域は画像出力で埋められされ、水平線より上の領域は透明です。消点
プレビュー機能自体もドラッグすることができます。

デフォルト値へ戻すにはリセットをクリックし、操作を完了するには適用をクリックしま
す。

7.2.7. A/B Colors, Clear/Kill, REDO, UNDO

 メインパネルの昀後の列では下で説明する 4つの重要な項目が提供されています。

 前景色と背景色ボタン - 前景色と背景色についての情報は、「第 2章：TVPアニメーショ
ン 7の紹介」と「第 8章：色の管理」をご覧ください。

 クリアボタン -現在のフレームのコンテンツを削除します。

 やり直しボタン -（取り消し機能を使って）取り消された作業をやり直します。デッサン
ツール又はエフェクトと関連した昀後の作業を繰り返す（編集メニューにある）再適用と
混同しないでください。
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 取り消し - 適用の順序を後退させます（取り消しのためのメモリ設定については「第 4
章：TVPアニメーション 7の環境設定」をご覧ください）。

7.2.8. デッサン制約

 （前述の選択領域に加えて）画像の特定部分や属性への TVPアニメーション 7のデッサ
ンとエフェクト編集を抑制する方法がいくつかあります。これらのオプションについては
次で説明しています。

チャンネルの保護

 上の画像のようにメインツールバーに 4つのチャンネルボタンがあります。これらのボタ
 ンは α、赤、緑、青のチャンネルを表します。有効の場合、画像のピクセル編集を指定さ

れたチャンネルに制限します。

例えば、αチャンネルが強調表示されていると、不透明度がいくらかの値であるピクセル
のみ編集されることができます。例えば透明な背景上のタイトルグラフィックのように、
フレームの一部にのみが不透明ピクセルで構成されている画像を考えてみましょう。α保
護を有効にし、フレーム全体を覆う塗りつぶされた長方形をドラッグすると、不透明なタ
イトルテキストのみペイント作業によって再着色されます。

 同様に、原色の赤、緑、青の 3つの円が描かれた画像があるとします。青の保護を有効に
し、フレームの上に塗りつぶされた白い長方形をドラッグすると、青い円以外の全てが白
になります。

キャンバスの質感

TVPアニメーション 7が提供する現実的な自然のメディア機能の一つは、上のようなメイ
ンツールバーボタンで有効になるキャンバス設定です。
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現在選択されているキャンバスを有効にするためには、このボタンをクリックします。そ
のキャンバスは画面に適用されるペイントとエフェクトの不不透明度を編集するために使
用されます。

キャンバスボタンを右クリックするか、パネルメニューを使用して開かれるキャンバスパ
ネルで用紙を選択します。このパネルコントロールの硬さは、エフェクトの度合いを変化
させます。

TVPアニメーション 7のキャンバスディレクトリに画像を追加しカスタムのキャンバスの
質感を作成することができます（さらに詳しい情報については第 1章のユーザーアカウン
トとプログラムディレクトリのタイトル以下をご覧ください）。見れば分かるように通常
は途切れていない画像が使われます。適用される場合は、キャンバス画像の明度のみがエ
フェクトに与えられます。

ステンシルレイヤープロジェクトの任意のレイヤーは「第 6章：レイヤー管理」で説明し
たレイヤーパネルのステンシルツールを使って、ステンシルレイヤーとして指定すること
ができます。

 不透明ピクセルが存在するフレーム領域への編集を制限する点において、 α保護（透明性
 の保護）ボタンに違わず、ステンシルは TVPアニメーション 7に影響します。しかし、

透明性の保護は現在のレイヤーの不透明度の値を基にピクセルを保護します。ステンシル
は完全に別のレイヤーにありながら、それでも同時にその他全てのレイヤーのマスクや
マットとして使用することができます。

例を見ていきましょう。下の滝の画像はプロジェクトの上部レイヤーにあります。レイ
ヤーパネル内でステンシルが有効であるレイヤーの中で、（透明な背景上の）白い円はそ
の下にあります。右下に表示された結果は、メインパネルのクリアボタン（この効果を得
るためにステンシルを反転させました）でフレームを消去した後の残りです。
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Source Layer Stencil Layer  Result

ステンシルの影響はステンシルレイヤーのピクセルの不透明度を守るよう強制し、全ての
レイヤーのコンテンツを保護しました。プロジェクトの全てのレイヤーを通して下方に、
そして上方にその保護ゾーンを効果的に拡張します。

ステンシルレイヤーはアニムレイヤーにもなり、おもしろい可能性を生み出します。

メモ：ステンシルレイヤー自体を編集したい場合は、（ステンシルが有効の場合、その不
透明度は完全に保護されているので）ステンシルが無効でなければいけません。
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7.2.9. Coordinatesパネル座標パネル

座標パネルは小さいですが、とても便利です。パネルメニューから又は便利なメインツー
ルバーボタン（上の円の中）を使って開き、プロジェクトウィンドウ上でデッサンツール
を浮動させるときに、現在のピクセルについての便利な情報が提供されます。

 パネルはピクセルの RGB  値と共に現在の X/Y位置を表示します。拡大された表示が配置
 と選択の補助をします。他の 2つの情報フィールドはコンテキスト応じて、それらのツー

ルで作業するに従って線の長さと角度、円の半径等を表示します。

7.2.10.再適用（メニュー編集）

編集メニューに入れられたこの小さな機能は、それでもとても重要なものです。一見やり
直しと似ているように思われますが、実際再適用の方が多機能にわたります。

 第 7  章ペイントとデッサン J7-61



 第 7  章ペイントとデッサン

やり直し、再適用、履歴

やり直しは取り消し機能と密接な関連を持っています。ある動作を取り消した後に気が変
わったら、それをやり直すことができます。いくつかの手順を取り消した場合、その間に
何か新しい操作を行って取り消しの履歴を書き換えていなければ、それらの手順を逆行す
ることもできます。

しかし再適用が使用する履歴は、便利なことにデッサンモード専属です。

例を挙げましょう：

通常モードでエアブラシを使ってフリーハンドをペイントし、それから取り消しをクリッ
クします。デッサンは前の状態に戻ります。現在の前景色を変更してやり直し押したら、
新しい前景色は考慮されません。前のように古い色が再適用されます。これは全くちょう
ど取り消されたものをやり直したからです。

しかし上のステップを繰り返し、再適用を利用すると、ストロークのペイントに新しい色
が使われます。例えば作成したストロークを失わずに、エアブラシからペンに変更するな
どのデッサンツールを変更することさえできます。

例えば長方形をペイントするというように、ストロークの方法を変更したとしても、再適
用ではフリーハンドモードでの前のストロークを呼び出します。そして今度は再適用では
作成した昀後の長方形が記憶されています。これを証明するためには短形モードを再び有
効にし、再適用を使用します。

 メモ：再適用のための便利なショートカットキーは Enterです。

ペン先、デッサンモード、関連付け設定、色、不透明度等、様々な設定を素早くテストす
ることができるので、これはとても重要です。さらに、もうひとつの利点もあります。

再適用とマルチフレームの選択

1  つのフレームのデッサンや処理作業をテストした後に、取り消しをし、それから TVPア
ニメーション 7  のレイヤーパネルでいくつでも多くのフレームを選択し、 Enterを押して
それら全てに対しての操作を再適用します。素早くレイヤー全体（別のレイヤーでされ
も）やその任意の部分を処理することができるので、これはとても強力です。
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ほとんどの TVPアニメーション 7ユーザーにとって、色の重要性を強調してもし過ぎる
ことはないでしょう。アニメーションが TVPアニメーション 7の精神であるなら、色は
その生き血なのです。色とその使い方の説明はもちろん、人間の言語能力には無理な注文
なので、本章ではその使い方はそのまま置いておいて、TVPアニメーション 7が提供する
重要な色に関するツールについて説明していきます。（色補正やクロマキーのようないく

 つかの関連事項はマニュアルのさらに後の方の他の内容下で説明しています。）
 

8.1 TVPアニメーション 7の色の基本

TVPアニメーション 7のフレームは、デジタル用語で深さ 32ビットのペイントやデッサ
ンができるカラースペースが提供されています。これはデジタル分野で一般的な
RGB（Red、Green、Blue）カラーシステムの用語で、透明度データ 8ビットの追加と共に
1ピクセルにつき 24ビットの色情報で提供されるダイナミックな範囲が用意されていると
いうことです。
 

メモ：TVPアニメーション 7の色のコントロールいくつかの領域では、便宜上HSL値の
ような代替の色参照システムが提供されています。このシステムは色相、彩度（純粋色調
が表す量）、輝度（色の明るさを表す量）の回転度で定義される色調を使用します。イン
ターフェースに両方の色の参照が表示されている場所では、色の混合に関連して、1つを
更新すると連携してもう 1  つも編集します。

使用可能な全ての色を表示するパレットというのは確かに手ごわいので、TVPアニメー
ション 7ではベストを尽くして、有用ではあるが圧倒されるほどではない選択肢が提供さ
れており、またその他の範囲と色の混合ツールも近くに提供されています。。

このマニュアルで前述のように、TVPアニメーション 7では 2つの特別な色が常にお手元
にあります。それらは前景色と背景色です。繰り返しを覚悟して、先述の内容を見直して

 、それを発展させましょう。
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8.1.1 前景色と背景色

前景色は現在の第一のペン/ブラシの色です。背景色はすぐにアクセスできる第二の色で
 す。

現在の背景色を TVPアニメーション 7のアクティブの色（前景色）にするには、ショー
トカットキーの nを使用します。

これによって現在の前景色は第二（背景色）の位置に入れ替え、当然再度 nキーを押して
呼び戻されるようになっています。

現在の前景色と背景色は、インターフェース内で 2つの異なる場所に（変更されて）表示
   されています。

TVPアニメーション 7の重要なメインパネルを開かないということはあまり考えられませ
ん。そこで、前/背景色機能が上の赤い円のように書かれた画像のように置かれています
。メインパネル前/背景色機能の真ん中の円は現在の前景色を表し、背景フィールドは背
景色を表しています。
 

しかし、この機能は単なる参照以上のものです。それをクリックすると、カーソルがカ
ラーピッカーに変わります。TVPアニメーション 7の画面の任意の位置を 2回クリックす
ると、クリックしたピクセルの色を使って前景色を再設定します。マウスをドラッグ（左
ボタンを押したまま）してカラーピッカー（カーソル）を動かすと、使用される色を表示
しているときにマウスを離すと丸い前景色の見本は更新されます。背景色を再設定するに
は、一時的に（ｎキーを使って）前景色の位置に移動し、必要であれば変更後同じように
戻します。
 

これら 2つの色が目立って表示されているもう 1つの場所は、いわゆるカラーピッカーで
、パレットパネルとしても知られています。実際ここが色のホームになっています。素早
くアクセスできるビンと共に色の製作と保管ツールの居所なのです。

8.2 パレットパネル

 
またカラーピッカーやパレットパネルはとても頻繁に使用されるので、ほとんどの場合は
常に開いたままにしておきます。まだ表示されていないのであれば、メニューツールバー
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のパレットボタンをクリックするか、パネルメニュー項目のカラーピッカーを使って開く
ことができます。

 パネルにはタブ化されたスライダー、ピッカー、ミキサー、ビンという 4つのオプション
があります。一番上（タブのすぐ下）には現在の前景色と背景色を表す 2つの大きな色見
本があり、左の大き目の見本が前景色です。
 

 

これらの大き目の見本は、それに相当するメインパネルの前または背景色機能と似ていま
すが、いくつかの追加機能が付加されています。まず、どちらも編集用にアクティブな選
択肢になりえます。前景色は常に TVPアニメーション 7ツール用のアクティブなデッサ
ンカラーですが、このパネル内では変更のために前景色又は背景色の見本を指定します。
メインパネルの機能とは違い、ここでは直接背景色を設定することができます。
 

見本をクリックして編集用にどちらかの色を指定します。（この選択は他の見本をクリッ
クするまで持続されます）。そうして、ビンから色を選ぶか、他のタブパネルで提供され
ているツールを使って色に至ります。
 

もしくは、（既に有効になった）見本を 2回目クリックして、もう一度カーソルをカラー
ピッカーに変えることができます。前のように、これで画面から色を選ぶことができます
。（また、ボタンを押したままマウスをドラッグすると、見本が更新されます。）

8.2.1 ビン

他にパレットパネルのビンタブに関連するあまり目立たない機能があります。パネルはサ
イズ変更（垂直方向のみ）することができ、さらに多くの色を表示（とアクセス）が可能

  です。これには、通常通りパネルの下側の境界線を単にドラッグするだけです。
 

ビンに表示されたデフォルトパレットは、一般目的用の色の 16 x 16配列になっています
。それで必要を満たすかもしれませんし、そうではないかもしれません。幸運にもそれは
簡単に編集そして（又は）増やすことができます。
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配列は実際 16 x 16より大きくなっています。それはつまり、さらに多くの色を配置する
ことができるということです。現在のアクティブなパレットパネルの色（上を参照）を新
しい色ビンに追加するには、ビン内の既存列の下の四角をクリックします。この方法で
数々の色を追加することができます。ビンには 2つのコンテキストメニューもあります。

コンテキストメニュー

 

  ビンウィンドウ内又はビン内の（四角い）色ビンを右クリックすると、コンテキストメ
ニューが表れます。既に色がある四角、または空の四角をクリックするかによって、メ

 ニューが少し変わります。まず一般的なメニュー項目を説明します。
 

パレットパネル：ビン・コンテキストメニュー

•  プリセット - これらのプリセットのひとつを選択してパレットを入れ替えます（下記で
説明するファイルメニューを使ってリストにカスタムパレットを追加します）。

•  色を置き換え - 現在のアクティブの色（説明は本文を参照）を空の置き場に追加するか
、置き場にある現在の色を置き換えます。

•  新規パレット - 新規パレットを定義するためのスペースを空けるためにビンウィンドウ
を空にします。

•  パレットを複製 - 新しいパレットが現在のパレットを基になるように、現在のビンの複
製を作成します。

•  パレットをリネーム - 新しい名前を入力できるようにテキストリクエスターを開きます
。
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•  パレットを削除 - プリセットリストとビンウィンドウから現在のパレットを削除します
が、ハードディスクから実際のファイルは削除しません。

 
  コンテキストメニュー－ファイル

•  パレットを開く - システムのハードディスクに保存したパレットファイルを開きます。

•  パレットを保存 - 固有のファイル名（拡張子.palで）で現在のパレットを保存します。

•  デフォルトのパレットに戻す - 現在のパレットを TVPアニメーション 7のデフォルトと
取り替えます。

色が入っている色置き場から開くと、さらに 3つの項目がコンテキストメニューに表示さ
れます。

パレットを交換はビン配列の 2つの色置き場の内容を交換します。交換を使用するには色
置き場を（左）クリックして選択してから、別の置き場を右クリックしてメニューを開き
、交換を選択します。

グラデーション作成も 1つの置き場を選択してから別のものを右クリックしてメニュー選
択を行うという点では多少似ています。しかしこの場合、TVPアニメーション 7は 2つの
選択の間（基本的に 2色のグラデーション）の色の変化をスムーズにするため、その間の
全てのコンテンツを変更します。

コンテキストメニュー項目の色を削除は、選択された置き場を完全に空にします。

8.2.2 スライダータブ

 

 このパネルの使い方は説明する必要がないと思います。いつものように前景色と背景色
は一番上に表示されています。その下には（初めに説明した）RGBとHSLカラーシステ
ムの 3つの値それぞれにつき１つずつ、グラデーションされたカラーストリップが表示さ
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れた 6つのスライダーがあります。必要に応じて一つを調整するともう 1つを更新するよ
うに、RGBとHSL値は固定されています。

 
スライダーの位置は常にパレットパネルのアクティブの色のカラーチャンネル値を表して
います。（それは前景色でも背景色でも可能で、どの見本が最近クリックされたかに依り
ます）。

 
スライダーを動かすには、単にコントロールボタンをドラッグします。コントロールの左
又は右をクリックすると、チャンネルの値を１ずつ上下に調節します。グラデーション
バーの任意の位置を右クリックすると、値はすぐにその位置に飛びます。もちろん数値
フィールドに直接数値を入力することもできます。

8.2.3 ピッカータブ

 

  

 表示ウィンドウ上で右クリックしてこれを開きます。これらのオプションを選択すると
、スライダーが選択されたチャンネルのコントローラーに変わります。表示ウィンドウコ
ンテンツは、最初は（パレットパネルの）現在アクティブの色を基にしています。
 
例えば色相を選ぶと、スライダーの位置は純色のスペクトル全体に対応します。この場合
、パネル内の表示は左上に現在アクティブの色を表示します。255と 0の間の彩度の変化
全てからなる色は、画面全体に左から右に表示されます。垂直の係数は 255（上） 
0（下）の間の値に一致します。
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代わりに輝度又は彩度を選ぶと、その特性のスライダーコントロールが与えられ、関連す
る他２つの値の全範囲を基に可能な+種類（現在アクティブの色の値で始まって）を表示
ウィンドウ内に表示します。これら２つのオプションではしばしば、RGB値だけを使っ
て達成するのは難しい微妙なものが提供されています。
 

同様に、メニューから青、緑又は赤を選ぶと、選択されたチャンネルに対するスライダー
コントロールが与えられ、表示ウィンドウは色構成の変化の結果を表示します。

 
アクティブの色を編集するには、単にスライダーを新しい位置に調節する、または表示
ウィンドウ内の色から直接選んでクリックすることができます。また、希望の色を見つけ
るまでこの画面の中を左ドラッグし、それでボタンを離します。

ピッカータブでは数々の他の興味深い色選択の可能性が提供されています。常に表示され
ている前景色と背景色の見本に加えて、左側に大きな表示ウィンドウと右側に垂直のスラ
イダーがあります。ウィンドウのコンテンツとスライダーによってコントロールされる値
は、ピッカーのコンテキストメニューでの現在の選択によって変化します。
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8.2.4 ミキサータブ

ミキサータブでは画家の物理的なパレットの混色の領域を模倣した場所が提供されていま
す。表示ウィンドウ内で左ドラッグして、TVPアニメーション 7の前景色を現存の混合色
に混ぜ込んでいきます。本物の絵の具のように色をぐるぐる回しながらドラッグ続けるこ
とができます。
 

このインタラクティブな混色機能ではこのタブのために異なる色選択方法が必要です。希
望の色が見つかり、それを選択したいときは、Ctrlキーを押しながらそれをクリックしま
す（Ctrl + ドラッグは他のパネルで単にドラッグする場合と同様に作動します）。

 
ミキサーパネルにはミキサー表示内での右クリックで開く固有のコンテキストメニューが
あります。いくつかのプリセットがありますが、ファイルメニュー項目を使って自身が作
成したものを開く、または保存することができます。興味深いことに、これらのプリセッ
トは画像ファイルで、ペイントやデッサンのツールを使って TVPアニメーション 7自体
に読み込んだり編集したりすることができます。その上、（サポートされているファイル
で）開始点として使用して希望の任意の画像（写真も可）を読み込むために、ミキサーの
この特性を利用することができます。

8.2.5 ステータスライン

 

 パレットパネルのほとんどの機能の一番下にはステータスラインがあります。その読み
出し情報は具体化するものによって変わりますが、基本的にはアクティブの色、又は色選
択モード（ミキサーウィンドウ内でのマウスのドラッグの際）の場合はその時点のポイン
ターの下にあるピクセルについての情報を表示します。
 

ステータスラインはHSL又は RGB形式の色の値を表示でき、赤、緑、青の係数、又は相
当する色相、彩度、輝度を表示します。ステータスラインを直接クリックすると、１つの
形式から他へ表示されている組み合わせをサイクル表示します。
 

ステータスラインの一番左のフィールドでは、現在のパレット又はミキサープリセットの
名前、又はピッカータブを使っている際にどのチャンネルがスライダーに割り当てられて
いるかといったその他の環境情報が提供されています。
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8.3 グラデーション

TVPアニメーション 7のデッサンツールの多くではグラデーションオプションが提供され
ています。塗りつぶしツールの全てや他のツールの多くでもグラデーションが可能です。
塗りつぶし選択以外のツールは適用されたペイントの透明度を基本にしたグラデーション
を適用し、これによって時として、普通のメディアツールのエフェクトをはるかに超える
驚くべき結果をもたらします（下の光輝く線はグラデーションエアブラシの一描きで簡単
に作成されました）。
 

 

 
メモ：塗りつぶし以外のツールで適用される場合、グラデーション本来の透明性は無視さ
れます。色の使い方は、適用されたペイントの透明度によって変わります。グラデーショ
ン左端の色は透明度が一番低く、右端の色は 100％不透明で使用されます。 

 
現在のデッサンツールの選択で可能であれば、ツールパネルのオプションリスト内に、グ
ラデーション表示ストリップと共にグラデーションの有効または無効スイッチが表示され
ます。
 

実際、グラデーション表示ストリップはコントロールでもあります。その上で左クリック
したままでいると、（カスタムも含む）数々のプリセットのグラデーションのメニューリ
ストを表示します。現在のグラデーションを編集する、又は新しいものを作成するために
グラデーションパネルを開きたい場合は、このパネル上で右クリックします。
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メインパネルで塗りつぶしペイント作業が選択されている場合、５つのコントロールボタ
ンがグラデーション表示ストリップのすぐ下に表示されます。強調表示されたボタンはグ
ラデーション塗りつぶしタイプ（後ほど説明）を設定します。しかしまず TVPアニメー
ション 7でのグラデーションアプリケーションの操作方法について見ていきましょう。

塗りつぶしをドラッグ（又は自動塗りつぶしを使用）し、ツールパネルでグラデーション
が有効の際、その形はすぐにペイントされません。その代わり、点線でその輪郭が表示さ
れ、カーソルが方位磁針型のポインターに変わります。これはベクトルをドラッグして、
グラデーションが適用される起点、方向、範囲を表示しなければいけないことの目印とな
ります。

 

このベクトルはアーティストのために、グラデーションが結果的にどのように表れるかを
決定する十分に拡張されたインタラクティブなコントロールが提供されています。例えば
、ここの 3つの塗りつぶされた円はご覧のように赤い線のオーバーレイで示されている通
り、グラデーションコントロールのベクトルで異なって描かれた結果となっています。
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 グラデーションコントロールのベクトルの影響下にある３要素に加えて、前述の５つの
グラデーションタイプボタンが、以下のリストで説明されるグラデーションの全体的な性
質に影響します。
 
ツールパネル：グラデーションタイプ
 
直線グラデーション
 

 

グラデーションはベクトルで設定された角度（一番左の色を起点として適用され、その背
  景の任意の形はコントロールベクトルの反対方向）でペイントされています。

同心円グラデーション

 
グラデーションはコントロールベクトルの起点を中心にして外側に広がっています。色帯
の幅はベクトルの長さに比例します。
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双方向直線グラデーション

 

  直線と似ていますが、ベクトルの中心から両方向に進んでいます。

放射状グラデーション

 

グラデーションは描かれたベクトルに対応する線の一番左の色を始めとして、起点の周り
を反時計回りに広がります。
 

矩形グラデーション

 

同心円の使い方と似ていますが、結果が四角形となります。

8.3.1  グラデーションパネル
 

それでは、グラデーションパネル自体に入っていきましょう。ツールパネルのグラデー
ション表示ストリップ上を右クリック、又はパネルメニュー項目のグラデーションパネル
で開くことができるということ覚えていますでしょうか。
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 左上のサイクルメニューでは便利なプリセットのグラデーションのリストが提供されて
います。もちろん提供されているボタンを使って新規グラデーションを作成することがで
きます。自分のグラデーションに名前を付けるようプロンプトが表示されます。まず始め
に、新規グラデーションは現在の前景色と背景色、そしてそれらの間で補正された領域か
ら構成されています。

 
反対に、コピーはオリジナルを破壊することなく必要に応じて編集できるように、現在の
グラデーションの複製を作成します。当然、グラデーションファイルが読み込まれている
場合、リネームボタンを使って現在のグラデーションの名前が変更でき、削除でプリセッ
トのリストからグラデーションを削除しますが、ハードディスクからは削除されません。
方向反転をクリックすると、現在のグラデーションの色の順番を反対にします。

 
予想通り、ファイルメニューでカスタムのグラデーションを保存、開くことができます
（グラデーションのファイル名には拡張子.grdが付加されます）。また、ファイルメ
ニューにはデフォルトグラデーションのオプションがあり、それでプリセットの標準リス
トに戻します。

（ミニスライダーと一緒になった）２つの数値フィールドはノイズとディザで、両方とも
グラデーションにノイズを加える役目をします。ノイズ設定の方が少し肌理が粗い粒子の
パターンになります。これらのパラメータにはランダムな値を使用し、次で説明するグラ
デーション表示ストリップの一番上で左ドラッグすると変化します。
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 一番上のストリップは組み合わされた設定の結果を表示します。真ん中のストリップで
グラデーションを構成している色を指定又は編集します。ストリップ幅に沿って色の位置
を定めるには、ノード（上に三角がのった小さな四角い機能）を使用します。

 
カラーノードはカラーストリップの下に表れる領域内をクリックすると追加されます。範
囲を定義するためには、希望するだけノードを追加する、または単に常に存在する２つ
（固定された最初と最後のノード）を使うことができます。追加されたノードは新しい位
置に左ドラッグしてグラデーションを編集することができます。もしくは、ノードの左ま
たは右を右クリックすると選択されたノードがその位置に飛びます。

 

 

カラーストリップのすぐ上には別のコントロール領域があり、また別の三角の機能が含ま
  れています。これらがグラデーションバイアスコントロールです。

 
デフォルトでバイアスコントロールは任意の２つのノード間の真ん中に存在します。それ
を左又は右にドラッグすると、ノード間の色補間が偏ります。色の移り変わりがどちらか
１つのノードの方に偏って歪みます。バイアスコントロール領域を右クリックして選択し
たコントロールを新しい位置に飛ばすこともできます。バイアスコントロールをノードの
近くに動かすと、その場所の色のグラデーションはとてもはっきりと定義されています。
バイアスコントロールを右クリックするとセンターオプションが与えられます。選択した
場合、選択されたコントロールは２つのノード間の真ん中になります。

 
ノードにも右クリックするとポップアップされるコンテキストメニューがあります。その
中のオプションには削除（ノード）と、色と関係したいくつかの項目が含まれます。選択
されたノードを前景色又は背景色に設定するために前景色又は背景色を選ぶか、TVPアニ
メーション 7の画面上の任意の場所から色を選べるように色を選ぶかすることができます
。

アルファストリップの説明をする前にそれらはノードのコンテキストメニューのオプショ
ンと大きく関連しているため、パネルの一番下のボタンについて説明しましょう。
 

 

この削除ボタンは現在選択されているノードを削除します。その隣には３つの色置き場と
それに合ったチェックボックスがあります。３つのボックスのうちの１つを選択すると、
隣の色選択を使用するために現在のノードを設定します。これらは左から色、前景色、背
景色です。このオプションで使用される色は、まず色置き場をクリックしそれから色を選
択するという通常の方法でインターフェースから選ばれたカスタムの色です。
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最後に説明するコントロール領域はアルファ表示ストリップです。カラーストリップのよ
うにノードとバイアスコントロールがありますが、この場合領域内の位置でグラデーショ
ンの透明度を設定します。アルファコントロール設定の効果は結果表示ストリップに表さ
れている格子縞模様で表示されています。

 

アルファノードを選択すると、パネル一番下のカラーコントロールが削除され、アルファ
値フィールドとミニスライダーに入れ変わります。あるいは、ノードを右クリックすると
削除（ノード）とアルファ設定オプションがある小さなコンテキストメニューが開きます

 。

第 8  章色の管理 J8-15





第 9  章アニメーションとエフェクトの管理

第 9  章アニメーションとエフェクトの管理

デッサンとペイント機能に加えて、TVPアニメーション 7は何よりもまずアニメーション
プログラムです。（TVPアニメーション 7の観点から言えば、手描き、レンダリングされ
た３Dアニメーション、又はビデオ映像でさえ、どんなモーションシーケンスもアニメー
ションシーケンスであるということを憶えておいてください。）

 

その上、静止画とアニメーションのシーケンスの両方を向上させるために大量の強力なデ
ジタルエフェクトが提供されています。このチャプターでは、TVPアニメーション 7の重
要な機能のいくつかをまとめています。それらのほとんどは今までの章で既にある程度詳
しく説明されています。ここでは強力なアニメーション能力を提供するためにそれらがど
のように連携するのかを説明します。第 2章で少し触れたライトテーブルとその重要な
キーフレーム概念についても詳しく説明していきます。
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また、TVPアニメーション 7のエフェクトも紹介します。それはアニメーションに貢献し
、アニメーション化されることもできます。たいていの場合、個々のエフェクトとフィル
ターはこの後のチャプターのコンテキストで説明しますが、ここでは基本的な実施と使い

 方の概念を説明します。

9.1. アニメーション環境

9.1.1. 基本的な作業概念

TVPアニメーション 7のアニメーション環境の重要な要素のほとんどは既に見てきました
。第２章及び第 3章では、素早く連続で表示される画像フレームのシーケンスであるアニ
メーションの性質について説明しました。主に画像をペイント又は読み込みできるフレー
ムのシーケンス（空であろうがなかろうか）である、アニメーションレイヤータイプに
よってこれらの概念をどのように処理するかについて説明しました。反対に画像レイヤー
は全体的なアニメーションプロジェクトの一部であろうがなかろうが、静的な要素に貢献
するためのみになります。

 

 

レイヤーパネルではこれらのレイヤーのタイムライン概観とその関連を、第 6章で説明し
た種々のツールと共に提供されています。プロジェクトウィンドウ（第 3章）は現在のタ
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イムポジションのカレントフレームを表示し、プロジェクトプロパティ（第 4章）が代わ
りに、ビデオ表示形式（「第 11章：ビデオとキーイング」で詳しく説明）に関連した々
なインタレースフィールドの問題と共に解像度とフレームレートの問題を支配します。
第３章ではプロジェクトプレビューについて説明しました。プロジェクトプレビューでは
モーションテストのためにアニメーションプロジェクトを柔軟に再生することができます
。ライトテーブルについてもさっと触れましたが、このチャプターで詳しく説明していき
ます。第５章では TVPアニメーション 7プロジェクトファイルの性質と使い方、そして
メディアファイルの読み込みと書き出しについても見てきました。

 
まず、アニメーションを作成するには、新規プロジェクトを開きます（もちろんシーケン
スやアニメーションを読み込むこともできますが）。デフォルトでは新規プロジェクトは
、デフォルトグローバルタイムの開始点 0にある１フレームからなる１つのレイヤーを含
みます。

デフォルトレイヤーは画像レイヤーです。

 

画像レイヤーのコンテンツをどれだけ長く表示しても、何も動かなければ、それはアニ
メーションだとは考えられません。アニメーションに変換するか、その種の別のレイヤー
を追加する必要があります。レイヤーパネルでは両方の可能性が提供されています。今の
ところは、単にタイムラインウィンドウでデフォルトレイヤーを右クリックし、コンテキ
ストメニューからアニメーションレイヤーにするを選択します。

 
フレームの追加
 

今、レイヤーはアニメーションレイヤーになりましたが、まだ長さは１フレーム分です。
そして空っぽです。そこで選択です。中に何かをペイントし、それから新しい長さにレイ
ヤーをストレッチする。又は、レイヤーをまずストレッチしてから何かをペイントする。
その操作順で大きく違います。
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（レイヤーハンドルのひとつ、この場合大体は後の方をドラッグして）レイヤーをスト
レッチするとき、オプションのストレッチモードが提供されます。ちょっとしたプロジェ
クトに適用するとして、レイヤーにコンテンツが既にある場合は、そのフレームを繰り返
することができます。これによって新しいもの全てにそのコンテンツがコピーされます。
又は空のフレームを追加を選ぶことができます。（もちろんフレームが空の場合も同じ選
択が可能ですが、ソースフレームが空の場合は繰り返しではその利点を失うことになりま

  す。）

 
（あるいは、タイムラインウィンドウのコンテキストメニュー内のフレームの追加又はフ
レームの複製の項目、又は相当する画像メニューの項目を使用してカレントレイヤーにフ
レームを追加することができます。）

 
デッサンツール、フレーム、レイヤー

数段落以上の余裕があるならデッサン方法を述べることもできたのですが・・・。このマ
ニュアルの第 7章では 50ページ以上を割いて、TVPアニメーション 7で簡単に利用でき
るデッサンとペイントツールについて説明しましたので、ここで全部はもう繰り返しませ
ん。しかし TVPアニメーション 7で効率よく作業する手助けとなるいくつかの基本につ
いて触れておきます。
 

アニメーションレイヤーの各フレームは、パラパラ漫画のページ又は映画用フィルムのス
プロケットフレームに似て、独立しています。レイヤー内で選択されたフレームは、レイ
ヤー内やレイヤー間、又はプロジェクトからプロジェクトへカット、コピー、ペーストす
ることさえできます。必要に応じて、空のフレームをレイヤーに挿入、付加（またはプリ
ペンド）することができます。

レイヤーパネルはこれらの制御をしますが、多くの標準ショートカットキー（Ctrl + c、
Ctrl + v、Ctrl + x、そしてUndo用 Ctrl + zでさえ）も使用できます。
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カットとペースト操作（その他の目的も同様）のためのフレーム選択は、第 6章で説明さ
れているように、レイヤーの下のローカルタイムスケール内でマウスをドラッグして行わ
れます。
 

面白いことに、デッサンツールは最後のストロークを記憶しているので、ストロークをや
め、Undo（又は u か Ctrl + zを押す）をクリック、それから Enter（再適用）を押して同じ
ストロークをフレームの選択範囲に再適用します。そうする前にブラシ又はツールの設定
と色を編集することさえできます。これには相当の実験が必要です。
 

 見落としてはいけないのはアニメーションブラシで、エフェクト Stack又は単にデッサン
ツールの再適用（Enterキーを使う）を使って、複数フレームのコンテンツを連続した選
択されたフレーム（第 2章）にペイントすることができます。
 

レイヤー使用の概念
 

TVPアニメーション 7の無制限３２ビットレイヤーは、アニメーションの全く異なる要素
 をそれぞれ独立して数々の方法で扱って操作することが可能となっています。

 
 

例えば、１つの画像レイヤー内の１つのフレームを上のアニメーションレイヤー内で描か
れた前景動作のための静止背景として使用することができます。画像レイヤーを適切な長
さに手動でストレッチしたり、その代わり単にレイヤーのループモードを有効にして背景
画像を無制限に画面上に置いたりすることができます。
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また、TVPアニメーション 7のレイヤーは一番上が優先で、レイヤーのコンテンツの前後
を入れ替えるために（レイヤーパネル内のアイコンをドラッグして）順番を変更できるこ
とを思い出してください。そしてもちろんレイヤーの透明度が、下のほうのレイヤーが上
のほうのレイヤーの不透明なピクセルを通して表示されるかどうかを決定する役目を果た
します。同様にレイヤー（とフレーム）の選択は必要に合わせてアニメーションの個々の
要素を編集するために、画像処理エフェクトや他のフィルターと関連して使用することが
できます。
 

時間がもちろんアニメーションの重要な特徴です。TVPアニメーション 7では、レイヤー
パネルのタイムラインウィンドウの中でレイヤー全体を左右にスライドして、他のレイ
ヤーやプロジェクト自体に相対してタイミングを調整することができます。レイヤーの実
行時間の編集や、又はその他の目的のために、（フレーム間の補正－第 6章－のあるなし
に関わらず）レイヤーのストレッチや短縮をすることもできます。
アニメーションの視覚化
 

“ ”任意の時点で、プロジェクトウィンドウはアニメーションの タイムスライス を表示しま
す。プロジェクトウィンドウ、レイヤーパネル、又はリモートコントロールタイムスケー
ルの中で左ドラッグするか、カーソル（矢印）キーを使ってフレームをスクラブ再生する

  ことができます。
 

プロジェクトウィンドウの表示は順に様々な設定によって支配されています。第３章の表
示設定、レイヤーパネル（第 6章）の可視度コラムコントロール。プロジェクトの全て、
又は他を隠しながら孤立した要素のみを見るための様々な便利な方法を与えるように、こ
れらの設定は連動します。

もちろんモーションプレビューはきわめて重要で、第 3章で詳細は前述しました（しかし
、様々なホストシステムの限界に適応するため、プレビューのプレイバックフレームレー
トはプロジェクトフレームレートと異なることがあるということは憶えておいてくださ
い）。しかし特に手描きアニメーションの骨の折れる性質を考慮に入れると、TVPアニ
メーション 7のライトテーブルは非常に有用なものです。それでは詳細を見ていきましょ
う。
 

9.2 ライトテーブル
 

ライトテーブルはアニメーションとグラフィックデザインの世界では良く知られたツール
で、TVPアニメーション 7では素晴らしい多機能対応のものが提供されています。ライト
テーブル機能はプロジェクトウィンドウに、数々の連続したアニメーションフレームのコ

 ンテンツを同時に表示します。
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アニメーターはカレントフレームの作業中に彩飾された前後のフレームを便利な動作の参
照とてして使用することができます。ライトテーブルは、TVPアニメーション 7のタイム
ラインに沿ってカレントフレームから外側に数えて 21フレームまで、前後両方向に 10フ
レームずつ彩飾することができます。数々のフレームからの画像が彩飾されて（ディスプ
レイで見えて）いますが、実際にはカレントフレームのみ編集可能です。

9.2.1 ライトテーブル：プロジェクトメニューオプション

TVPアニメーション 7のメインメニューオプションのプロジェクト> ライトテーブル> 前
方／後方で、ライトテーブルが有効のフレームを彩飾する方法を変更します。デフォルト
設定は後方です。そのモードでは、彩飾されたフレームは（現在のタイムラインフレーム
から遠さで）それぞれ順番に後方に表示されます。前方が選択されている場合、彩飾され
たフレームはカレントフレームの上の層に置かれて表示されます。

9.2.2 ライトテーブル：レイヤーツール

 
 ライトテーブルはレイヤー毎に機能します。各アニメーションレイヤーにはそれぞれ独
自のライトテーブルツールが TVPアニメーション 7のレイヤーパネル内にあります（明
らかな理由で、画像レイヤーにはライトテーブルツールがありません。）。
任意のレイヤーのライトテーブルツール（LT）を左クリックすると、そのレイヤーだけの
ためのライトテーブルを有効にします。その機能は１つのレイヤーだけ、または複数のレ

 イヤーで有効にすることができます。ライトテーブルはレイヤーメニューの全て表示 > カ
レントレイヤーにある TVPアニメーション 7のグローバルレイヤー表示モードと共に、
レイヤーパネルの表示の状態を保持します。
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9.2.3 ライトテーブル：設定パネル

  

ライトテーブルのコントロールと設定は、TVPアニメーション 7のインターフェース全体
を通していくつかの便利な場所にあります。主なライトテーブルパネルは TVPアニメー
ション 7のメインツールバーの LTアイコン（上を参照）をクリックするか、レイヤーパ
ネルの LT機能を右クリックすると開きます。

 

 

 
 メモ：LTボタンはライトテーブルパネルの開閉のみを行います。（有効でも無効でも）
ツールの状態には何の効果もありません。

 
ライトテーブルパネルはグローバルライトテーブルのオプションを設定するために使用さ
れます。これらの設定は例外なく、LT設定が有効になっている各レイヤーに使用されま
す。パネルは LTツールがレイヤー用に既に有効になっている場合のみ、ライトテーブル
をオン/オフするために使用することができます。

 
 メモ：レイヤーの LTツールが有効の場合、LT設定パネルは機能の作動のために開いてい

る（又は TVPアニメーション 7ツールバーにあるメインの LTボタンが選択されている）
必要はありません。
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9.2.4 ライトテーブル：オプション

  レベルスライダー - スライダーは LT範囲前後に与えられているフレームを彩飾するため
に LTで使用されるレベルを設定します。レベル 100はアクティブなフレームの彩飾を最
大（グローバル設定の限界まで）に設定します。

  – 全て 前後全てのスライダーを全体的に有効又は無効にします。

 リンク- このボタンを選択するとレベルスライダーをリンクさせ、ひとつを調整すると隣
接のスライダーにも影響を与えます。

 LT  スパン -（0で表示されている）現在のタイムライン位置の前後 10フレームまで有効
にします。有効の場合、LTはアクティブなフレームを彩飾します。

  カラー - 前と次のカラースイッチと見本で、LT表示に含まれるフレームスパンに別々に
色合いをつけることができます。

  グローバルレベルスイッチ - Ltが達成できる彩飾の最大を制御します。既存の彩飾設定
を混乱させる必要なく、全体的なレベルで素早く調節できます。グローバルレベルスイッ
チを無効にすると、全てのレイヤーの LTが無効になります。別の言い方をすると、この
ボックスが明るくなっていないと、LTは作動しません。

  フロント - 選択されている際、アクティブな LTフレームはカレントフレームの上に載せ
られます。通常、カレントフレームから一番遠いフレームから（一時的に）下に描かれて

•置かれます。
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  最小化、最大化 - LT  設定パネルのコンパクト又は通常バージョンを表示します。

 9.2.5 コンパクト LTパネル

 コンパクト LT設定パネルでは、フルバージョンのほとんどの機能が提供されていますが
、画面上でのスペースが小さくなります。そのコントロールはフルバージョンと同じ方法
で機能します。

9.3 エフェクトとプラグイン
 

TVPアニメーション 7は主にデッサン、ペイント、アニメーションのプログラムですが、
それに関する多くのツールも提供しています。これらによって、アーティストやアニメー
ターは画像を作成、管理するだけではなく、様々な方法（かすかなものや極端なものな
で）で編集して向上することができます。
 

本来合成プログラムではありませんが、TVPアニメーション 7では合成ツールも提供され
ています。そしては本来ファイルユーティリティではないけれども、強力な変換ツールも
提供されています。さらに、大まかにはエフェクトのカテゴリーに入る豊富な画像操作
ツールも備えています。
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9.3.1 エフェクトのカテゴリー概要

 このマニュアルでグループとして取り扱われるものとしてモーションエフェクト (第 20
章)があります。これらとアニメーションプログラムとの関係は、画像をプロジェクトへ
の追加移動（又は、既存の画像をアニメーション化するために移動）と大きく関係するの
でより明らかです。キーフレーマーやパスレコーダーはこのカテゴリーに入ります。
TVPアニメーション 7の数々のエフェクトのいくつかは、第１２章で説明する画像処理の
種類のものです。ほとんどの場合、これらは既存プロジェクト画像の色特性を何らか方法
で変更します。

 
その他いくつかのエフェクトもモーションエフェクトと共に含まれることができますが、
最も一般的なアプリケーションは、第 11章の一部としてキーイングエフェクト（他の状
況では、画像処理エフェクトとしても考えられる）と共に説明されるビデオユーティリ
ティグループの方によりよく合わせます。２つの Stabilizationエフェクトはこのクラスで
はトランジションや雑多なビデオ関連フィルターと共にひとまとめにされます。

9.3.2 TVPアニメーション 7的なエフェクトの適用

詳細については後ほど説明しますが、手短に言えば、TVPアニメーション 7においてエ
フェクトは、レイヤー内のフレーム、またはフレームの選択を選択し、その範囲を選択さ
れたエフェクト（数多くの変化に富む設定が通常与えられる）で処理することで適用され
ます。アニメーションプログラムに期待するような、ほとんど全てのエフェクト設定はア
ニメーション化が可能です。つまり、その数値は時間とともに自由に変更することができ
ます。

 

この方法でのエフェクト設定を変えるためのメカニズムはキーフレームです。基本的に、
キーフレームは TVPアニメーション 7のタイムスケールに関連する時間のある時点に
（設定のための）一定の値を固定します。少なくとも２つのキーフレームがエフェクトの
パラメータ用に存在し、キーフレーム値が異なる場合は常に、エフェクトが適用される際
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、TVPアニメーション 7では２つのキーフレーム間の値を補間します。これは TVPアニ
メーション 7において重要な概念で、ここから何行かを割いて説明します。
 

エフェクトの適用について、TVPアニメーション 7の新ユーザーが困惑しそうなことを片
付けましょう。以前経験がある有名なエフェクトや合成プログラムとこの作業に準拠する
ものと思っている方がかなりいるのではないでしょうか。

WYSIWIG (What You See is What You Get：(見たとおりのものが結果に反映される)アプ
ローチ

 “そのような合成専門のアプリケーションでは comp” “、 stack” “、 build” “又は flow”を用意す
るのが慣習です。言葉は換わっても、これらの表現は全て、これらのプログラムのプロ
ジェクトは作業中のどの時点においても、適用しようとする設定の集まりであって、実際
に行われている作業ではないという事実を示唆しています。様々なエフェクト（タイミン
グ要素や様々な設定の全てと共に）とソースメディアファイルへのリンクはプレビュー、
アニメーション、又は静止画として表示するために使用されます。レンダリング（ソ－ス
メディアに設定したエフェクトを適用）をする時のみ、何かが実際に製作されるのです。

このアプローチにはいくつかの利点がありますが、これらのアプリケーションの中には、
エフェクトの生成や合成装置として便利であるのと同程度に、TVPアニメーション 7流の
目覚しいデッサンやペイント能力を持つほどのものはないは便利ではないという事を指摘
する必要もないでしょう。このままでも多目的ですが、TVPアニメーション 7は本来エ
フェクトアプリケーションではありません。TVPアニメーション 7のインタラクティブな
感覚と鋭敏なデッサン能力の核心は、TVPアニメーション 7での作業の際にフルサイズで
且つリアルタイムで、実際に画像の作成や更新が行われるという事実です。エフェクトが
適用される場合にも同じことが言えます。
 

作業工程のその他の注意点

 

お好みであれば、FX Stackを使って１回の操作で 1連のエフェクトを適用することができ
、一旦それらを適用すると、それらは実際に適用されます。それ以上のレンダリングは必
要ありません。明らかにこれは小さいプレビューで作業しているのとは別で、エフェクト
で作業する時には異なる作業工程が必要になります。変更や、試してみるレイヤーの複製
を使用するにはUndoできますが、レンダリングにはApply FX Stackボタンを考えてみて
ください。

 
同様に、プロジェクトファイルを保存するとき、プロジェクトプロパティーと共にプロ
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ジェクトレイヤー構成を保存しているのですが、苦労してそこに至り、画像に適用したエ
フェクト設定はわざわざ保存はされません。これらの設定を後の使用のために保存するに
は、代わりに FX Stackのビンを使用します。

9.3.3 エフェクト対プラグイン

 

TVPアニメーション 7の前バージョンとは違い、今のメインメニューには以前フィルター
と呼ばれていたものに関連する２つの項目、エフェクトメニューとプラグインメニューが
あります。

 
前身では各フィルターが１つずつ別々に適用される必要がありました。フィルターにはい
くつかの種類がありました。（プログラム固有の部分の）統合フィルター、第 3者のプラ
グイン、ハードウェア関連プラグイン、外部フィルターがありました。さらに複雑なもの
はそれぞれ独自のインターフェースが提供されていました。

 
エフェクトメニューとそれに関連する FX Stackパネルはそれら全部を変更します。多数の
新機能、エフェクト、機能性と共に、エフェクトを 1つ、又は大量に適用する方法が提供

“されています。既存のフィルターのほとんどは the stack”で使用するために書き直され
（そして向上され）ています。TVPアニメーション 7の重要な FX Stackの詳細については
この後で説明します。

 
TVPアニメーション 7が第 3者のフィルターを使ってこれらを活用する方法を（、それら
の開発者が新しい形式に移すのを待って）提供しないのであれば情けないことでしょう。
プラグインメニューへ入ってみてください。それは、これら外部と第 3者のフィルターと
共に、その他いくつかの古いエフェクトとフィルターのホームになっています。（プラグ
インメニューから開くと、フィルターとエフェクトは古いバージョンの方法で適用され、
それら独自のインターフェースパネルを自由に使用することができます。）TVPアニメー
ション 7と一緒に含まれている個々のプラグインについては、このマニュアルで最も関連
しているエフェクトと共に説明されています。
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9.3.4 エフェクトメニュー
 

エフェクトメニューは FX Stack対応の全ての TVPアニメーション 7エフェクトを、Stack
独自のエフェクトを追加メニューで整理する同じグループ内でリストアップします。しか
し、エフェクトメニューの上部の２項目は特別です。
 

Multiple/Simple Effects項目では、プラグインが適用されるように１つのエフェクトを制御
して FX Stackが作動するのか、又は連続エフェクトを適用する（言わば画像のバッチ処
理）ために使用したいのかを決定します。
 

Simple Effectにチェックがされている場合、メニューから行われた後に続くエフェクト選
択は、Stackに既に存在するエフェクトの場所を侵害する結果になります。Multiple Effects
が選択されている場合、後の追加は Stackパネルに既にリストされているものの上に表示
されます。
 

このメニュー内で行うことができるその他全ての選択は Effect Stackパネルに複製されて
いるので、それらについてはその項目下で説明します。

9.4 エフェクトと FX Stack

 

 

FX Stackパネルはいくつかの方法で開くことができます。上に表されているメインツール
バー内のアイコンボタンを使うか、パネルメニューでの項目を使うことができます。

 
また、Effectsメニューからエフェクトを選択すると、（画面上にない場合は、）そのエ
フェクトが Stackパネルに追加されて開かれます。（パネルが Simpleモードの場合、新し
く追加されたフィルターが Stack内にすでに存在するものと置き換わります。）
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9.4.1 エフェクト Stackの利点

いくつかのフィルターが TVPアニメーション 7のその他の場所、特にメインパネルにあ
る機能を複製していることに気付くのではないでしょうか。例えば、メインパネルの
Wrapツールとエフェクトメニューの Perspective: 4 Pointエフェクトは実際同じ結果をもた

 らします。しかし、この一見した冗長性には訳があります。
エフェクトとして適用されると、設定は時間とともに変わるキーフレーム化されることが
できます。メインパネルツール使っては、これはできません。Effect Stackでは別の利点も
提供されています。フィルターリストへの便利なアクセスのために開いたままにしておく
ことができますが、それだけではありません。1度のレンダリング処理で複数のフィル
ターの連続適用ができ、フィルター設定はお互いに関連させることができます。

 
例えば、Drop Shadowフィルターの方向は、同じ Effect Stackで先にリストされていた
Bevelフィルターの相当する設定から導くことができます。方向の設定を時間とともにア
ニメーション化すると、光源が動いているようなリアルな効果を簡単に付加して、自動的
に両方のフィルターに影響します。下の例では、Background Generatorエフェクトを使っ
て、グラデーションされた背景も同時に追加されています。

 

 

もう１つの利点：stackの各エフェクトは、プロジェクトレイヤー、カスタムブラシ、他
フィルターの出力、又は他のプロジェクトからの異なるソース画像上に描くことができま
す。個々のフィルターの設定や stack全体はすぐに呼び出せるように Binに保存すること
ができます。
 

FX Stackの基本機能を説明するために簡単な例を使ってみましょう。しかし、まずはエ
フェクトはカレントフレーム、又は選択された範囲のフレームに適用されることを憶えて
置いてください。フレーム選択は第 6章で説明したようにレイヤーパネルで行われます。
基本的にレイヤーパネルでは、レイヤーの下のローカルタイムスケール内を左ドラッグし
てフレーム範囲を選択します。次に説明する Effect Stackもまた画像ソースを処理するよ
う指示するコントロールが提供されています。
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9.4.2 Stackヘッダーツール
 

もう一度、例を使って Stackツールを説明していきます。

パネルの左上にあるAdd Effectドロップダウンメニューでは、使用可能な全てのエフェク
ト（又は少なくとも stackに対応しているもの全て）をリストアップしています。ぼかし
グループから Center Blurエフェクトを追加するために使用しました。

 

次はオプションメニューで、Options、Reset All、Delete Allの選択肢が提供されています。

Reset Allは全てのキーフレームを削除し、Stackリスト内のエフェクト全ての可変パラ
メータのためのデフォルト値に戻します。Delete Allはそのウィンドウから全てのエフェ
クト入力を削除します。
  

 

FX Stackの Binメニューはとても重要です。そこでAddを選択すると、各入力用の全キー
フレーム設定を完備した現在の Stack Listを、別の機会に素早く呼び出すために内部プリ
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セットリストへ記憶します（Binファイルにはファイル名の拡張子「.bin」がついていま
す）。読み込みと書き出しでは代わりの Binが独自のファイル名で保存され、再読み込み
や共有することが可能になります。最新の Binは便宜上メニューの一番下にリストされま
す。
FX Stackパネル自体の残りは驚くほど簡単です。Depth （前/後）と閉じるツールは予想通
り右上にあり、パネルは下の境界線をドラッグして垂直方向にサイズ変更することができ
ます。右側のスクロールバーで、必要に応じて Stack Effects Listをパンすることができま
す。

 

 

パネルの一番下には大きなApply FX Stackボタンがあります。クリックすると、リストに
ある全ての有効なエフェクトをカレントレイヤー選択にある各フレームにレンダリングさ
れます。

 
プレビューボタンには２つ以上の用途があります。恐らくはご想像通り、有効の場合はカ
レントフレーム上のエフェクトのプレビューを小さなサムネイルのプレビューではなく、
プロジェクトウィンドウ内にフルサイズで表示します。

 
しかしこれ以上に多くのエフェクトでは、多くのエフェクトパラメータをインタラクティ
ブに設定できるようにプロジェクトウィンドウ上のオーバーレイとして表示される TVP
アニメーション 7の強力なHUD（Heads Up Display：情報投影装置）も有効となります。

9.4.3 分割プレビュー

バージョン 1.2では、FX Stackフッターに新しいプレビューメニューが追加されています
“ ” “ ”。この機能でプロジェクトウィンドウを 適用前 と 適用後 の画像に分割することができ

ます。（当然、マスターのプレビュースイッチがプレビューを表示するかどうかを制御し
続けます。）
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このメニューを使って、プロジェクトウィンドウの Left、Right、Top又は Bottomの４種
類から（FX Stackで有効なエフェクトの）結果を選んでプレビュー表示することができま
す。下の例はモザイクと色調節操作の画像への結果をディスプレイ上部でプレビュー表示
しています。下部では未処理の画像が表示され続けます。

  

 プレビューはHUD “ ” “コントロールを表示すると憶えておいてください。 適用前 と 適用
”後 の領域に分ける細い赤線は、アクティブな画像領域の外でマウスをその上で動かして

有効（かつ強調表示）にします。これで２つの領域の境界を相互対応式に定義することが
できます。
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9.4.4 エフェクト StackプレビューとHUD

 

TVPアニメーション 7のHUDは（TVPアニメーション 7「蜃気楼」という名前のプログ
ラムにふさわしく）、コントロールツールから Stack エフェクト tリスト内の項目のエ
フェクト設定へ数値を設定する多機能オーバーレイです。

 
１つ以上の（有効な）エフェクトがリストにある場合、プレビューでは組み合わされた結
果を表示します。しかしありがたいことに、HUDは Stackリスト内の（１つの）現在選択
されたエフェクトと関連するコントロールツールのみを表示します。上の画像ではいくつ
かの lコントロールが表示されています。
 

白い円状のコントロールには２つの小さな赤いハンドルが左右にあります。どちらかひと
つをドラッグすると、エフェクトの半径設定が調節されます。

円の中心には、ドラッグすることでぼかしの起点のXとY座標の位置を変更することが
できる、別の機能があります。

プレビューでは時間上のある時点（つまりカレントフレーム）でのエフェクト Stackのそ
のままの結果を表示していることも思い出してください。プロジェクト内の他のタイムポ
ジションにおいて他の値で固定するために、キーフレームを全く設定しない場合は、この
値の組み合わせが選択されたフレーム範囲全体を通して一定して適用されます。
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しかしこの場合、よく見てみるとプレビューの左下まで細い線が引かれています。その角
に２つ目（実際にはこのエフェクトの１つ目のキーフレーム）のキーフレームを設定しま
した。エフェクトが画像の詳細が完全にぼやけさせるしっかりと集中されたぼかしから蓮
の花が外側へ揺らめくようなぼかしとなるような２つのキーフレームでの半径値と起点と
なっています。

 
２つのキーフレームはHUD内に小さな四角で印されています。編集目的ではいくつかの
方法で移動することができますが、その代わりにプロジェクトウィンドウ内で直接クリッ
クして選択するほうがとても便利です。プロジェクトのカレントフレームは、新しいタイ
ムポジションを表示するために状況に応じて更新されます。
 

前述のように、他のHUD機能も必要に応じて提供されています。これらについては様々
なエフェクトと関連する後のチャプターで説明されています。

  メモ：エフェクトを（編集目的のために）現在選択されているものにするには、そのタ
イトルバーをクリックします。エフェクトがリスト内で現在の選択されている場合、その
コントロールパネルはリストの他の項目より薄く書かれています。

 
FX Stackの入力で一般的なコントロールと機能を続けて見ていく前に、TVPアニメーショ
ン 7でのキーフレームの使い方について見直しましょう。

9.5 キーフレームでの作業

キーフレームについてはこのチャプターの前の方だけではなく、すでに第 2章やレイヤー
パネルのタイムラインコントロールの内容（第 6章）の中でも出てきました。本来どのよ
うにキーフレームが時間における特定位置の特定値へ調整可能な設定（又はいくつかのそ

  ういった設定）を固定するかが説明されていきました。

 
 *メモ：オプション設定は厳密にはパラメータと呼ぶことができます。そしてパラメータ
は同様にエフェクト、ツール、色の値、透明度等の特質をコントロールします。全てのパ
ラメータが時間とともに変化（アニメーション化）できるというわけではありませんが、
ほとんどのものについては可能です。

エアブラシの力のようにいくつかは、例えばタッチペンをどれくらい強く押すかという
ユーザーの入力に応じてダイナミックに変えることができます。他のものは時間のある位
置に適用する値を設定するためにキーフレーム化されなければいけません。不定のパラ
メータは、アニメーション化可能、キーフレーム化可能、又は単に不定などの様々な名前
で呼ばれます。
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上の Center Blurの例では、XとY位置と半径用に異なる値を固定するために２つのキーフ
レーム（キーフレームはシーケンスの最初と最後となっています）が使用されています。

 
もちろん、エフェクトはキーフレームを全く設定せずに適用することができます。この場
合、エフェクトを適用する際、（エフェクト数値フィールドに入力された、又はHUDコ
ントロールツールを使って設定された）設定は選択されたフレームの範囲全体を通して変
化することなくに適用されます。
 

キーフレームの作成

しかし時間とともにエフェクトのパラメータを変化させるためには、最低２つのキーフ
レームが必要とされます。TVPアニメーション 7ではエフェクトの設定パネルの Create 
Keyボタンをクリックして、エフェクトパラメータ用のキーフレームを設定します。

 

最初、現在のタイムライン位置での設定のためのキーフレームが存在しない場合、これら
のボタンはパラメータ値フィールドの隣に C （作成）として表示されます。１回クリック
すると、そのタイムポジションでその値でキーフレームを設定し、ボタンは強調表示され
たD（削除）に変わります。
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TVPアニメーション 7では多くの良質なモーション関連の特徴や機能が提供されています
。そのいくつかには（キーフレーマーなど）TVPアニメーション 7のエフェクトとしてエ
フェクト Stack内に独自のコントロールパネルとともに与えられています。その他のもの
（Path Recorder、Pixel Tracker、そして Path Manager）は、エフェクトのコントロールパネ
ル内に時折特別出演で、エフェクト Stackのツールメニュー内のユーティリティとして表
示されます。
 

TVPアニメーション 7のモーション志向の特徴は部分的（おそらくは排他的ではなく）に
ビデオ作業志向で、ビデオとキーイング（第 11章で説明）用に与えられています。残り
はここで説明されています。

（本章では FX Stackとキーフレームに関する多くの参照が記述されています。それらの概
念にまだ精通していない場合は、続ける前に第 9章を読んでおくとよいでしょう。）

10.2 TVPアニメーション 7のモーションパス

本章で説明されている 4つの主要な機能の全てはいずれにせよモーションパスに関連して
います。モーションパスはアニメーション化されたエフェクトのモーションに関連する
キーフレーム値（X、Y、そして Z軸、回転値、タッチペン変数など）の全てのまとまり
からなる１つの存在であると考えられます。
 

モーションパスには特定のデッサンツール（色、エアブラシ設定などのもの）に関連した
情報は含まれません。従って、モーションパスを作成し読み込んだ後、（Stabilization
フィルタへの情報の提供など、）数多くの別のデッサン処理やその他のものにもそれを適
用することができます。

10.3 モーションパスの管理

TVPアニメーション 7での作業中に数々の違ったモーションパスを作成し、作業すること
が可能です。例えば、同じコントロールパネル内で 1つのモーションパスを特定のパラ
メータへ、別のパスを違う設定へ割り振ることもできます。

任意のコントロールパネル設定に値を与えるためにモーションパスツール（Pixel Tracker
や Path Recorderなど）を使う場合、その派生した数値がその設定のキーフレーム値となり
ます。新規モーションパスを作成し上書きされるまでカレントのモーションパスがメモ
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リーに保存されますが、たとえそれが起こっても設定のキーフレーム値は安全です。その
前の動作を侵害することなく、他の設定用のキーフレーム値を導くためにモーションパス
ツールを安全に呼び出すことができます。

10.3.1 パスビン

しかし、様々な理由から、その最初のパスを保存しておきたくなるかもしれません。以前
のバージョンではこの目的のために Pixel Tracker、キーフレーマー、そして Path Recorder
がありました。TVPアニメーション 7では、ツールメニュー内のパスビン項目がこの役目
を果たします。
 
 
 

TVPアニメーション 7のツールの 1つを使ってモーションパスを作成し（て、次のものを
作成する前に）た場合、カレントのパスのコピーを保存するためにツールメニューからの
ビンへ追加のコマンドを使うことができます。そうした場合、そのパス用に名前を与える
ように促されます。後で、それに続く作業の中でも、パスビンからコピーを使って名前に
よってそのモーションパスを呼び出すことができます。

 
ツールメニューの同じ位置に、パスマネージャを見つけることができます。ここではモー
ションパスでの作業のための拡張ツールが与えられています。
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10.3.2 パスマネージャ
 

パスマネージャパネルでは、管理、標準、スムーズの 3つのタブが用意されています。以
下のリストはそれぞれのタブ内のユーティリティの概説となっています。

パスマネージャ：管理

 

 
 
• パスメニュー：カレントのモーションパスのリストから選択します。

• リネーム：カレントパスの名前を変更します。

• コピー：カレントパスをコピーします。（新規パスを既存のパスの上に配置します。）

• 反転：最初の位置が最後に来る（またはその逆）ように、モーションを反転します

• 削除：リスト（やビン）からパスを取り除きます。

パスマネージャ：標準

 

パス 1-4：利用可能なものから 4つのパスを選択し、その時点のパスそれぞれの数値から
導かれた平均にキーフレーム値を調節するために標準パスを適用をクリックします。

パスマネージャ：スムーズ
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• パス（メニュー）：このドロップダウンメニューから選択されたパスのキーフレーム値
に平滑アルゴリズムを適用します。

·  スムーズ（数値）：モーションパスへ適用されるスムーズのレベルはスムーズフィール
ド内の数値によって決定されます。スムーズパスで適用します。
 

10.4 モーションパスの作成

 
TVPアニメーション 7においてモーションパスは数え切れないほどの使い方があり、様々
な方法で作成する（または導く）ことができます。

Pixel Trackerで作成されたモーションパスについて述べる場合は「導く」が全くもって正
しい用語でしょう。その他のモーションパスは、デッサンツール（Path Recorderでの場合
のように）でのインタラクティブな作業、又はキーフレーマーとともにHUDのコント
ロールツールを通しての作業においても、ユーザーによって自由に作成することができま
す。
 

ここまで述べられたモーションツールの中で、キーフレーマーはモーションパスを作成で
きるだけでなく、画像にそれらを適用できるという点で独特のものとなっています。この
点において、それはAutoPaintエフェクトのようなもので、この後のモーションパスの適
用の項目下で説明されています。

10.4.1 Pixel Tracker
 

Pixel Trackerは FX Stackのツールメニュー（ほとんどの TVPアニメーション 7のエフェク
トのコントロールパネル内に表示されています）の多目的な特徴です。Pixel Trackerを
使って、アニメーションやビデオシーケンスの過程で変化する際の個別のピクセルの動き
を正確に追っていくことができます。Pixel Trackerで作成されたモーションパスは様々な
エフェクトのキーフレーム用の値を自動的に設定するために使用することができます。

ツールメニューの Pixel Trackerを呼び出して、そのツール独自のコントロールパネルを開
きます。
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ツールタイトルバー

 いくつかのエフェクトではモーションパスへリンクする 2つ以上のパラメータが用意され
ています。例えば、Stabilization: 1 Pointでは 2つの異なるモーションパス（1つは起点用
、もう 1つは目的場所用）を使うことができます。従って、いくつかのエフェクトコント
ロールパネルには 2つ以上のツールメニューがあります。Pixel Trackerなどのモーション
パスツールを呼び出す際、ツールのタイトルバーには、どのエフェクトのどの特定の設定
がツールの現在の呼び出しからの値を導いているのかの情報が見られます。
Pixel Trackerパネル

 
下に表示されている Pixel Trackerパネルは 5つの部分（ソース設定、参照設定、許容設定
、そして下部に 2つの動作ボタンが付属の拡大領域）に分けることができます。
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これらの部分それぞれに与えられているコントロールと設定を個別にみていきましょう。

 
Pixel Tracker:ソース設定

 

 
 

 レイヤー：カレントレイヤー、カレントのプロジェクトウィンドウ表示、または他のプ
ロジェクトレイヤーを含むリストの中から名前によって選んで、どのレイヤーをトラック
するのかを選択します。

 
イン：デフォルトでは、カレントレイヤー内のフレームの全範囲でトラッカーは作動しま
す。このボタンは現在のタイムライン位置を開始点として特定するために使用することが
できます。
アウト：上記と同様で、このボタンで、異なる最終フレームがトラッキング目的のために
使用できます。
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Pixel Tracker:参照設定

 

 

Pixel Trackerパネルの次の部分は指定されたフレーム範囲を通してツールがトレースを試
みる参照領域を定義することに関連しています。下の段落でその設定が説明されています
。
 

参照X/Y：これらのフィールドでは、フレーム範囲を通してトラックされるソースピクセ
ル領域の中心を設定し、かつ（又は）表示することができます。通常は数値入力よりもイ
ンタラクティブなトラッカー指定オプションを使うことになります。

 
参照幅/高さ：これらの値でトラックされるピクセルの限界を定義します。ここで大きい
数値を設定すると検索時間が長くなります。

 
トラック幅/高さ：どのトラッカーで参照ピクセルの検索できるかの限界を制御します。

 
トラッカー指定：プロジェクトウィンドウの上の 3つの設定のエフェクトを表示するイン
タラクティブな表示をオンにします。設定の調節のためのこの表示の使い方は、後に続く
段落内で説明されています。

 
Pixel Tracker: 許容設定

 

パネル内の次は、トラッカーの検索基準と許容要因に関連する設定です。

 参照：与えられているオプションは静的と動的です。静的が選択されている場合トラッ
カーは、比較基準として最初のフレームからの参照ピクセル領域を常に使用します。動的
モードでは、その前のフレームから最適なものを使って、トラッキング際に動的に参照を
更新します。
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チャンネル：オプションとして RGBA、赤、緑、青、アルファ、ルマ、彩度があります。
トラッカーがピクセル値の調査を指定されたチャンネル内のみに限定します。
 

精度：トラッカーのピクセル比較機能の許容範囲を制御します。
 

トラッカーの拡大ウィンドウは参照限度の選択の際に、大きな助けとなります。下の画像
で分かるように、2つの四角形輪郭に囲まれた細い十字線はトラッカー指定ボタンを押す
とカレントフレーム上に表示されます。（定義された検索範囲の最初のフレームからトラ
キングを開始したいので、参照領域を定義する前にそこへカレントフレーム位置を設定し
ます。
 

そしてトラッカーを指定をクリックし、プロジェクトウィンドウ内でマウスをドラッグし
て十字線をトラック用の適切なピクセルの中心へおくように探します。

 

 

最後に拡大ウィンドウの下のトラックボタンをクリックし、モーションパスを作成するよ
うにフレーム範囲でトラッカーがスキャンを開始するよう指示します。（設定が検索基準
としてどの程度うまく機能しているかを見るために進行状況を見ることができ、必要であ
れば Escキーを押してトラッキング作業を中止し、修正することができます。
 

逆トラックボタンはトラッキング機能を反転させ、フレームを逆順でスキャンすることが
できます。

メモ：以前、Pixel Trackerは独立したフィルターで統合されたファイルメニューがありま
した。TVPアニメーション 7では、パス記憶は異なって扱われます。その詳細に関しては
、前のパスビンを扱っている項目を参照して下さい。
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10.4.2 パスレコーダー

TVPアニメーション 7のパスレコーダーはモーションパスを手動で描く方法が与えられて
います。これはプロジェクトウィンドウ内でできます。パスは様々な方法で適用すること
ができ、おそらく最も一般的な使い方は（例えば、時間とともにサインが手書きで書かれ
るアニメーションシーケンスの作成に使われる）AutoPaintエフェクトに関連しています
。

 

 

パスレコーダーパネルはその同じ名前の FX Stackのツールメニューコマンドを呼び出すと
開きます。（AutoPaintが非常に頻繁にパスレコーダーとともに使用されるので、そのコ
ントロールパネルには独自のレコードボタンがあり、パスレコーダーパネル内のものと同
じ働きをします。）

 
使い方は非常に簡単です。レコードをクリックし、プロジェクトウィンドウ内で描画しま
す。（レコードをクリックしたときにどのメインメニューでのデッサン方法が選択されて
いても、ツールでは手書きデッサンモードを使います。）レコードボタンが明るい色の停
止ボタンに変わります。

 

 

停止ボタンが明るい間は、好きなだけ自由に描くことができます。描画を止めて、プロ
ジェクトウィンドウの新しい領域へ移動して続ける（タブレットがお好きな方は、タッチ
ペンを上げて、また開始する）ことも可能です。

 
TVPアニメーション 7では自動的に作成されたモーションパスのキーフレームをその場合
に指定された範囲に合わせるため、レコードをクリックする前にフレームの範囲を選択し
ておくと良いでしょう。
 

前述のように、AutoPaintエフェクトのコンとトールパネル内にあるレコードボタンは、
先ほどの説明と全く同じように作動します。
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10.5 モーションパスの適用
 

モーションパスを作成したら、それを使って何ができるでしょうか。TVPアニメーション
7ではモーションパスから導かれた値を様々な方法で使用することができます。モーショ
ンパスと Stabilizationエフェクトの組み合わせは非常に便利で、第 11章のビデオとキーイ
ングで説明されています。

 

 

おそらくさらに一般的には、モーションパスは位置情報や他の値をそれらが利用できるパ
ラメータへ供給するために使われます。例を挙げるには数があまりにも多すぎます。独自
のモーションパスユーティリティが付属した FX Stackのツールメニューが鏡面、Plasma、
そしてライティングエフェクトなどの多くのエフェクト内（見ないような場所でも）で
ポップアップします。
 

モーションパスデータを使用するエフェクトの中でも最も重要なものは、キーフレーマー
とAutoPaintエフェクトです。これらについては TVPアニメーション 7でモーションパス
の適用の例としてみていきます。

10.6 AutoPaint

このエフェクトは以前、Stroke Recorder,というその全能力を表現しきれていない名前で知
られていました。AutoPaintでは、独自のパネル内のレコード機能を直接使って記録され
た、又は TVPアニメーション 7のツールを使って他の方法で導かれたモーションパスに
沿って（様々な方法で）ペイントを塗っていきます。
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アニメーション化されたサインやデッサン、又はさらに手の込んだ創作の作成に簡単に使
用することができます。

 

 AutoPaintでは、パスレコーダーによって供給されたモーションパスデータ（他の方法に
よって作成されたパスも同様です）が最大限に利用されます。XやY位置の値は、レコー
ドを使っての直接作成、ツールニューのパスビンからの読み込み、同じ Stack内の他のエ
フェクトからのコピーが可能です。

 

 
 

 (一度割り当てられた)パスのキーフレームはコントロールパネル内またはHUD内でイン
タラクティブに、プロジェクトウィンドウ上でオーバーレイされたキーフレームノードを

 ドラッグすること調整することができます。各ノードが直線、スプラインまたはスムー
ズモードを使用して隣接しているパスを補間するように設定することができます。

 
アニメーションの全体的な進行が速度プロフィールによってさらに変更されたことを思い

 出してください。 (速度における作業の情報については、第 9章の小見出しのエフェクト
コントロールパネルを参照してください。)
 

Drawチェックボックスは、マウスボタンがあるキーフレームで押されているか(または、
タッチペンがタブレットに触れているか)どうかを示します。それがチェックされている
場合、エフェクトが適用される際に描画か起こります。それがキーフレームで明るく表示
されていない場合、そこで描画は起こりません。これはアーティストが描き続ける前に位
置を変えるためにページからツールを持ち上げると起こるギャップをまねています。

 
Preserve Timingスイッチはタッチペンを持ち上げる時間帯に関連しています。スイッチは
（よくアニメーションの本来の見栄えを高めるために使われる）非描画時間において、
TVPアニメーション 7が相対的な経過時間を守るように強制します。
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AutoPaintとグラフィックタブレット
 

パスの一部として記録されているグラフィックスタブレットでの描画によって供給された
微妙なフィードバックさえ適用することができます。

そのために与えられた三角形のツールを使用してコントロールパネルのタブレット部を拡
張させると、タブレット入力装置によって与えられている Pressure、Altitude、Azimuth、
および Finger Wheelデータの有効や無効にするためにスイッチを見ることができます

 
ストロークモード

 
StrokeメニューではAutoPaintが適用時にデッサンツールをページに適用することができ

 るオプションの方法が適用されています。選択肢は、Normalと、Sizeと、Fullと Lastで
す。

 
以下のイラストは、様々なモードの適用時の結果を示しています。いずれの場合も、モー
ションパスは同じでした。フレームは 25フレームのアニメーションシーケンスのうちの 8
、16、および 24のフレームでの指定された Stroke  モードの結果を示しています。参照目
的のために、各フレームを背景に線で接合した点によってソースのモーションパスのキー
フレームが表示されています。
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Normalモードが使用されているとき、ストロークはツールの後にインクまたはペイント
の後を残すように、次第に画面に描かれているように見えます。

 

Sizeモードはおもしろい結果を生みます。それはある点まではNormalモードのように働
 きます。ある数のキーフレームがストロークの間に過ぎると、最初のストロークは消さ

れます。これが起こる前にキーフレームカウントを規制する Size値を指定します。表示さ
れる際、その効果は彗星的な効果から何かむしろ皆さんよくご存知の「シャクトリムシ」

 の進行のようなものに至ります。

 
Fullモードは、選択されたフレーム範囲全体を通してモーションパス全体を書き込みなが
ら(もちろん任意の現在のデッサンツール設定を守りながら)全体のストロークを各フレー
ムに描きます。

 
Lastモードを使用する際、選択範囲を通してフレームからフレームまでAutoPaintが進行
するにつれて、カレントのキーフレーム位置に単にカレントのブラシをおろします。その
結果、最後のブラシ位置だけが任意の時点でシーケンスの進行中に見られます。
最後のAutoPaint  設定はノイズフィールドです。この値で、時として完全過ぎるパソコン
を使用したデッサンの改良が時には可能なモーションパスのランダムな摂動の値を定義す
ることができます。
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10.7 キーフレーマー
 

キーフレーマーは、ほぼ間違いなく TVPアニメーション 7の最も強力なモーションパス
ツールでしょう。モーションパスを作成、編集、そして適用するためにそれを使用するこ
とができます。もちろん、他のメンバーの TVPアニメーション 7のモーションツールを
使用して作成されたモーションパスと共に使用することができます。また、キーフレー
マーは 3本の軸上での回転の制御を提供する唯一のモーションツールです。モーションは
プロジェクト内の様々なソース、
 

および様々な適用モードを使用して既存の画像へ追加された結果に適用することができま
す。

10.7.1 モーションパスオプション
 

他のモーションエフェクトのように、キーフレーマーには Stackのツールメニューが提供
されています。実際、それは Position、およびピボットの横のキーフレーマーのコント
ロールパネル内の 2つの場所に急に出現します。前述のように、このメニューでは（独自
の能力を使用してモーションパスの作成と割り当てのために使用可能な)Pixel Trackerと
Path Recorderユーティリティへの直接アクセスが与えられています。
 

位置データは、ツール内の Stackリストからコピー機能を使用して、同じ Stack内の別の
エフェクトの相当する値に固定することができます。また、また、モーションパスの読み
込みと書き出しのためにそのメニュー内のビンへ追加とパスビンからコピー機能を使うこ
とができます。パスマネージャではまた、本章の前の部分で説明されているように、いく
らかの役に立つツールを追加されています。

 
 メモ：ツールメニュー内のパスビンは(モーションパスだけではなく、モーションパスと

同様にすべての設定も記憶する)FXビンとは異なっています。

10.7.2 モーションパスの作成
 

その代わりに、キーフレーマーでは独自の強力なモーションパス作成ツールが提供されて
います。
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コントロールパネルには、エフェクトタイトルバーに見られる Speedプロファイルコント
ロールとスイッチに加えて、Positionと Renderの 2つのタブ表示パネルがあります。
(Speedプロファイルに関する情報については第 9章の小見出しのエフェクトコントロール
パネルを参照してください)

 

プレビューがパネルの下部で有効のとき、両方のパネルから組み合わせた設定の結果がプ
ロジェクトウィンドウで見ることができます。好ましくない場合には、その近くの 2番目
のスイッチでHUDをオフにします。
 

しかしながら、モーションパスを作成するために Positionタブでの設定と提携してHUD
を使用することが多くなるでしょう。様々なキーフレームのパラメータインタラクティブ
にを設定するために使用するキーフレーマーのHUDコントロールツールを見ていきま
しょう。

 
メモ：(コントロールパネルかHUDを使用して)いくつかの設定を調整し、問題の設定の
横の Cボタン(作成キー)をクリックして、まずキーフレームを作成せずに、それらを適用
すると、その設定が選択されたフレーム範囲内で全体で適用されるということを覚えてい

 てください。同様に、単一のキーフレームはそれ自体では効果がなく、（時間とともに
変化する）任意の設定をアニメーション化するためには、最低 2つのキーフレームが設定
されている必要があります。
 

下における画像では、キーフレーマーによって与えられたHUDオーバーレイとコント
ロールツールが見られます。

 
考慮すべき 4つのコントロールツールがあります。この時点の割り当てられたソース(こ
の場合HPB設定 0、0、0である Custom Brush)のピボット点(このあと説明)が小さい緑色
のボックスです。この緑色のボックスに付随していて、現在位置でのキーフレームを示し
ている赤いボックスが見えることもあるでしょう。
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3つの有色のベクトルがピボットから外側に広がっていています。緑色のベクトルは、上
向きに上昇して、ピッチを設定します。赤い左右方向のベクトルはヘディングを表し、青
の斜めのベクトルはバンクを制御します。
 

(厳密に言うと、調整されても外観は変わらないので、ベクトル自体は実際にそれらのパ
ラメータを表しません。)
 

また、プロジェクトウィンドウ内でXとY座標を変えることでソース対象の位置を変え
ることができます。ピボット点(デフォルトで中心に置かれている)をクリック＆ドラッグ
して行います。
 

コントロールパネルでの設定を使用して、ピボット点はソースに関連して移動することも
できます。これで、まるで異なったハンドルで回転の中心の変更やソース対象の回転が可
能となります。例えば、回転するコインのようにヘディングで回転するよりも、ドアが蝶
番の周りで回転するようにソースを揺らすことができます。

10.7.3 回転の概念
 

ヘディング、ピッチ、およびバンク(HPB)値の概念がよく分からないかもしれませんので
、ここで少しそれらについて説明しましょう。
 

3Dモーションに関連してX（Xは左右の軸）、Y（上下）、および Z（視聴者に向けて、
または離れての次元を表すと考えられる）軸を使用するのが通例です。使用される場合も
ありますが、回転に適用される場合において、これらの概念はそれほどよく変換されませ
ん。
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例えば、X軸上での簡単な回転は容易に理解することができます。しかし、数本の軸が
いったんかかわると、それはまったく別の話となります。例えば、Y軸に適用された 90
回転はローカルのX軸(ソース)をマイナスの Z方向に回転させる効果があります突然、ど
の軸がどの回転を制御しているのを説明するのが難しくなります。

 
XYZ参照を使用して、これらの奇妙さの原因の説明をする方法はありますが、TVPアニ
メーション 7ははるかに簡単なアプローチを取ります。それは、便利にもほとんどの 3D
アニメータにとって身近なヘディング、ピッチ、およびバンクです。

 
以下のイラストは、これらの用語のそれぞれの意味を示しています。(航空の分野からの
用語であると認識されるかもしれません)。

 
ソース画像を航空機であると思ってください。アーティストとして、あなたはコントロー
ルタワーの位置にいます。飛行機にそれが向かっている方向を変えると命令する場合は、
ヘディングを変えます。
方向転換の途中に、片側かもう片方へバンク(機体と進行方向に関連して翼を傾ける)する
ことになります。下るように命令すると、機首を下向きに旋回しながら機体のピッチが変
化します。

 
 この用法は、複雑な操縦中に事態を整然と保つのに役立ちます。前の変更への心配なし
に機体の姿勢を容易に調整することができます。ピッチとヘディングは両方ともに地上に
関連した位置を示し、バンクが機体（ローカル軸）に関連しています。

 (ただ回転値は進行方向（動き）ではなく、位置を制御することを覚えていてください)
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ヘディング、ピッチ、およびバンクの概念の理解を確認するために、いくつかの異なった
角度から対象を見てみましょう。

 
HPB回転軸

 

ヘディングはピボット点を通して垂直な角度で固定の基底面から上昇するベクトルに関す
る回転です。正のヘディング値は画面上の理論上の位置から見られるように反時計回りに
ソースの飛行機を回転させます。他の 2本の軸における回転はヘディングに影響しません
。

 
 ピッチはソースの飛行機に対して垂直にピボット点を通して基底面 (赤で表示)とベクトル

間の角度を計ります。他の 2本の軸における回転はピッチに全く影響がありません。
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.
 
バンクは、固定した基底の参照には基づいていませんが、ソースへ局所的です。ソースの
画像の飛行機に対して垂直なピボット点を貫くベクトルの周りで回転していると見ること
ができます。

10.7.4 HUDの使用

 
それでは、以前のキーフレームを使用してモーションパスやHUDコントロールを作成す
るテーマへ戻りましょう。プレビューとHUDが FX Stackフッターで有効である状態で、
ソースをプロジェクトウィンドウ内の新しい位置にドラッグします。(ピボット点の小さ

 い緑色のノードを左ボタンでドラッグします。 Shiftを押した状態で垂直にドラッグする
と Z軸の設定を変更します。)

 

 上の例で、フレーム 0(カレントフレーム)で、(コントロールパネルの Cボタンをクリック
して)Positionキーフレームを作成して、その時点に適切にソースブラシを固定しました。
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次に、カレント位置を短いアニメーションレイヤーの最後のフレームに進めました。ソー
スのピボット点を(HUD内でドラッグして)動かすと、その位置で新規キーフレームが自動
的に作成されました。新しいHUDキーフレームマーカーがこれを示すために画像内に現
れます。
 

それらの間の別のフレームへ移動して、これらの 2つの間の別のキーフレームを加えま
しょう。
  

 

方向において急激な変化を作るよりは、真ん中のノードを通って曲がって欲しいとします
。

 
この場合以下で示される通り、キーフレーマーのコントロールパネル内にある Position用
の補間モードのスイッチをスプラインへ変えなければなりません。(もう片方のオプショ
ンのスムーズも同様に作動しますが、結果のカーブに関しては制御できません。)

 
 

そして、キーフレーマーはそのノードを通り抜けながらモーションパスが計算される方法
 を変えます。プレビューは新しいパスを表示するために更新され、対応するノードが選

択される場合、HUDではスプラインハンドルが与えられます。これらはHUD内に黄色い
接線のベクトルとして示されます。

スプラインハンドルの端をドラッグすると、正確な制御を可能にしながらカーブの性質が
変更されます。1つのスプラインハンドルをドラッグすると、通常はノードの反対側のも
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のにも影響します。移動の間、Shiftを押さえながらスプラインの片端を操作することがで
きます。(正常な機能性を回復するには、Shiftキーなしで単にハンドルもう一度ドラッグ
します。)

 

メモ：現在公開のバージョンでは、HUD内で回転を調整することができません。代わり
にキーフレーマーのコントロールパネル内の適切なスライダーがこの目的を果たします
。)

以下の画像では、ヘディングとピッチだけを変更した結果が表示されています。

  

 
 キーフレームのパラメータを編集するためには、まずはそれを選択してカレントフレー
ムにしなければなりません。

 
いくつかの方法でそうすることができます。タイムライン上での移動、レイヤーパネルの
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タイムラインキーフレーム表示上にあるその典型の+サインのクリック、またはプロジェ
クトウィンドウ内でのノードのクリック(プレビューとHUDが有効の場合)があります。

 
お好みであれば、複数のキーフレームを選択するオプションがあります。これまでの章で
説明してきたように、タイムラインツールを使用して、または単にHUD内のキーフレー
ムの周りに選択領域をドラッグすることで、これが可能です。
同時に複数のキーフレームを選択して編集するのは可能ですが、既存のキーフレームのほ
うが優位です。

3つのキーフレームノードを複数選択し、次にカレントもののピッチを調整すると仮定し
ます。既にそれらの位置において、またはそれを超えてピッチ用のキーフレーム化された
値がない場合は、もう片方の選択されたノードが新しい値をとります。またこの場合にお
いても、キーフレームはすべての選択された位置においてではなく、

カレントのもののみにおいて設定されるということに注意することが重要です。

 
同時にそのグループの位置を変える目的のためにノードを複数選択できるということは特
に役に立ちます。左ボタンでドラッグすることで、そうすることができます。Z軸の位置
を変更するために、もう一度、Shiftキーを押した状態で、垂直にドラッグします。サイズ
、幅、および高さの値は必要に応じてキーフレーマーのコントロールパネル内で設定され
ます

 
位置変数

Positionとピボット設定の両方のための補間とツールメニューがコントロールパネルの
Positionタブで与えられています。これまでにXとY 位置設定には慣れているはずですが
、Z値に関して気付いておくべきことがいくつかあります。

一見したところでは、Z設定は（Size  パラメータ、幅、高さパラメータのように）同じ結
果を与えているように見えるかもしれません。しかしながら、これには目に映る以上のも
のがあります。後者とは違って Z軸の設定には、移動の計算時に全体像を模倣しようとす
るモーションパスに代わるエフェクトがあります。
 

10.7.5 回転変数

 
 H、P、および Bそれぞれのための設定グループがあります。その各々にAlignボタン、
角度と回転フィールド、どちらかの側に次／前ツールがあるキーフレーム C/D(作成と削
除)ボタンがあります。
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Alignを有効にすると、同じパスに沿って飛行機を操縦する場合の飛行機の自動操縦装置
とちょうど同じように、キーフレーマーにソースの回転をパスに整列させてAngleと
Rotationフィールドはくつがえされます。これらのボタンは各設定（ヘディング、ピッチ
、およびバンク）において独立した動作を取ります。有効の場合、その軸に設定したどの
回転キーフレームも無視されます。
 

角度フィールドはカレントフレームで角度を設定します。あるフレームで 0度のヘディン
グ、および次のフレームで 45度にブラシをキーフレーム化すると、ブラシはそれらの間
を動きながら 45度を通って回転します。
 

代わりに、360度で 2番目のキーフレームを設定すると、以下の回転フィールドが 2番目
のキーフレーム位置で（その軸におけるちょうど 1回転を反映して）1に変わります。単

 に手動で１と入力しても同じことが達成できます。 2を入力するとソースはちょうど 2回
転して、上の角度値でもう一度終わります。

 
Sizeを固定チェックボックスは、幅と高さへの調整が元のソース割合に合うように規制し
ます。

10.7.6 レンダリング設定

エフェクト用のソースは与えられたメニューを使用することで設定されます。そのオプ
ションは前の章で詳細に説明されています。レイヤー、表示、カスタムブラシ、キーフ
レーマーを使用する他の数多くのものをアニメーション化することができます。

この領域には 2つの新しいメニューの Pre Behaviorと Post Behaviorがあることに注意して
ください。レイヤーとアニメーションブラシからの連続したフレームがソースとして使用
される際、これらのオプションはエフェクト用のフレーム選択がソースシーケンスの長さ
を超えると何が起こるかを命令します。隣接しているオフセット値では指定されたソース
シーケンス内での開始位置(キーフレーマーで使用)を変更することができます。
 ソースのように、Blend Modeについては以前に説明しました。これらがキーフレーマー
の出力が既存の画像にペイントされる方法を制御します。近くの透明度フィールドはキー
フレーム化することができます。Fillスイッチは、エフェクト設定が既にそうしない出力
をもたらす場合にフレームを埋めるための出力のタイリングのオンとオフを切り換えます
。
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10.7.7 モーションバー

 

 考慮すべき最後の領域はモーションぼかしグループです。(レンダリングパネル内で見当
たらない場合は、その名前の横の拡張ツールをクリックしてください。) (名前の横の)有
効と無効のスイッチにチェックが入っている場合、TVPアニメーション 7はソースの簡単
な反復と言うよりむしろ、モーションパスに沿って一種の軌跡を作成します。モーション
パスに沿ってソースのわずかにぼやけて徐々に透明なコピーをペーストすることで、こう
なります。

通常、モーションぼかしはソースモーションに続き、これはぼかしサイズが負であるとき
に起こります。この値はぼかしが現れる間にモーションパスに沿ってピクセルの範囲を決
定します。ぼかし Step  フィールドがいくつの (どれくらいのぼやけた)ソースの例がその範
囲内に現れるかを設定します。

 

  
両方の値はキーフレーム化されることができます。ソース画像をアニメーションの終わり
で静止させたい場合、ぼかしサイズを最後のキーフレームで 0まで減少させることによっ
てソースがその時点で止まるときに、モーションぼかしを消してしまうことができます。 
エフェクトの適用時に、アンチエイリアシングスイッチはギザギザ感を減らすための縁の
スムーズ化のオンとオフをを切り換えます。
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ビデオを扱うのは、ヒドラ(多頭の怪物)を扱っているようなものです。お住まいの、そし
 て働いている (または、作品を配信する)場所によって、ビデオ形式の多様性（アナログ、

デジタル、PAL、NTSC、SECAM、およびそのすべてに関してのその地域における種類）
に対処しなければならないかもしれません。それぞれには、特定の解像度に伴う独自の制
限と標準があります。

そして、4:3から 16:9(言うまでもなくDVDとVCDメディアに独特の比率です)までの画
像アスペクト比やピクセルアスペクト比（正方形から長方形のいくつかの種類、及び絶え
ず人気のあるアナモフィック・スクイーズの種類）の問題があります。

 

 

 

そして、フレームレートはどうでしょう。毎秒 24フレームの映画を 25または 29.97でビ
デオに変換するのに関わる非常に華麗な計算や、NTSCのドロップフレームと非ドロップ
フレームタイムコードのような風変わりな例を見落とすわけにはいきません。

まだインターレースとフィールドのテーマ全体についてまだ述べていませんでしたね。奇
数、偶数、上、下、Aと B、上方と下方、そしてプログレッシブなど・・・もう止めたく
なりますね。
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 頭がおかしくなりそうですね（もうなっているかもしれませんが）。かわいそうなアー
ティストは何をすべきなのでしょうか
 

ビデオのこれらの側面の全てを徹底的に説明するには多くの分量が必要となります。少な
くとも、お使いの設備のわかりづらい要件に関するわずかの知識はお持ちであると信じる
こととします。ですから、重要な基礎を扱っていくとしましょう。
 

本章では、TVPアニメーション 7のビデオ志向のツールを見ていきます。確かに、そのう
ちのいくつかには他の用途がありますが、主にこの分野で使用されます。本章で説明され
る項目は、2つの Stabilizationで与えられるもののようなビデオモーションエフェクトです
。また、波形プラグインなどのいくらかのビデオユーティリティも見ていきます。TVPア
ニメーション 7のトランジションエフェクトも説明されています。
 

フレームレート、フレーム、およびインターレースフィールドのちょっとした概観から始
めていきましょう。

11.1 フレーム、フィールド、およびフレームレート
 

映画やスライド投影機では、各ピクセルが同時に、画面(と目)に当たって、画像(または、
アニメーション)の完全なフレームを全体として同時に表示されます。しかしながら、大
衆のビデオ設定の大部分はこの限りではありません。これらでは事実上、目を効果的にだ
ますためのインターレースまたはフィールディング方式として知られるシステムを使用し
ます。
 

様々な国際的な形式や標準は横に置いておいて、ビデオ画像は通常、表示画面を横断する
電子ビームによって画面にペイントされると言ってもかまわないと言えます。この小さい
流れが、通り抜ける際にブラウン管の上の対応する蛍光体を作動させながら、画面の片側
からもう片側へ走り抜けていきます(プラズマ画面についての説明はここでは省きます)。
全体の画面を覆う(全体の画像を明らかにする)ために、次へ移動する前に 1本ずつのビデ
オ線を完成させながら、多くの水平な道筋を作ります。

 
当然、現実的な動きに適用するフレームレートを達成するために、装置は 1秒間に何回も
の作業を完遂します。この印象は、蛍光体が単に瞬かかずに即座にオフにならない事実に
よって強められます。蛍光体の持続性によって、少しの間は蛍光を発しつづけます。我々
自身の残像と相まって、（そこで起こっていることを見ることはできませんが）フレーム
シーケンス全体が目の前で組み合わされることができます。
このすべてでは、多くの熟成した技術を必要としています。定式化のころに、その公式に
さらに明らかな解像度と滑らかな動きを加えるためにさらにちょっとした巧妙な手口が技
術者によって用いられました。ビデオ線をインターレースさせることが、システム固有の
視覚的な持続性要素を利用した解決策でした。
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もちろんインターレースには別個の難点もあります。(現在、技術はゆっくりインター
レースから遠ざかりつつあり、(上から下への)プログレッシブスキャン機器と形式がより
一般的になっています。)

  

 

徐々に各ビデオ線を順番にペイントしていくというよりも、上から始めて１つずつ画面の
底に至るまで、電子銃は 2番目の線を飛ばして進みます。次に、底に至ると、再びすぐに
間の線のペイントが開始されます。

これは事実上、単一のフレームとして目には見えますが、(表示システムのハードウェア
内では)ビデオ画像が実際に 2つの異なった部分として扱われていることを意味します。
フレームは 2つのフィールドに細分化され、それぞれ元の画像の１つおきの線の組み合わ
せから成っています。

2つのフィールドは素早く連続して画面上でペイントされます。フィールドレート(順番に
各フィールドを表示する時間) は定義上、フレームレートの２倍です。NTSCビデオ形式
が広く使われている北アメリカでは、フレームレートは毎秒 29.97フレームです。これは
フィールドレート 59.94を決定しています。PALシ

ステムでは 25と 50のいくらか適切な値を使用します。ほぼ同時に画面上に表示すると、
2つのフィールドは 1つに見えますが、前述のように実際はそうではありません。

個別には、フィールドは上部フィールド、または下部フィールドとして考えられるかもし
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れません。上部フィールドは最初のビデオ線、そしてそれに続く 1つおきの線からの画像
データから構成されています。下部フィールドは 2番目の線、及びそれ以後の間に入る線
からのデータを保持します。

 (ビデオの分野では、奇数または偶数フィールドとして参照されることを見ることもよく
ありますが、この用語は決定的なものとを考えることはできません。いくつかの原典では
一番上のビデオ線がライン 1（したがって、奇数）、他のものはライン 0(表面上は偶数) 
であると考えられています。したがって、この用語体系では誤る傾向があるので、TVPア
ニメーション 7はで採用していません。)

11.2. TVPアニメーション 7でのビデオの管理

まだ、もう少し複雑なことを考慮してもらう必要があります。いくつかのビデオ標準が使
用されており、メディアで作業する多くの異なったシステムが存在しています。異なる
ファイル形式や機器のピクセルでの実際の解像度にも同様に差異があり、これらの要素全
てが、どのフィールドが順番の最初に来るのかに影響します。ここに全ての可能性を記載
するのは、不可能でしょう。

11.2.1. メディアの読み込みと書き出し
 

幸い、TVPアニメーション 7ではプログラム全体において、フィールドとアスペクト比の
オプションを含むプロジェクトとファイルパラメータを設定できる場所で、様々なアプリ
ケーションのための数多くのプリセットが提供されています。
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ターゲットの機器やメディア形式の要件に応じて必要があれば、デフォルトをくつがえす
ことができます。これらは他の章（特に第 4章と第 5章でファイルの読み込み、新規プロ
ジェクトの作成、プロジェクトの修正、及びメディアファイルの書き出しを説明した際）
で説明されています。

ビデオ標準と形式は(ほとんど異常なくらい)幅広く、作業中の映像のフィールド順を知っ
ていることが重要です。それを間違えると（誤ったフィールド順で読み込みや書き出しを
すると）、結果を表示する際に、インターレースのエラーが表示されるでしょう。TVPア
ニメーション 7のプリセットは手助けにはなりますが、非常に複雑であるため、書き直す
必要があるかもしれません。

11.2.2. 表示オプション

また、TVPアニメーション 7での作業中にどのようにビデオフィルムを表示させるかとい
う問題もあります。

 

（第 3章でプロジェクトウィンドウについて説明した際に）ウィンドウの下側の境界線に
B、1、および 2のボタンが含まれており、それによって個別の表示や、(読み込まれる順
番に対応して)1番目か 2番目のフィールド、又は両方の一緒に表示させることができます
。

11.2.3. ビデオグラバー

TVPアニメーション 7ではライブビデオを扱うための多くのユーティリティが提供されて
います。これらの特徴は主に、以下に表示されているビデオグラバーパネルを使用して制
御や設定されます。
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パネルはメニュー項目のパネル>ビデオグラバーパネル、またはプロジェクトウィンドウ
の右下の小さいVツールを右クリックで開きます。(左ボタンで同じボタンをクリックす
ると、第三者的機器からのライブビデオをプロジェクトウィンドウの上にオーバーレイす
る効果があります。)

ビデオ入力とビデオ出力という名前が付いた 2つのタブ付きのサブパネルが主体となって
います。

ビデオ入力

 
 

パネルの上部では第三者的ビデオハードウェアに関連した設定が用意されています(イン
ストールされた機器に関連していない設定は薄く表示されているかもしれません)。サ

 ポートされた第三者的ビデオ機器 (IEEE1394機器を含む)を選ぶにはデバイスメニューを
使用します。
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入力選択項では、2つ以上与えられている(NewTekのVY2やVY3システムなどの)利用可
能な機器用の入力を選ぶことができます。フォーマット設定ではサポートされたビデオの
色のプロトコルが循環します。設定ボタンをクリックすると、PALやNTSCビデオでの作
業かどうかを指定することができる小さいポップアップメニューが開きます。

 

下側の枠には多くの小さいプレビュー枠(メインのプロジェクトウィンドウのビデオオー
バーレイを有効にしたくない場合に便利です)、他のコントロールと設定が含まれていま
す。

 ミックスでは、有効の場合、TVPアニメーション 7プロジェクトのコンテンツとビデオ
のオーバーレイとの融合を制御します。(このレベルは表示目的のみで、外部の機器を通
してのビデオ出力での取り込んだビデオフレームや TVPアニメーション 7グラフィック
スのオーバーレイの透明度には影響しないことに注意してください。)

適用レイヤードロップダウンメニューには、2  つのオプションがあります。カレントレイ
ヤーで新しくグラブされたフレームを現在選択された TVPアニメーション 7のレイヤー
にペーストします(レイヤーが画像レイヤーである場合、新規フレーム.を収容するために
アニメーションレイヤーに変換されます)。新規では入力をグラブを押すたびに新規の
TVPアニメーション 7のレイヤーが作成されます。

長さフィールドとスライダーで指定されたレイヤーにペーストされるグラブされたフレー
ムのコピーの数を決定します。5のデフォルト値は、グラブされた(静止)画像のコピー 5
部が与えられることを意味しています。

フィールドメニューは、フレームグラバーによってインターレースされるビデオフィール
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ドがどのように扱われるかを決定します。そのままでは両方のフィールドを使用して新規
フレームを作成し、奇数や偶数ではプロジェクト解像度に合わせるよう必要に応じて垂直
にスケーリングして、1つだけのビデオフィールドを用います。ミックスは必要があれば
インターレース点滅を減少させる非インターレース画像に役に立ちます(同じ章内での別
の非インターレースオプションのためのビデオユーティリティの説明下でのフィックス
モーションを参照ください。) 。予想通り、入力をグラブでそれを行います。

ビデオ出力

 

2番目のタブパネルはビデオ出力という名前です。有効は(外部ビデオハードウェアを通し
ての出力用の)オンとオフの切り替えスイッチです。リフレッシュが（有効と一緒に）
チェックされているとき、作業するにつれてリアルタイムでビデオ出力上に TVPアニ
メーション 7ペイント経過をサポートされた機器で表示します。(無効の場合、ペイント
を止めるたびに外付けの機器での表示が更新されます。)
透明度を記憶している TVPアニメーション 7出力をオーバーレイするために、いくつか
の機器ではキーヤースイッチが必要です。フィットは、その時のプロジェクトサイズから
の TVPアニメーション 7の出力をビデオ表示ハードウェアに適切な解像度にスケールし
ようと試みます。

 これらの機能の全てが全てのサポートされたハードウェアにおいて利用可能ではない (い
くつかの機器では同じレベルの機能性を得るためにそれらを使用する必要がない)という
ことに注意してください。詳細に関しては、次の小見出しと付録を参照ください。

11.2.4. 外部ビデオハードウェア
 

TVPアニメーション 7では、多くの人気のあるプロフェッショナルなノンリニアのビデオ
編集システムに関連しているビデオディスプレイとキャプチャーボードを含む第三者の
ハードウェアを広範囲にサポートしています。現在のサポートは、Matrox™  、 NewTek™

 、 DPS™  、 OHCI準拠、IEEE1394などのシステムに及んでいます。

TVPアニメーション 7によって提供されているサポートのレベルはインストールされた
ハードウェアの能力によって異なります。TVPアニメーション 7プロジェクトウィンドウ
上の機器からのビデオのオーバーレイやビデオからのフレームのグラブ、機器の出力を通
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しての TVPアニメーション 7のプレビューの表示、さらに外部ハードウェアを通してビ
デオ上に直接 TVPアニメーション 7グラフィックスをキーイングすることも可能である
かもしれません。

サポートされた機器とそれぞれで利用可能な特徴に関する全リストに関しては付録を参照
してください。.

11.2.5. ビデオ用のオーディオ

TVPアニメーション 7では、(WAVE、QuicktimeR、および.AVIを含む)サポートされた
ファイル形式からのオーディオの読み込みや再生が可能です。オーディオの使い方は既に
、レイヤーパネルに関連して第 6章で、またファイルの管理において第 5章で説明されて
います。)

11.2.6. 3:2 プルダウン

一般的な質問は、フィルムレート(24fps)画像(通常インターレースよりもプログレッシブ
スキャン画像として扱わる)のNTSCの 29.97fpsレートでインターレースされたビデオ
フィルムへの変換に関連しています。変換の構造上、この操作は「3:2プルダウン」とし

 ばしば呼ばれます。以下の用法で TVPアニメーション 7はそれに対応しています。

 
ソースと目的基準

ソース画像は毎秒 24フレームで作成されています。このシーケンスは、新規レイヤータ
ブを使用して既存の TVPアニメーション 7プロジェクトに読み込まれる必要があります
。目的のプロジェクトは、毎秒 30フレームのフレームレートで、インターレース
（フィールド）される必要があります。
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読み込みパネル設定

読み込みパネル（ファイルメニュー）の下部で、プロジェクトフレームレートにストレッ
チをオンに、タイム補間をオフにします。変換を完了するために読み込みボタンをクリッ
クします。

11.3. ビデオモーションエフェクト

TVPアニメーション 7では一般的なビデオタスクに対処する手助けとなる多くのエフェク
トとユーティリティが供給されています(いくつかには他の適用もあります)。

 メモ：エフェクトについて述べる場合、FX Stackを使用して適用される特徴を意味して
います。対照的に、ユーティリティとしては(プラグインメニューからなどの)他の方法で
アクセスや適用された機能について言及しています。

11.3.1. Stabilization 1ポイント

Effectメニューのモーショングループの中に、このフィルタ(セットのような 2つ)は、主
としてビデオ場面から必要でないジッターや動きを取り除くために使用されます。それは
、水平そして(または)垂直に全体の画像面をフレームごとにパンする事で行われます。
 

オフセットの方向と大きさは 2点間の関係によって決定されます。起点と希望の目的用に
XとY座標を決定します。フィルタは必要に応じて起点が最終的に目的に一致するように
画像をパンします。
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 起点と目的ポイントはHUD内の名前の付いたコントロールに対応しています。いずれか
のボックスをチェックすると、マウスでドラッグしてインタラクティブに編集用に選択さ
れます。現在選択された項目は、少し大きいコントロールボックスとしてHUD内に表示
されます。
このように起点と目的用にXとY値を手動でキーフレーム化することが可能ですが、そ
うすると極端に長たらしくなるかもしれません。幸い、必要な値を引き出すために FX 
Stackツールを使用することができます。この目的において Pixel Trackerが見事に役立ち
ます。

元の位置からオフセットされた最終的な画像はしばしば、プロジェクトウィンドウの外に
パンされます。これは恐らくフレーム内にいくつかの空白の領域を残すことになります。
Fillオプションは（有効の場合）、ソース画像をタイル張りして作成された任意の透明な

 領域を上書きします。しかしほとんどの目的においては、このオプションをオフのまま
にすることになります。一般に、後でフレームから必要のない(透明な)領域を(手動で)切
り取るほうがよいでしょう。その後、切り取られたプロジェクトをオリジナルの解像度へ
容易に修正することができます。これでは少し詳細が失われますが、通常は向上した安定
性がその損失を埋め合わせます。
Stabilization: 1点を使用

 
簡単に、フィルタを使用するので、セグメントの最初のフレームを安定化させるために移
動ます。そして、起点の横のツールメニューボタンをクリックし、適度に際立ったピクセ
ルをトラッキングします。

これは Pixel Trackerから起点のXとY値までモーションパスを割り当てます。次に、起点
のXとYフィールドから開始値（のみ）を対応する目的フィールドへコピーします。最
後にフィルタの適用をクリックします。
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メモ: パスマネージャを使用して、Pixel Trackerによって導かれるモーションパスをスムー
ズにすることが役に立つかと思われます。代わりに、キーフレームの過度に密集したグ
ループにおけるいくつかのノードを削除し、FX Stackコントロールパネル内で残っている

 キーフレーム用にスプラインやスムーズモード補間に切り替えることができます。 (Pixel 
Trackerに関する詳細は第 10章を参照してください。)

11.3.2 Stabilization 2点

このフィルタはそれほど精密でない先ほど説明した Stabilization:1点のフィルタとほとん
ど同じ用法で

作動します。しかし、それはわずかにより複雑になってはいますが、実質的にさらに強力
となっています。
この場合、2番目の起点ポイントの座標は安定化のプロセスにおいて多大な意味がありま
す。フレームごとに基づいた 2ピクセル間の偏角と距離の両方について計算することで、
フィルタは修正に 2つの新しい要素（スケールと回転）を加えることができます。
 

 

まず回転を考えてみましょう。手元のビデオカメラから同じ距離にある 2つの杭の先など
の２つのピクセルを考えます。カメラを誤ってわずかに動かした場合、結果のビデオでは
2つのピクセル間に引かれた想像上の線の角度が変わってしまいます。もし、どの適度の
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角度の歪みがあるかを正確に測定できるのであれば、そのぎこちなさを補うように逆方向
に画像を動かし戻すことができます。回転スイッチが有効であれば 2点 Stabilizationフィ
ルタでまさしくそれが可能です。

同様にそのビデオ内の 2点は、おそらく激震の結果というよりは（最近はそうも言えませ
んが）、カメラを近づけたかレンズをズームさせたために、さらに遠く離れて動くことが
あります。この場合、フィルタはオプションでフレームを点の間の元の距離を維持するよ
うにスケールすることが可能です。
 

したがって、そのオプションの用法やトラッキング目的で起点の慎重な選択によって、
フィルタはビデオフィルムを悩ませる多くの安定性の問題を改善する能力を得ることがで
きます。

このフィルタの用法は、スケールと回転オプションを有効にするかどうか決めることは別
として、そのプロセスは実際にはさきほど説明された単一点フィルタの方法と同じです。
大きな違いはもちろん、1点ではなく 2つの起点でのモーションパスを特定しなければな
らないということです。

11.4. ビデオユーティリティ

11.4.1. フィックスモーションプラグイン

  

様々な目的のために（フィールドされた）ビデオ画像を非インターレース化することが時
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として望ましいことがあります。パソコンのモニターのようなプログレッシブスキャンシ
ステムの上で単一のフレームとして表示される場合、記録されるフィールド間の短い間隔
のモーションは、結果として独特の櫛のようなエフェクトになります。静止画からこのビ
デオの不可逆圧縮に伴う悪い副作用を排除する目的や他の理由にしても、この問題を解決
することになると思われます。

また時には、ビデオ用に書き出されたコンピュータで生成された画像(CG)は、非常に不快
な閃光(インターレース点滅と呼ばれることがある)を引き起こす場合があります。通常コ
ンピュータ画像はよりシャープで、テレビで表示される際に高度に解像された水平な画素
が閃光を発することがあります。

        Interlace Motion                        Duplicate                                  Mix

 

フィックスモーションは両方の状況において役立ちます。2つの方法のどちらかで、別々
にそれぞれのフィールドの線から画像データを扱います:。

ビデオ線の高さを倍にし、(いくらか画像解像度が失われながら)もう片方をフィールドを
完全に捨てて、1つのフィールド（奇数か偶数のオプション）をコピーすることができま
す。または(わずかに柔らかい画像をもたらす)補間結果を得るために、2つのフィールド
をミックス（合成）することができます。
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11.4.2. パターンプラグイン

 

 

このプラグインでは多くの標準ビデオテストパターンを、選択されたフレームへペイント
して生成します。Patternポップアップメニューでは後に続く表内で詳しく述べられるよう
に、いくつかのパターンが提供されています。

 
Bars 100        -  100%の彩度の 8色（白、黄、シアン、緑、深紅色、赤、青、そして黒）

Bars 75          -  75%の彩度における上記と同じテストパターン

Bars + Pluge  -  Bars 75のテストパターンに加えて Pluge領域（明るさとコントラストを調
整）
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Bars + Red     -  Bars 75のパターンと下部に 100%の赤のバンド
 
Bars + SMPTE  -  Bars 75のパターン SMPTEパターン
 
Gray Step 5     -  5列の灰色と白のステップバー

Gray Step 10   -  10列の灰色と白のステップバー

Gray Ramp     -  IRE（輝度）0から 100までの灰色の傾斜値

Video Legalizerプラグイン

 

放送ビデオ分野での信号色と輝度のための許容値おいて、定義された標準が存在していま
す。アメリカ合衆国において、これを書いている時点での範囲は、FCCの RS-170A信号
企画の一部です。（RS-170Aはビデオ信号の同時性の特性を指定し、画像品質などについ
ては全くありません。悪いビデオもある意味で正当であることもあります。)
 

Video Legalizerプラグインは安全でない色の値があるかを選択されたフレームで調べます
。輝度か彩度を減少させる（Reduceメニュー）ことによって標準に従うように不当なピ
クセルが修正されることができます。Gammaサイクルメニューでは、PALやNTSC標準
に準拠するようにピクセル特性を修正するために使用されるカーブを調整することができ
、または代わりに Linear補間を使用することができます。
Chromaと Composite設定は、それらの 2つの色の特性のための Tolerance範囲を決定しま
す。デフォルト値の 110IRE(Composite)、および 50IRE(Chroma)は RS-170A仕様に合致して
います。

 
強調表示しているマークピクセルは不当ピクセルを 0%不透明度で表示するので、それら
を通してプロジェクトウィンドウの背景色(または下側のレイヤー)を見ることができます
。マークは、プレビュー目的のためだけにあって、プレビューが有効の場合のみ作動しま
す。

J11-16  第 11   章 ビデオとキーイング



 第 11   章 ビデオとキーイング

波形プラグイン

 
 

波形プラグインでは、TVPアニメーション 7内で仮想の合成や構成の波形/ベクトルス
コープが提供されます。左上にあるポップアップメニューは、Composite WF、ベクトルス
コープ、または Component WFを選択するために使用されます。

右上のサイクルメニューでは、現在のモードに応じて、交互の信号表示が提供されます。
Composite WFモードで結合、または個別のYCモニタリングが可能で、Component WFで
はYUVと RGBの選択が提供されています。

75%か 100%の換算表でベクトルスコープを設定することができます。

Luminosity値で表示の明るさを調整することができ、Reticuleスイッチで各モード用の適
切な大きさのオーバーレイを切り換えます。

 
たいていの場合、製作の手助けとしてこの表示を単に使用しますが、他の目的のためにカ
レントフレームに適用することができます。透明オプションが選択される場合、適用をク
リックすると黒い背景は現れません。
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11.5. TVPアニメーション 7におけるキーイング
 

キーイングは、ユーザの定義可能な特性に基づくいくつかの画像要素の透明度を修正する
ためにアナログとデジタルの分野の両方で使用されるプロセスです。最もよく知られてい
る例としては恐らく、その設定での頻繁な使用のために時々「気象予報士エフェクト」と
呼ばれるクロマキーがあります。アニメーションを処理する様々な目的において、線画か
ら下層を取り除くことを含む他の無数の利用方法があります。

11.5.1. キーイングに関して

プロセスと基本概念のための名前は「キーカラー」の考えを中心にしています。典型的な
セットアップにおいて、カメラ対象は故意に前景には見られない色から成る背景に対して
置かれます。(結果の画像の)この独特な背景色がそのプロセスの鍵であることから、その
名前がキーカラーと呼ばれます。

元々、アナログ信号処理技術が結果の画像からのキーカラー全ての跡を、その場所に透明
に残しながら取り除くために使用されていました。これによって、元の場面の一部であっ
たという印象を与えるように透明な領域に表示されて、別の背景を代入するのはことが可
能になりました。したがって、気象予報士が地図の前の前に立ち、スーパーヒーローが宇
宙を飛んでいるように見えるわけです。デジタル技術は現在、ほとんどの製作後設定で使
用されています。そのプロセスは長年広く使われていたキーカラーからブルースクリーン
としばしば呼ばれています。今日では、キーカラーの緑色がより頻繁に使用されており、
時折さらに変わったキーカラーが特別な目的のため使用されます。

実際、キーイングにはほとんど色を必要としません。ルミナキーングと呼ばれるプロセス
は色情報よりも明るさ（クロミナンスに対して輝度）を元にしています。
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 ルミナキーングは、作業のために白黒（ビデオにおける正当な黒は実際に極めて黒いわ
けではありません）の間の動的な範囲にのみ依存し、最高度の黒(ビデオの正当な IREレ
ベル下に当てはまる黒)の概念はキーカラーとして時々使用されます。アーティストは、
スキャンされた線画の(白い)紙のベースを透明にレンダリングするためにルミナキーング
をよく使用することになるでしょう。

より一般的なクロマキーのプロセスは、単純な輝度よりむしろ色を使用します。しかしな
がら、どんなアーティストでも知っているように、色は簡単なものではありません。多く
のシステムが、その特性を定量化するために工夫されてきました。印刷指向のシステムは
別にして、一般的なものには、RGB(赤、緑、青)、HSL(色調、彩度、輝度)があり、ビデ
オ用にはYUV(そして、様々な種類と派生形)があります。ピクセル値やこれらの異なった
スキーマから値の組み合わせに基づいたキーイングを行うことが可能です。

 
キーの Tolerance

キーイングに関連する微妙さのいくつかになじみ深くなるように簡単な例を考えましょう
。

それの最も簡単な形のデジタルキーイングシステムでは、画像の各ピクセル用の指定され
たキー特性値のレベルをテストします。値がテストに見合う設定回数を超える場合、その
ピクセルの不透明度は 0%に設定されます、そして調査は次のピクセル、その次へと全体
の画像がスキャンされるまで動いていきます。
 

以下の画像はそのプロセスを例証するために使用することができます。絵の上部は中央で
輝度の最大値 255から縁の 0  に広がる白い長方形を表示しています。
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 ルミナキーの操作は、長方形を作るそれぞれのピクセルの輝度をテストし、設定した
キーレベルのどれが上で、どれが下にあるかを決定し、透明度 0%をパスするものを設定
することができます。

                    Key Level : 255                                 Key Level : 255

 

      キーレベル：255                                       キーレベル：255

レベル 255に設定されている際、まさに最も明るいピクセルだけが透明になります。キー
レベルを 225まで落とすと、さらに下のレイヤーにある背景画像が表示されます。
 

キーのソフトネス

これまでのところ、理論上のキーイングシステムは非常に基礎的で、一つのピクセル特性
がそのピクセルがキーになっているかどうかを決定するのに使用されるということでした
。225と 255の間の輝度のピクセルは Toleranceされるように、Tolerance範囲を増加すると
(この特定の画像のための)キーにさらにピクセルが追加されます。Tolerance値の範囲は当
然、キーの Toleranceを示しています。

キーイングシステムに他の役に立つ特徴を追加しましょう。ここまでで、ピクセルがキー
の一部となっているか、またはそうでなくなっています。完全に不透明であるか、完全に
透明になっています。その間が全くありません。
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しかし、中間（通常 Tolerance範囲の 2番目の値）を考えて、外側の範囲のこの 2番目にピ
クセルの透明度が徐々に変化するようにキーイングシステムに要求します。

第 2の範囲の外側をテストしているピクセルは、まだ完全に不透明にレンダリングされて
いるでしょうが、この外側の限界より上では、完全な透明度が前の Toleranceレベルで達
成されるまで、それらの透明度は徐々にキー基準レベル(この場合、輝度)に比例して増加
します。

 

 

上の画像では、キー Toleranceがまだ 225に設定されていますが、外側の限界(それをソフ
トネスと呼ぶ) は低くレベル 128です。127の輝度のピクセルは完全に不透明に表示され
ますが、128あたりでレベル

225の不透明度 0%に至るまで増加して透明になります。

 キーとマット

多くの用語がこの関連事項で使用されており、いくつかは特に簡潔に説明する必要があり
ます。

目的上、ちょうど 8ビットのグレースケール画像と同じように、透明度スケールには 256
のレベルがあります。これでそれ自体が、透明レベル(また逆に、不透明レベル)を表すた
めにグレースケール画像としての使用できます。

これはアルファチャンネルの概念をもたらしています。TVPアニメーション 7のレイヤー
では偶然にもそうではありませんが、一般的に 32ビットの画像ファイル形式の 8ビット
がそれらの透明度用に適用され、取ってあります。これが RGBカラーチャンネル
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（RGBAのAがアルファー)と異なったものとしてアルファチャンネルと呼ばれています
。この種類のファイル形式が、多くの理由から非常に便利で、画像に伴う透明度情報を格
納しています。

過ぎ去りし日々では、透明度データが別々のファイル（8ビットのグレースケール画像）
としてしばしば格納されていました。アルファチャンネルの白い領域は結合した結果にお
いて不透明、黒が透明、その中間は灰色として解釈されます。また、このグレースケール
画像は時々マットと呼ばれます。

したがって、アルファチャンネルの、マットとキーイングには関係があります。アルファ
チャンネルは画像の透明度を定義します。それはマットとして表すことができます。マッ
トは様々な方法で（例えば適当な画像をペイントするだけで）作成することができます。
または、(ここまで説明してきたような)キーイングシステムは情報を適用することができ
ます。用語は関連していますが、正確に取替え可能ではありません。

   Source                                      Matte                                   Result
 

  

別々にマットを操作することができる事が役に立つ場合があります。例えば、現実世界の
状況では、良いキーを得るのは難しいかもしれません。例えば前景がソース画像内での
キー色を満たす場所で、キーイング目的のための正確な分化を得るために苦労することは
珍しくはありません。白の減少は数やピクセルによって定義され、マットを詰める（又は
侵食する）ことができるように開始します。場合によっては、わずかにぼかすと、しばし
ば結果を改良することができます。

本物に移る前に、理論上のキーヤーに 1つのより役に立つ機能を加えましょう。

スピルの除去

一方、現実世界におけるキーイング状況では、スピルの問題にぶつかる事は一般的です。
スピルとは、わずかに前景対象上へスピリングし染める(着色されたキー)背景で反射する
必要のない光を意味します。以下のカラーの画像を見ると、顎の下の領域でほんの少し緑
色のスピルを見受けることができるかもしれません。
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前景素材内の必要ない穴を削減することなく影響を受けるピクセルを修正するわけにはい
きません。しかしながら、キーカラーが何であるか、そしてスピルの結果が前景をわずか
に染めることであることがわかっているので、キーヤーのために補足の機能（スピル除
去）を考えることができます。

この機能が行うことは、指定された色(ほぼいつもキーカラー)の低い彩度のピクセルを見
て、それらのピクセル用のカラーチャンネルの彩度を中立値に向かってわずかに近づけて
減少させる 2番目のテスト基準を加えることです。

11.6. エフェクトのキーイング

TVPアニメーション 7のキーイングツールは FX Stackを通して適用され、フレームの現在
選択された範囲を処理します。それらはAdd FXメニューのキーヤーグループ内に挙げら
れています。

キーイングモジュールの多くでは同様のコントロールツールが使用されます。繰り返しそ
れらの用法を説明するよりも、ルミナキーエフェクトから始めて、徐々にそれらが出てく
る際に説明していきます。

11.6.1. ルミナキーヤー

コントロールパネルの Tolerance領域にはAddと Subボタンがあります。これらによって
Tolerance範囲から加減するために(プロジェクトウィンドウ内の)付加的なピクセルをク
リックすることができます。同様に、Tolerance範囲のどちらか、または両端でフォールオ
フ領域与えるように、同じ方法で Softnessを加減することができます。
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ルミナキーヤーのタイトルバーには、第 9章で説明した他のエフェクトと同じ特徴が含ま
れています。

 
プレビューボタンが有効の場合、表示メニューで、結果、ソース、またはマットを別々に
表示することができます。色見本はいつも通り作動し、基本のキーカラーになるように画
面上の色をクリックすることができます。もちろんルミナキーヤーの場合、クリックされ
た色の輝度だけが考慮されます。

 メモ：プロジェクトウィンドウからの色の選択は、表示メニュー選択にかかわらず、常
にソース画像でのピクセル特性に基づいています。

 
これらの項目のすぐ下のコントロール装置は、決定のグラフィック表示とインタラクティ

 ブなコントロールの両方となっています。他のキーヤー内の同様のコントロールの例と
して、それを掘り下げて見ていきましょう。
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チェックボックスではコントロールスライダーのアクティブ状態を切り換えます。OFFの
場合、そのコントロールには効果がありません。水平なグラデーションバーが、特性用の
0から 255まですべての可能な値（この場合輝度チャンネル）を表示します

 
グラデーションバーがプロジェクトウィンドウ内の任意の色選択の結果を表示し、表示帯
における左ボタンのドラッグと下の数値フィールドとミニスライダーでの調整に反応しま
す。もしあれば、表示上の内側のマーカーが Tolerance範囲の限界を、外側のマーカーが
Softness領域の境界を定めます。
 

Toleranceと Softnessはキーフレーム化可能な値であることに注意してください。

11.6.2. カラーキーヤー

エフェクトメニュー内のキーインググループにあるカラーキーヤーは、(コンピュータ画
像で典型の)RGB値だけを使用するクロマキー原則のシンプルな種類です。

 用法は非常に簡単です。単に色見本をクリックして画像から色を選び、(プレビューを使
用して)Toleranceと Softness値が合うように調整します。全ての値(色でさえ)はキーフレー
ム化が可能です。準備ができたら、FX Stackを適用をクリックするのを忘れないでくださ
い。
 

11.6.3. クロマキーヤー

クロマキーヤーでは、そのプロセスにさらに多くのコントロールが追加されています。
RGB値を使用するよりも、色相と彩度値で作動します。これは、Softnessフォールオフ範
囲のより微妙なフェードができるように、よりきめ細かく段階的なキーを実行することが
できます。ピクセルには Tolerance範囲にある量の純粋な色相が含まれているかもしれま

 せんが、キーヤーによる透明度への効果は色の彩度で制限することができます。
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基本的に、色見本をクリックし、画面から選択をすることで、プライマリのキーカラーを
選択します。次に、Add/Sub機能を使用して、必要に応じて Tolerance範囲を広くします。
Toleranceのどちらかに、または両端にフォールオフを設定するためにAdd/SubSoftnessボ
タンを使用することができます。そして希望であれば、マットを微調整するために手動で
彩度スライダーを使用して続けることができます。(これまでと同様に表示メニューでは
、マット、結果、またはソースの表示が可能です。)

 
この下の画像が典型的なグリーンスクリーンショットです。

 

 

これが、初めに緑のキーカラーを選択した後の結果です。黒の領域は透明となっています
。
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しかし、少し緑色の縁がまだ現れているので、ToleranceをAddをクリックし、色縁の領
域内のピクセルをクリックして、それを取り除きましょう。それで大部分の問題は取り除
けます。

その後もまだ必要ない緑色の縁がまだありますが、ほとんど問題はありません。それに対
 処するために Add Softnessを試してみましょう。

すばらしい、ほぼ完璧です。

希望であれば、コントロールパネルのスピル除去部を拡張させて、使用する色(通常は
キーカラー)を選ぶことができます。ここのAdd/Subボタンは、透明度に影響するよりむ
しろ、Toleranceと Softness範囲をいつも通り定義しますが、スピル除去機能(有効時)は画
像のスピル領域で色の彩度を減少させます。

以下が、スピル除去機能が適用された後に作成された最終的な合成画像です。
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11.6.4 Advanced キーヤー

Advancedキーヤーは TVPアニメーション 7の最も強力な総合的なキーヤーです。

 
 

コントロールパネル内には 3つのタブ（キー、マット、およびスピル除去）があります。
(スピル除去部のコントロールは、他のキーヤーの関連で説明したものと同じです)

  

 

キーヤーモードメニューでどの色のスペースを選ぶかに従って、キータブの下の 3つのカ
ラーコントロール領域が異なります。どの表色系の特性がキーイング状況、RGB、HSL、
またはYUVにとって最もうまくいくかを決定することができます。

 
Toleranceと Softnessコントロール(カラーピッカー、グラデーションスライダー、数値
フィールド、およびミニスライダー)は、ちょうど他のキーヤーのように、キー値を定義
するのに使用されます。
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マットコントロール

 
マットタブ(以下に表示)では、直接キーヤーのマットを編集するための多くの強力な機能
があります。これらのオプションでの作業の際に、マットを表示させるために表示メ
ニューを使用すると役に立ちます。

まずは下部の数値設定について見ていきます。

Erodeは、ここで入力された数に応じて、マットの輪郭からピクセルを除去します。ぼか
し幅とぼかし高さの値は、マットに適用されたぼかしの制御に使用されます。ほとんどの
場合、マットの白と暗い領域の間の境界をわずかに和らげるためにこれを使用し、適用時
に不透明と透明の領域間が滑らかに融合した結果となります。

ゲインとリフトは補関数です。リフトはマットの最も濃い領域を明るくし、ゲイン値は最
も薄い領域を明るくします。

きれいな白いマット領域は完全な不透明となり、黒一色の領域は 100%の透明度となりま
す。一般に、マットのいずれかの領域内にノイズ(暗い斑点として現れる不完全性)がある
のは望ましくありません。Toleranceへ追加できるように表示や選択を簡単にして、白い領
域の灰色(半透明な)の部分をふさぎ、黒い領域で必要ない灰色の場所を増やすために、ゲ
インを使用することができます。

初めにキーカラー(キータブ)を選択した後に、賢明にAddを使用して、Toleranceと
Softnessを設定します。そしてマットタブに切り換え、マットを表示します。ゲインを
500くらいに増加させると、不完全な部分が黒い領域のどこにあるかがわかります。マッ
トのこれらの増加された領域をクリックして、もう一度Addを使用します。そして、表示
を結果に戻します。前景の周りにまだ色縁が残っている場合は、Erode値をすこし上げ、
また微妙なぼかしを加えてみましょう。

上に表示されたマットは、500%におけるゲインが白の値を劇的に上げたことを示し、い
くつかの不具合がマットの角に存在していること分かりやすくしています。その後、これ
らはその場所をクリックして Tolerance範囲へ追加することで取り除かれます。
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マットヒストグラム
 

 

マットコントロールパネル上部のヒストグラムでは、マットでの値を直接操作するための
別の強力な方法が提供されています。

 

値を変更するためのヒストグラム使用は次の章で詳細が説明されていますが、基本的には
キーヤーのこの部分では一方向、またはその逆でマットの輝度を絞ることができます。
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Pointsメニューでは、ヒストグラム表示グラフのすぐ下の数個のコントロールポイントを
設定することができます。ログオプションで、マットのピクセルの関係を見るのがより簡
単になることがあります。

グラフは水平な軸の上に 0-255からの輝度の充填範囲を示します。それらの値に対応する
マットでのピクセルの相対数は垂直要素を包括しています。黒のピクセルはスケールの左
端へ向けて蓄積し、白いピクセルは右端に向かいます。その間にはマットの様々な色合い
の灰色のピクセルがあります。

たいていの場合は、そこで少し融合させるように 2つの間の境界のわずかなにじみとして
だけ役立っている灰色調のピクセルとともに、マットの白黒の領域を固めて最小限にした
くなるでしょう。

上のダイヤグラムでは、ヒストグラムグラフのすぐ下に 2つのソースポイント(実際がス
ライダー)が表示されています。ソースポインタで値のあるピクセルが下の対応する目的
ポインタでの値に再配置されます。

示された例では、2番目のソースポインタはうまく元の位置の左へ動かされました。(輝度
スケールに沿った)この位置の右で、ほとんどすべてのソースピクセルが、灰色から白と
なっています。白のほうまで右へいくと対応する目的ポインタがあります。2番目のソー
スポインタに対応する輝度のあるマットのピクセルは、そのレベルを上げて、目的ポイン
タに向けてその値を増加させます。最終結果では、マットの濃淡の領域の間にはっきりと
した分割があります。

 メモ： 1つの付加的なキーヤー(クロスキーヤー)がプラグインメニューにあります。その
用法は他のプラグインと共に説明されています。

11.6.5. アルファコントロール

Advancedキーヤーのマットコントロールパネルの特徴については、これまで説明してき
ました。独立したアルファコントロールエフェクトでは独自に同じ機能が提供されていま
す。エフェクトは単独で、または任意のレイヤーの縁と透明度レベルを扱うさらに精細な
ツールのある多く他のエフェクトと共に使用することができます。
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11.7. トランジションエフェクト

TVPアニメーション 7ではかなりの数の総合的なトランジションエフェクトが提供されて
います。これらは FXの追加メニューのトランジショングループに位置しています。キー
フレームされた(FX Stack内の)位置の割合によって、これらはフレームからソース画像を
様々に除去または表示します。下のレイヤーのコンテンツは適用後にフレームの透明な部
分を通って目に見えるようになります。

 
1つプロジェクトレイヤーからその下のプロジェクトまでのトランジションを作成するた
めに、トランジションがレイヤーパネル(タイムライン)内で始まるようなレイヤーとフ
レームを選択します。エフェクトのコントロールパネルの Position値を 0%へ設定します
。次に、トランジションが完結するフレームへ移動し、Positionを 100%に設定します。
キーフレーム間のフレームを選択し、フィルタを適用して作業は完成です。

トランジションには、Blind、Block、Classic、Fade、頁ターン、スライド、および Rotary
の 7つの個々の分類があります。

 
Fadeトランジションの種類では Position設定のみが与えられています。他のものは次で説
明されますが、他の適切な設定が与えられています。(サンプルで表された黒い背景は透
明で、通常は任意の下にあるレイヤーのコンテンツがここに表示されます。)

 
トランジションのいくつかには、位置値を設定するのに使用できるツールメニューと、
キーフレーム間でスムーズできる補間モードメニューがあります。

元の画像

11.7.1 Classic

位置設定に従って、画像領域から不透明なピクセルを取り除いて、ソースレイヤーを切り
取ります。ディレクションメニューを使用して選択される 16の方向のいずれにも進行す
ることができます。
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いくつかの方向では、位置XとYフィールドを使用して、対照はキーフレーム化するこ
 とができます。これで幅広く多様なエフェクトが可能となります。 (他の方向でこれらの

設定は無視されます。)

切り取られた画像の周りにペイントされたボーダーの色と幅はボーダー色見本とフィール
ドで制御します。ソフトネス値でボーダーをぼかします。全ての設定はキーフレーム化さ
れることができます。

トップ左
位置 25%、ボーダー 90、ソフトネス 75

水平
位置 65%、ボーダー 20、X253 Y243、ソフトネス 0

円
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11.7.2 頁ターン

フレームの四隅のいずれからも頁ターンを作成することができます。フレーム内の仮想の
光源は自然な見栄えの影と光を投影します。光の方向はターンされた角の上にあるように
見えて、ディレクション設定

対応しています。

 
Gradient ON
グラデーションがオン

カラーメニューがグラデーションに設定されるとき、現在の TVPアニメーション 7グラ
デーション色はそこで示されます。そうでなければ、パネルの色見本で設定されたカラー
が表面で使用されます。

11.7.3. Blind

このトランジション内の数フィールドは画像が切り分けられる長方形の分割の数を制御し
ます。選択したディレクションメニューオプションによって、(ベネチアン＝ブラインド
のような) 垂直または水平な不透明な長方形が可能で、または(垂直かつ水平な)配列を形
成させることができます。

タイプメニューではソース画像がどのように場面から取り除かれるかをコントロールしま
す。Cropが選択される際、画像の各分割は選択された方向に進行して、徐々に切り取ら
れていきます。スライド設定には、同時に指定された方向にソース画像をスライドさせる
効果があります。ストレッチを選ぶと、長方形に細分しながら画像がスケーリングされま
す。

Crop（位置 40%、数 2）
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スライド

ストレッチ

11.7.4. Block

 
 トップ右
位置 50  ％ブロックX9 ブロックY9

11.7.5. スライド
 

選択の数XとYカウントに応じて、画像は長方形のブロックに分割されます(これらの
フィールドはキーフレーム化できません)。9パターン中からの 1つで、位置設定に応じて
トランジションはフレームからブロックをひとつずつ取り除きます。

画像が切り取られるよりも画面から滑り落ちることは別として、Classicと同様です。セン
ターで画像にズームイン／ズームアウトします。
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左
位置 50

センター
位置 50

11.7.6. Rotary

 放射状の拭き取り（ワイプ）の 9つの主な様式があります。それぞれがフレームからワイ
パーのように画像をワイプします。ワイプの軸は、センターサムネイル選択を除いて、フ
レームの角か片面の中心のどちらかになります。後者ではフレームの中心からレーダーの
ようなワイプが作成されます

Clockwiseスイッチは回転の方向をコントロールします。

 
センター
位置 35%
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 第 12  章画像処理エフェクト

 

12.1. 概観

ついにもう一つの TVPアニメーション 7の強力なツールの画像処理に入っていきます。
少し前のテーマで簡潔に説明したように、画像処理とは、画像のいくらかの特性を修正す
るのを基本的に意味します。いくらかのエフェクトは主に様式的ですが、他のものはより
実用的になっています。画像を明るくする、コントラストやシャープネスの変更、または
微妙な色彩調整などのより難解な操作、浅浮彫りエフェクトの追加、ゆがみ、ねじれ、そ

 してさらに多くのもの全てが当てはまります。 (理論上では、先ほど説明したキーイング
もそうなのですが、最も頻繁で通常の用法であるビデオの文脈の中でキーイングを扱うこ
とが適切であると思われます。)

ここまでで、言わば TVPアニメーション 7の画像処理の中心である FX Stackの用法はお
分かりだと思います。エフェクトメニュー内にあるように、TVPアニメーション 7のエ
フェクトは以下の通りに分類されています

 ぼかしグループ

 色グループ

 歪曲グループ

 キーインググループ

 モーショングループ

ペイント

 レンダリンググループ

 様式化グループ

 トランジショングループ

これらのうち、いくつかのグループのこれら全体の内容はこのマニュアルのほかの場所で
すでに説明されています。キーインググループに関しては、第１１章のビデオとキーイン
グを、モーショングループとペイントは第 10章のモーションエフェクトを、トランジ
ショングループは１１章のビデオとキーイングを参照ください。
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それに続くグループ見出しの下の残りの項目を見ていくことにしましょう(また、画像処
理エフェクトはエフェクトであり、すなわち FX Stackから操作されることを覚えておきま
しょう)TVPアニメーション 7の FX Stackで提供されている標準のツールセットの詳細な
情報については、第 9章のアニメーションの管理とエフェクを参照ください。)

12.2.  ぼかしグループ

12.2.1. センターブロー

 

 
 このぼかしの効果は中心点から発するモーションぼかしのものです。これはフレームの

一部に関心の焦点をダイナミックに合わせています。

中心XとYフィールドはエフェクトの起点を設定して、キーフレームやツールメニュー
のパスオプションを使用してアニメーション化されることができます。また、エフェクト
のぼかし(Power設定で制御)と半径の量はキーフレーム化されることができます。これら
の特徴を使用して、例えば容易に、野原を走る鼠を鷲の視点で見た所を作成し、その軌跡
を追跡し、獲物を得るために距離を０にしていくことができます。

12.2.2.  クロマぼかし

ディジタル画像に関して、ルミナまたは輝度値(画像の基本的な白黒の値)と対比して、"ク
ロマ"という用語は色を意味しています。時として、別々に片方を変更することが役に立
つ場合があります。この例はクロマぼかしエフェクトで、輝度値に影響せずに画像の色を
わずかにぼかすことができます。
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この機能は、大衆的なデジタルビデオ映像の使用の際に特に重宝します。"DV"は人間の
視力の寛大な性質を利用する色圧縮色技術を使用します。私たちの視覚は、色に関してよ
りも、輝度チャンネルでのシャープネスにより強調が置かれている傾向があります。しか
しながら、DV圧縮の残念な副作用は、クロマキーイングの際に色解像度がいくらか妥協
されるので、目に見える問題を引き起こす場合があるということです。

画像のクロミナンスチャンネルのみにわずかなぼかしが適用されると、DVの制限してい
る色サンプリング方法が生み出すダメージを最小し、より良い結果が生じることに気づい
ていらっしゃるのではないでしょうか。重要な輝度チャンネルを触らないでおくと、見か
けのシャープネスを保持することに役立ちます。

このエフェクトのための唯一の可変調整がぼかしのサンプルサイズです。

12.2.3. キュービック

これは、キーフレーム化可能なサイズ設定に従って様々に適用することができる素早いぼ
かしです。チャンネルメニューでは、エフェクトが完全な画像(RGBA)や画像のアルファ
チャンネルのみに適用されることができます。後者のオプションが、構成の中へシームレ
スに含むためにスムーズ化し、CG対象の縁を和らげるために役に立つ場合があります。

12.2.4.  ディレクショナルぼかし

 

 ソースは長さ設定で確立された量で設定された角度に沿ってぼかされます。両方のパラ
メータはアニメーション化が可能です。このエフェクトは様式化された CGオーバレイ用
の背景を作成する際に特に役に立つ場合があります。
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12.2.5.  ガウスぼかし

 

 
ガウスぼかしは、焦点の合っていないレンズによって生成された画像に似て、速いキュー
ビックぼかしよりも著しく微妙な結果を生みます。サンプル領域の中心から外側へ減少し
て、ピクセル間のスムーズ化は段階的に適用されます。ぼかしサンプル領域は幅と高さ設
定によって制御されます。エフェクトは背景レイヤーと前景の物体の間でフィールドの深
さを模倣する際に非常に役に立ちます。

また、設定が独立しているので、別々に各軸の上のぼかしの量を制御することができます
。設定のアニメーション化で様々なエフェクトが可能になります。例えば、時間とともに
200から 0まで高さ設定を減少させると、CG対象の効果的に鋭く焦点合うようになりま
す。

12.2.6. メジアンぼかし

以前はクレイジーぼかしと指定されていたメジアンぼかしは、(半径設定によって定義さ
れた領域の)隣接するピクセルから得られた平均に向かってピクセル値を少しずつ動かし
ます。これは画像向上や芸術的な目的のためにかなり役に立つ能力でもあります。モード
設定(メジアン対象値と補間の方法に影響)  によって、結果が異なります。いくつかの例を
以下に挙げられています。

•  スムーズ

 
ピクセル値は、スムーズ化が隣接したピクセル間で適用にされ、サンプル領域内のピクセ
ルのメジアン値に向かって偏ります。写真の染みを最小化するのに便利です。
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 · Light Halo 

 
ピクセル値は、スムーズ化が隣接したピクセル間で適用にされ、サンプル領域のより明る
いピクセルの値に向かって偏ります。これはわずかな明るい微光をもたらします。

 
• Dark Halo

 

ピクセル値は、スムーズ化が隣接したピクセル間で適用にされ、サンプル領域のより暗い
ピクセルの値に向かって偏ります。明るい部分を抑えます。

· Light Mark

 

ピクセル値は全くスムーズ化されず、サンプル領域のより明るいピクセルの値に向かって
 偏ります。他の適用の中でも、輝きを加えるの際に使用することができます。

· Dark Mark 

 
ピクセル値は全くスムーズ化されず、サンプル領域のより暗いピクセルの値に向かって偏
ります。画家的なエフェクトとなります。
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  エッジ Double

 

スムーズと同様ですが、端のシャープネスがさらに保持されます。見かけの全体の解像度
の損失なしに詳細の減少を可能にする画家的なエフェクト。

•  印象派

 

ピクセル値は隣接しているピクセルの間のスムーズ化をせずに、サンプル領域のピクセル
のメジアン値に向かって偏ります。印象派的な結果を生み出します。

12.2.7. 放射状ぼかし

 

ある点でセンターブローと同様で、このエフェクトは循環パスに沿ったピクセルをぼかし
ます。しかしながら、その中心から外側へというよりも円周の周りを通過します。中心点
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は中心XとY設定によって定義されます。キーフレームやツールメニューのパスオプ
ションを使用して、これらの設定はアニメーション化が可能です。

エフェクトは中心からさらにキーフレーム化可能な Powerフィールドで確立される限界ま
で増加します。放射状ぼかしでは多くの可能性が提供されています。例えば、長方形のグ
ラデーションの下に位置しており、簡単なグラデーションからの虹を作成するために使用
することができます。
 

 

             

12.3. 色グループ

12.3.1. 白黒反転

エフェクトはソース画像の色をグレースケールの色合いで取替えます。赤、緑、および青
のフィールドで

作成する入力で、結果を偏らせることができます。

デフォルト値は合理的に人間の視覚の色の応答によく対応していて、ほとんどの目的で扱
えますが、特別な目的のために編集(そして、アニメーション化さえも)することができま
す。技術的に気にされたユーザに関しては、エフェクトは公式
「Y=R*CoefR+G*CoefG+B*CoefB」に基づいています。
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12.3.2. 色調整

このエフェクトは、任意の画像の主な特性であるブライトネス、コントラスト、彩度、ガ
ンマ、およびヒューの迅速な調整が可能な、よく使用される 1つです。
 
基本的な輝度値には影響せずに、彩度は影響を受けるピクセルから色を取り除く、または
増大させます。彩度を 100%取り除くとグレースケール画像となります。

各ピクセルから白を加える(または、取り外します)際には、ブライトネスをほとんどの目
的において考えることとなり、コントラストは濃淡の領域の偏差を調整します。正の数で
、黒はより黒く、そして白はより白くなります。

 ブライトネス +/- 25 

 

  コントラスト - /+25 
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ブライトネスとコントラストの両方は直線的（リニア）です。例えば、これは、ブライト
ネスを上げるとすべてのピクセルが等しく影響されることを意味します。ブライトネスを
増加させるのに従って、それぞれのカラーチャンネルによる値の上限が 255であるので、
ますます多くのピクセルが頭打ちになっていきます。ブライトネスを 100%に上げると、
すべての不透明なピクセルの RGBが（255,255,255）と割り当てられます（言い換えれば
、白になります）。ブライトネスかコントラストのどちらかの極端な調整は、必然的に詳
細の損失をもたらします。

コントラストと同様なのですが、ガンマの効果はリニアではありません。カーブに沿って
適用されて、シフトが段階的です。ガンマカーブの端は効果的に固定されています。非常
に薄い、そして非常に濃い値は影響を比較的受けず、中間のトーンがカーブの偏差の限界
に調整されます。(1.0 ‘が正常で、-5と+5の間で設定することができます。) 簡単なブライ
トネスやコントラストの調整が結果として、色あせやひどく暗い結果となってしまう時に
ガンマは非常に貴重になります。影や中間的な詳細は、ダイナミックな範囲の極端におい
て損失されることなく向上されることができます。

 0.70  ガンマ 1.30

ヒューはカラーホイール(スペクトル)の 360度の範囲で全ての影響を受けるピクセルの
RGB値を回転させ、彩度は画像の色(クロミナンス)の量を全体的に制御します。

 ヒュー +/ -30
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  彩度 +/- 25

 

  

もちろん劇的なエフェクトや理想の画像よりも少なく復旧するために、上のコントロール
の全てが創造的に使用されますそして当然、全ての値がアニメーション化された色エフェ
クトのためにキーフレーム化されることができます。

 ブライトネス 25,  コントラスト 25,  ガンマ 0.1,  ヒュー 180
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12.3.3. カラーの消しゴム

このエフェクトは、前の章のキーイング部分で説明したスピル除去機能と同じ原則にで基
本的に作動します。

色の Toleranceとソフトネスは、Add/Subボタンに伴って、色見本とスライダーツール(前
の章でこれらのコントロールの用法は説明されています)を使用って設定されます。そし
て、指定された色の範囲は彩度減少状態になります。

反転スイッチでは、エフェクトを Toleranceとソフトネス範囲から除かれた色に適用する
ことを可能にします。上の画像では、色の画像の右側だけに適応されたエフェクトとなっ
ています。

12.3.4. カーブ
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このエフェクトには、画像のいずれか、又は全ての特性の値を別々に入れ替える能力があ
ります。それは、モードサイクルメニューを使用するあなたの選択によってH、S、L、
O(ヒュー、減衰、Luminosity、および透明度)または R、G、B、A(赤、緑、青、およびア
ルファ)チャンネルに影響させることができます。

各特性に適用される新しい値は、ルックアップテーブル(LUT)によって制御され、特定の
チャンネルでのソースピクセルの元の値に従って変化することができます。LUTもやはり

 プロフィールによって制御されます。サムネイルがそれぞれの利用可能なチャンネル用
のコントロールパネルの各プロフィールのために表示されています。サムネイルをクリッ
クすると、プロフィール編集が開きます。(第 7章のペイントとデッサンを参照)
 

特性を制御するためのプロフィールの使用

プロフィール内の水平と垂直のスケールは、0から最大値 255までで選択された色の特性
の値を表します。
水平なスケールはソース画像の任意のピクセルが持つことができる指定された構成要素の
値の全体の範囲を表します。垂直なスケールはルックアップテーブルです。エフェクトが
適用される際、このスケールの上の任意の点での値はソースピクセルが割り当てられる値
です。
 

まず開かれると、(水平)のソーススケールに沿った 0から 255までのそれぞれの値は、（0
から 0や 128から 128などの）元のレベルに配置されます。その結果としてのデフォルト

 プロフィールは対角線で、適用されても変化も結果として何も起こりません。
 

それはこのように作動します。与えられたチャンネル用の開始値を決定して、エフェクト
はまず、ソース画像の各ピクセルを調べます。その数でもって、プロフィールの水平なス
ケールに沿ってそれの場所を示します。その後、垂直なスケールからの値を見つけ出しま
す。最終的に、ピクセルを新しい値に変更します。

  

 
 
上の画像では例えば、左の 0から右の 255の緑用の全ての可能な値を含むグラデーション
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がソース画像でした。表示されたプロフィールを適用すると平均値が g=0まで下がり、説
明された効果がもたらされます。

この方法で様々な特性に適用されて、コントラスト、ガンマ、彩度、深い影、画像の不透
明度の反転、などの変化のためのスポットコントロールがカスタムプロフィールでは与え
られます。

12.3.5 ヒストグラム

ヒストグラムは分析ツールであると同時に色エフェクトでもあります。他のものに触らず
に、特定の色のチャンネル値への微妙な調整を行うために使用することができます。ヒス
トグラムエフェクトコントロールパネルの上部にはグラフ表示があります。
カラーチャンネルの選択によって(すぐ上でタブの列を使用して選択)、現在の画像の
Luminosity、赤、緑、青、またはアルファチャンネル内容の分析を見ることができます。

表示では、異なる 2種類の現在の画像のピクセルの色値に関する情報が示されています。
(黒)の棒グラフ、そして(青)の線グラフが含まれます。それらをひとつずつ見ていきま
しょう。

棒グラフの水平要素は選択されたカラーチャンネルの値(0から 255まで)を表します。こ
れらの値は、実際に値を示すグラデーション帯の形で、グラフ自体のすぐ下に視覚的に表
示されます。
 

 

 
棒グラフの垂直要素は、(水平スケールに)対応する値がある画像のピクセルの(比例)数を
、指定されたチャンネルを使用するピクセルだけを配置して示します。だから例えば、多
くの暗いピクセルがある画像を見るとき、棒グラフはスケールの左端に向けて濃くなりま
す。赤や青の要素のない完全に緑の画像は、全てのピクセルにその値があるので、255に
おいて「山」ある平坦な線となります。
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青線は、対応する値を持つ画像内のピクセルのパーセンテージを示します。

したがって、青チャンネルを表す上の画像を見て、青を使用する全てのピクセルの棒グラ
フから大部分では低い値となっていることを見ることができます。赤の縦線は、その中に
青があるピクセルの最も密度が高い場所に正確な値を記します。

そして、128の値あたりで 70%に達している青線グラフは、チャンネルでのピクセルの大
部分が 128未満の値であることを示します。

2組の三角形のスライダーがグラフの下にあります。それらの下のフィールドは与えられ
たスライダー位置における値を示します。下に示されている通り、エフェクトの適用時に
色値を再配置するために使用する、ソースとデスティネーションコントロールがあります
。

 
下の例では、ソーススライダーNo.3は、135マークで上向きにおよそ 250に向かってピク
セルの(青いチャンネル)値を歪曲しています。No.2スライダーは効果的に、そのデスティ
ネーションスライダーが 128にあるので、108の適当な位置で固定しています。これ以下
の値は影響されません。2つの位置の間に元の

青の値を持つピクセルは、低い数に向けての影響のゆるやかな低下で影響されます。
 

 

 
以下の画像はこれらの設定の結果を示しています。ソース画像には、3つの青い風船があ
ります。青い風船用のピクセルにはその隣のもの（この中にも青の要素がありますが）よ
りも高い青いチャンネル値がある事を見ることができます。
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 以下の画像は上で示された設定の適用結果を示しています。既にかなり高い値の青を含
んだソースピクセルの青い値をダイナミックに増加させるためにNo.3スライダーを使用
すると、青い風船はより彩度が増して見えます。

 
No.2スライダーより下の値を固定することで、この青のシフトが低い(元の)青チャンネル
値のピクセルに影響するのを防いでいます。このことで、効果的に他の風船が変更される
のを保護しています。

2つのタブ列が実際にコントロールパネルの上部にあります。既にチャンネルタブについ
て説明をしてき

ました。以下示されるもう一方のものが、エフェクトの影響の角度を変更することになり
ます。

 

Pointsメニューでは、自由にいくつのコントロールポイントを持てるかを決定します。ロ
グでは、棒グラフの目盛りを変更し、そうでなければグラフに不完全に表示される低い値
を扱う際に補助することができます。

Master、Shadows、MidTones、またはHighLightsを選ぶと(ゆるやかに減少する)エフェクト
を下の Rangeウィンドウ内に表示された Rangeに制限します。(Rangeの名前の横にツール
を使用して、コントロールパネルの Range部分を拡張する必要があるかも知れません。)
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Rangeパネル内に 6つのスライダーがあり、上に 3つで下に３つとなっています。

これらを調整することで、Shadow、MidTone、およびハイライト範囲を表すカーブを広げ
たり減少させたりができます。

Rangeでの作業

Rangeは次のように作動します。Masterタブが選択されるとき、スライダーへの調整は全
体的になり、与えられたチャンネル用で全ての範囲に等しく影響します。ハイライトを選
択すると、ヒストグラムグラフでのスライダーの影響は、MidTones範囲に向かって減少
しながらその Rangeの値により狭く焦点が当てられます。

メモ：すべてのタブパネルの設定は、異なったチャンネルさえも累積的です。異なる
Rangeで、異なるチャンネルでさえ調整でき、一度に適用することができます。各チャン
ネルでのスライダーの数を変更することも可能です。

12.3.6. スライダー

これは、ほぼ間違いなく TVPアニメーション 7の最も強力な色補正エフェクトです。基
本的に、同様の LUT機能を提供したカーブエフェクトのさらに精密なバージョンです。
(さらに進める前に、まだの場合は、カーブエフェクト部分での LUTに関する説明をよく
考慮したほうが良いでしょう。)
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カーブエフェクトでは、値を LUTに供給するために簡単なプロフィールカーブを使用し
ますが、スライダーでは強力なグラフエディタを使用してさらなる精度が提供されていま
す。実際にプレビュースイッチを除いて、コントロールは全てこれらのカーブの作成に関
連します。(プロジェクトウィンドウ内で調整したエフェクト見るには、プレビューをク
リックします。)

 
上で例証されているように、コントロールパネルには 7つのスライダーがあります。これ
らによるエフェクトグラフ内の Temperature、Magenta、Luminance、赤、緑、青、および
アルファ値に影響する LUTカーブの作成や変更に使用されます。(最初の 3つは、独自の
表示があるわけではなく、グラフ表示内に赤、緑、そして青カーブの機能として示されて
います。)

エフェクトには 4つの Rangeタブ（Master、Shadows、MidTones、およびハイライト）も
与えられています。

 

 下に示された通り、これらのタブは、グラフ内のカーブの調整を全体の色の全色度の選
択範囲へ制限します。

Masterタブでは全体的な影響がありますが、他の 3つではスライダーの変更のカーブ編集
効果をグラフウィンドウ内のそれぞれの Rangesに制限します。
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Rangeグラフ(上のパネルの下部に表示はいくつかの目的において役に立ちます。小さい三
角形ツールを水平にスライドすると、高精度にエフェクトの影響を限定しながら、
Shadow、MidTone、およびHighLight区域の境界を自由自在に変更することができます。
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それぞれの対応するカーブの最大偏差を設定するために、現在選択された Rangeタブで指
定された区域の中で、Rangeグラフの上のスライダーを使用します。上に見られるように
、結果のカーブはオーバレイとしてグラフ内に表示されます。

 

 

 
4つのタブ(ガンマ、コントラスト、ゲイン、およびブライトネス)の下側のセットで、
カーブが選択された範囲の中に描かれる方法を制御します。(自然な減少が範囲間の境界
に起こるので、Masterタブが選択されているとき、より容易に結果のカーブへのこれらの
タブの影響を観察することができるかもしれません).

ブライトネスタブが選択されている時、スライダーを調整すると全ての関連したレベルが
単純に上がります。ガンマタブは、範囲の両端で値を固定し、それらの限界の間でカーブ
を上げ下げします。これによってより微細な影響を与えることになります。コントラスト
は、カーブの片側上で選択の色の構成要素の量を増加させ、もう片側上それを減少させな
がら、選択されたカーブの中点の反対側での任意のスライダー調整の効果を反映します。
ブライトネスに対するガンマと同様に、コントラストに関連したものとしてゲインを考え
ると良いでしょう。中間の値をスライダー調整に比例しての移動を可能にし、カーブのど
ちらかの端で値を固定します。

スライダーを使用して作成が可能なカーブでは、相当に局所化されたコントロールが与え
られています。(低い値に向けて偏ったMidTone範囲とともに)Midtoneガンマの減少は、
画像の残りの部分を侵害せずに、以下の蓮の画像に活気を与えています。葉の多い背景よ
りも花がより明瞭に際立っています。
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                                                                       色調整の前、 後
                        Before                                               After color Adjustement

 

Range限界(Rangeグラフ内で三角形ツールを使用して設定)と同様に、色修正カーブが時
間とともに変化するように、スライダー設定もキーフレーム化することができるというこ
とに注意してください。

12.4. 歪曲グループ
 

12.4.1. Bump

ソースメニューで選択された画像からの輝度値は、結果として浮彫りになった外観を作成
するために使用されます。陰影は、より明るいソース領域が浮き上がり、より暗い領域が
凹んでいる印象を与えるために選択された画像に適用されます。

Pre Behavior、Post Behavior、アニメーション、およびオフセットは、このエフェクトでの
アニメーション化された Bumpチャンネルソースの使用を制御するために使用されます。

適用された陰影は仮想の光源に基づいています。適用方向が中心に設定されると、光は中
心設定でのXとYフィールドから広がるようになります。適用方向が方向 2に設定される
と、角度ツールが現れ、方向が左ボタンでのドラッグで設定できるようになります。

深さフィールドコントロールで適用される浮彫効果の量を制御し、スムーズはでは高い場
所の間の縁の見かけの度合いを制御します。

 

全ての設定はキーフレーム化が可能ですが、中心XとY設定だけがツールメニューから
モーションパスを使用することができます。リネンやレンガの感覚をまねるために、アニ
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メーション化された深さ設定で石から浮彫りにされたロゴを高くするなどの他の目的のた
めにエフェクトを使用することができます。

Bump Source (Bumpソース)        Selected Image (選択画像)

 

Apply with center              Apply with direction
(  選択方法中心)              (  選択方法方向)

 

スムーズ設定では、歪んでいる領域の間の境界を和らげます。0と設定すると、隣接する
白と黒いソース

より暗いソース色(黒いピクセルには、効果が全くありません)よりも選択された画像のピ
クセルを歪めて、ソースのより薄い領域ではより大きい影響があります。中心が選択方向
メニューで選ばれていると、エフェクトは指定されたXとY座標から外側へふくらむよ
うになります、選択方法メニューでの方向オプションでは流れピクセルが指定された角度
に沿って続きます。また、ソースピクセルの輝度に従って、ゆがみは多少目立ちます。

このエフェクトは Bumpと同様に機能して、対応するコントロールが与えられています。
この場合、指定されたソース画像バッファの輝度値は、陰影をつけるよりも、結果の画像
のピクセルを歪ませるために使用されます。アニメーション化されたソースも同じ用法で
扱われます。

12.4.2. ディスプレイスメントマッピング

ピクセルによって歪んだピクセルの間の境界がはっきりし、10と設定すると外観がはる
かに滑らかになります。
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 スムーズ 0                                 スムーズ 10 

 

中心XとY値は、ツールメニューを使ってキーフレーム化やアニメーション化が可能で
す。他の設定はキーフレーム化が可能です。

12.4.3. フィルタ：鏡面
 

フィルタ: 鏡面エフェクトはフレームメニュー項目の編集＞反転と同様の効果があります
。その両方では、水平、垂直またはその両方で画像を反転します。エフェクトの主な利点
としては、FX Stack内の他のエフェクトのリストとともに含むことができるということで
す。

12.4.4. 鏡面

Original Image                     Mirrored Result

 
 元の画像鏡面反転結果

ピボットのXとYフィールドは、デフォルトで水平にフレームを分割する反射軸の中心
の水平位置と垂直位置を制御します。ピボットはでツールメニューからのモーションデー
タを使用することができます。

角度は反射軸の向きを制御します。HUDコントロールを使用して、プロジェクトウィン
ドウ内でインタラクティブに反射線の位置を設定することができます。左ボタンで線を新
しい位置にドラッグする、または選択されたキーフレームマーカーから広がっているベク
トルコントロールをドラッグして新しい方向を与えることができます。透明度設定では、
反射画像の密度を規制します。
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12.4.5. Perspective: 4 Point

エフェクトでは、メインパネルのWrapperツールの FX Stackにおける同等のものが与えら
れています。実際に 2Dツールですが、結果は立体的に見えることがあります。フレーム
がゴム弾性であるかのように画像の 4つの角を伸ばすことができると考えてください。1
つ以上の角の相対的な位置を変えることによって、様々な疑似的な三次元的奥行きの印象
を得ることができます。もちろんエフェクトをカスタムブラシ、またはアニメーション化
されたカスタムブラシのシーケンスにさえ適用することもできます。Renderメニューでは
、ソース用の Pre/Post Behavior、アニメーションモード、およびオフセットコントロール
が与えられています。

プレビューをクリックすると、プロジェクトウィンドウ内のHUDコントロールを通して
各 4点(指定された P1、P2など)のターゲットのXとY位置をインタラクティブにドラッ
グすることができます。プレビューでは即座に決定の結果を更新して表示します。左ボタ
ンで 1点をドラッグする、またはHUDキーフレームマーカーをドラッグして、全 4点一
緒に移動させます。

各隅の点のXとYフィールドは Position設定に位置しており、アニメーション化されたエ
フェクト用にキーフレーム化することができます。各点用のツールメニューでは、Stack
内の他のエフェクトでの同様の設定やモーションパスからそれらのフィールドのための値
が与えられます。補間モードもそこで利用可能です。Pixel Trackerで与えられたパスを使
用する際に、場面での動作に続くように画像を固定することができます。例えば、動いて
いる乗り物の窓を通してビデオの上に取り込まれた静止した標識を画像に追加することも
できます。

  

 

Render設定では、ソースとモード用のサイクルメニューが与えられています。前者はどの
ソース画像にエフェクトが適用されるかを指定し、後者は結果での他の画像とのエフェク
トの出力を融合するためペイントモードを決定します。
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Render枠内の Fillスイッチは、フレームを塗りつぶすための出力のタイル張りを切り替え
ます。

 

 このエフェクトが現実世界の遠近感を模倣することに注意してください。したがって、
非長方形の形をもたらすどんな設定にも実際には消点があります。この仮想の消点がフ
レームに現れると、フレームに水平線が見れるでしょう。この人工的な水平線の下の領域
はタイル張りの出力で塗りつぶされ満、水平線の上の領域は透明となります。

12.4.6. 渦巻き

フィルタは、まるで渦によってねじられるかのように螺旋状に画像を歪ませます。エフェ
クトは中心のXと

Yフィールドによって定義された影響の中心で最も目立ち、半径値で定義された影響領域
の縁で減少します。両方の値は、インタラクティブにHUDコントロールを使用して設定
することができます。
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 (いずれかの方向に)適用されたねじれの度合いを設定するために、角度ツールを使用する
ことができます。角度に関連している回転フィールドは乗数で、回転数が 360度の倍数で
すぐに増加します。

中心値は、標準の FX Stackツールを使用、または手動で設定して導くことができます。

12.4.7. 波フィルタ

このエフェクトは、水の中に落とされた石のような繰り返す波を作成します。波の中心は
、普通の方法で中心のXとYフィールドによって決定されます(両方ともキーフレーム化
が可能で、FX Stackツールにアクセスできます)。HUDコントロールを使用して両方の値
をインタラクティブに設定することができます。
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振幅では、半径値で決定された距離を超えると減少する見かけの最大の置換を制御します
。数設定では、いくつの同心の波でパターンを作るかを制御します。

角度ツールと対応する回転値で波紋の揺れを調整するため、波をアニメーション化するた
めにに使用することができます。

各波は 360度でモーションの完全なサイクル(その起点から影響の円の円周まで)を完結し
ます。角度が 0か 360に設定されている場合に作成されたパターンは同じに見えます。し
かしながら、それらの全く同じ設定(0、360)がシーケンス間の異なったフレームでキーフ
レーム化されると、波は外側に伝播するように見えます。各波は完全なサイクルで進み、
(ちょうど初めのキーフレームのように)新しい波は起点で形成されます。

0で角度が固定されていると同じ結果となりますが、回転フィールドはアニメーションの
間に 0から 1まで動きます。反復に 2を入力すると、波形は 720度で進んでいきます。

12.4.8. Wrapping グリッド

wrapping gridはミニ・モーフィングエフェクトとして考えることができます。多くの数の
ものに使用することができます、基本的にはHUD内でソースとデスティネーションコン
トロールポイント(または、ノード)をドラッグすることで、まるで伸ばされたゴムの上に
ペイントされたかのように画像を自由自在に歪ませるために使用されます。ご希望であれ
ば、位置データを個々のノードに与えるために、エフェクトの Stackツールメニューを使
用することができます。
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グリッド高さとグリッド幅で、エフェクトで使用される格子や配列の密度を決定します。
HUDコントロールノードがこのメッシュの交点に現れます。非常に濃いメッシュを作成
すると、ホストシステムの速度によっては、コントロールの反応性を減速させかねないこ
とに注意してください。

 

画像のピクセルがノードからノードへ歪める方法に影響するように、補間オプションは全
体に影響します。リニア補間では直線の歪みが実行されますが、スムーズモードでは一般
により満足のいく混合となります。スプラインオプションは、コントロールノードが選択
される際、4つのスプラインハンドルを与えるようにHUDに命令します。

デフォルトでは、表示モードはデスティネーションで、通常はHUDを使用したインタラ
クティブな編集に最適です。例えば顔の特徴のあたりのように精密なコントロールのため
にソースノードを移動させる必要があるときは、ソース表示を使用します。

 メモ：ノードのグループを選択するためには、HUD内でそれらの周りに選択領域をド
ラッグする、または Shift+クリックの選択方法(この場合、ノードが互いが隣接する必要は
ありません)を使用することができます。
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Pointsメニューでは、格子の特定のポイントを選択できますが、直接HUD内で単にそれ
をクリックするほうがより簡単であると思われます。

(広げる、または折りたたむ三角形ツールを使用して)コントロールパネルの下側の領域を
拡張すると、ソースとデスティネーション両方用の現在選択されたノードの(X、Y、およ
び Z)位置の設定が表示されます。ツールメニューでは、普通の方法でこれらを自動化させ
ることができます。

時間とともにエフェクトをアニメーション化するには、標準の方法で C(reate)とD(elete)
キーフレームボタンを使用します。

12.5.  キーインググループ

このエフェクトグループの全種類については、第 11章で詳細に説明されています。

12.6.  レンダリンググループ

12.6.1. 背景ジェネレーター

 背景ジェネレーターはカレントレイヤー内にカラフルなグラデーションを作成します。
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エフェクトで作成された色情報がアルファ値を含んでいるので、グラデーションは半透明
である場合があります。これは、単に他の CG要素との使用のための背景を与えるのと同
様に、既存の画像をオーバーレイ、または染めるために使用されることができます。

モードサイクルメニューでは 3の主なオプションが提供されています。水平では、フレー
ムを左右に横断する 2つの色の間の境界にグラデーションを作成します。上と下の色を選
択すると、その間で一方からもう一方へ徐々に色づく両極端を設定します。色見本の下の
フィールドのA(アルファ)値は、その時点で関連する色の相対的な量に基づいて、それぞ
れのピクセルの透明度を制御します。

垂直を選択すると、色の間の推移が上下に縦断する以外は、同様の結果となります。この
場合、左と右の色を選びます。

４点オプションには４つの指定された陰影がフレームの角から放射状に外側へ広がる効果
があります。左上、右上、左下、および右下の点用の色を選びます。

Blendメニューではペイントモードの通常の捕捉が与えられています。選択された方法は
、カレントフレームに結果をペイントするために使用されます。

    カラーモードでの 4              点背景 カラーライズモードでの 4 点背景

          

メモ：選択された色がキーフレーム化可能である事実を見落とさないようにしましょう。
これによって、ほんの数回のクリックで薄明かりの色に変化する昼間の空をアニメーショ
ン化するために簡単な水平なグラデーションを使用することができます。

12.6.2. ライティング

このエフェクトでは、まるで外部光源を使用しているかのように、画像をリアルに照射し
ます。3つの異なったタイプのライト(Spot、Omni、そしてアンビアント)が与えられてい
ます。
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ライトは、タイプに伴いNewを選択して、ライトサイクルメニューを使用してエフェク
トに選択され、加えられます。いったんエフェクトに加えられると、編集用に同じメ
ニューを使用してライトを選択します。削除オプションではエフェクトから選択されたラ
イトを取り除き、複製では既存のものの上に新しいライトを基礎づけることができます。

 
ライティングエフェクトを加える前のソース画像

複数のライトを追加して、ライトのタイプはミックスすることができます。以下のように
、アクティブな光源のエフェクトが累積しています。

 

 １つのスポットライトの追加後

 

60%の強さでアンビアントライトを追加
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Omniライトを加えると、月にイルミネーションとハレーションを追加

個々のライト用の設定は、パネルの下側の部分で調整されます。幸いにも多くの設定は、
フィルタのプレビューのチェックボックスが有効である時にHUDコントロールツールを
使用してプロジェクトウィンドウ内でインタラクティブに調整されることができます。
TVPアニメーション 7では、マウス動作の結果を示すために即座に画面の内容を更新しま
す。

ライトのタイプに従って、オプションの設定は変化します。

アンビアントライトでは、画像の全体の照明レベルを調整します。与えられた設定は、強
さと色だけです。100%の強さはソース画像の基本の輝度レベルを表します。言い換えれ
ば、見かけ上は効果がありません。より高い設定は、総合的な照明レベルを上げますが、

 低い設定は実際に画像を暗くします。 (アンビアントを強さ 0%に設定すると、諺の真夜中
の炭坑を模倣し、負の値に設定すると他のライトも暗くします。) 色見本をクリックする
と、カーソルは(TVPアニメーション 7の画面から任意の色を選ぶために使用される)カ
ラーピッカーに変化します。色付のジェルを通ったかのように、光源は選択された色を帯
びます。

Omniと Spotのライトのタイプは多くの設定を共有しています。

Omniライトのタイプでは、太陽のような球体の照明パターンをたくさん提供しています
。もちろん様々な設定では、相当太陽と異なった外観となるかもしれませんが、照明パ
ターンは球体のままとなります。上で説明した強さと色に加えて、Omni光の設定はソー
スX、ソースY、およびソース Zを含んでいます(画像面に比例して光源の位置を制御し
ます)。0%のソース Z設定は、画像面に一致して効果が全くありません。大きいソース Z
設定では、画像面の正面の光源の見かけの距離を増加させます。(正、または負の Z設定
では、同じ結果となります。)半径は、光源の基本サイズを制御します。

これらの設定を複製することに加えて、Spotライトでは、デスティネーションXとデス
ティネーションY設定が与えられています。(Z軸のデスティネーションは、常に画像面
自身であるので、調整を全く必要としません。)同等のソースX、Y、および Z設定に関連
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してこれらの 2つのパラメータを使用すると、Spotライトの光線の精密な調整が可能とな
ります。FX Stackツールメニューのオプションを使用すると、ソースやデスティネーショ
ンフィールドは、ピクセルトラッカー、パスレコーダー、パスビンなどへ値を与えること

  もできます。

 

デフォルトのライトプロフィールは、(色々な方法でライトの伝播パターンを変えるため
に）修正することができます。大気の輝き、アニュラ・リング、またはアニメーション化
された衝撃波を加えるために、Omniライトを使用することができます。プロフィール見
本をクリックして、プロフィールエディタを開きます。(プロフィール編集に関しては第 7
章を参照ください。)

 
メモ：ライティングフィルタ内のほとんどの設定はアニメーション化可能ですが、TVPア
ニメーション 7の他の場所の様に、プロフィールはキーフレーム化可能ではありません。

12.6.3. Particle ジェネレーター

Particleジェネレーターエフェクトは大いに強力で、それだけでほぼ１つのプログラムで
す。その特徴は非常に多いので、第 13章全てがそれにあてられています。
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12.6.4. Perlin ノイズ

このエフェクトは数学的に生成された様々なパターンを作成します。3D目的で質感を作
成や修正することから、煙、雲または水面下の照明エフェクトをまねることまで、または
単におもしろい有機的な背景とし

て、様々な適用結果を得るために便利です。

幅と高さフィールドはそれらの 2本の軸でのパターンの密度を制御し(より高い値は、よ
りち密なパターンをもたらします)、Position X、Y、および Z設定はその中心点を変更し
ます。(普通のキーフレームの可能性に加えて、FX Stackのツールメニューのオプション
で後者の設定はアニメーション化が可能です。)

 幅 4  高さ 4                                 幅 8  高さ 8

かく乱させるために追加のノイズ要素を加えて、Octave設定は手続き上のパターンで詳細
の量を制御します。Octaveが低いとそれほど複雑でない結果となります。Seedパラメー
タはパターンが基づいている整数値です。あらゆる値が異なったパターンをもたらすので
、この数を変更する効果は予測できません。

 幅 4  高さ 4 Octave 1                   幅 4  高さ 4 Octave 3

 

Seed設定のすぐ下には、カラーソースサイクルメニューがあります。(閉じられる場合は
、その名前の横の拡大と折り畳み三角形で拡大することが可能です。)カラーが選択され
る場合、色見本で設定された色がパターンを作成するために使用されます。もう一方のオ
プションはグラデーション、または画像です。

グラデーションを選択すると、グラデーションストリップがポップアップ表示されます。
ストリップをクリックことで、(TVPアニメーション 7の標準グラデーションエディタを
使用して）グラデーションは修正が可能です。画像が代わりに選択される場合、生成され
るパターンはソース画像のピクセルの色に従います。
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  透明度 Off        でのグラデーション グラデーション,  透明度 Off, 反転有効

                 

     Width 4 Height 4                             Width 8 Height 8

 

他の 2つの要素がパターンの本質に影響を及ぼします。まず最初に、カラーソースメ
ニューがパターン用の色を指定し、色かグラデーション(画像ではない)のどちらかが選ば
れている際、結果のパターンは黒か透明な領域も含みます。どれが使用されているかは透
明度スイッチの状態に依存します。また、反転スイッチがチェックされると、結果として
配色が逆になります。

Blendメニューでは(パターンを適用する、または任意の既存の画像と組み合わせるために
使用される）モードの標準の補足を表示します。いつも通り、Perlinノイズ用の設定の大
部分は、質感をアニメーション化できるようにキーフレーム化が可能です。

12.6.5. Plasma

Plasmaエフェクトは驚くほど多様な種類のパターンを生成します。波フィルタエフェクト
よりも複雑なバージョンと考えると良いかもしれません。しかしながら、同心の波を伴う
既存の画像を歪ませるよりむしろ、Plasmaは複数の色の付いた波を使用して新しい画像を
作成します。

さらに、Plasmaでは複数のジェネレーター(最大 4つ)で結果をもたらすので、各ジェネ
レーターからの循環波は互いを相殺し合うことになるかもしれません。パターンを作成た
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めに使用されるジェネレーターの数はNum Circlesポップアップメニューを使用して設定
されます。1Circleを選ぶと多彩な同心円を 1組作成します。2個以上のジェネレーターか
らの波は段々と複雑なパターンをもたらします。

                  1 Circle,                  スムーズ 1 Circle, リニア; 2nd Circle, リニア

 

コントロールパネル上部のモードメニューでは、別々のジェネレーターからの波が衝突す
る際の結果を決定します。(１つのジェネレーターだけの時は、モード選択に効果はあり
ません。) 任意の交点の値は、Add、Subtract、または別の機能を使用して結合されるてい
るかが結果に深遠な効果を与えます。

                                              最低モード 最低モード

 
いくつかのコントロールは、個々のジェネレーターに特定のものです。サイクルメニュー
では、スムーズ、リニア 1またはリニア 2の設定が与えられ、その設定は生成される波形
のプロフィールに影響します)。XとY座標は起点をマークして、キーフレーム化される
か、FX Stackツールメニューから得られた値を使います。

各ジェネレーター用のスケール設定は、効果的にそれぞれのアクティブなジェネレーター
用のパターンの波長を制御し、キーフレーム化されることも可能です。

グローバルコントロールはジェネレーターの特定の設定に従います。グローバル Phaseは
波形のピッチを制御して、外観上波を進めます。赤 Phase、緑 Phase、青 Phase、およびア
ルファ Phase設定が波の色の構成要素(そして透明度)を制御します。
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どうパターンにその色を与えるか(またはそこから引くか)に影響して、それぞれの色
Phaseは対応するチャンネルの値を通して循環します。Phase設定を変更すると、パターン
内の選択された要素の配置と量が変更されます。整数が元の設定に加えられる、またはそ
こから引かれる場合に同じ結果となるように Phase設定がひっくり返ります。

12.6.6. 簡単なテキスト

TVPアニメーション 7のバージョン 1.2では、このエフェクトグループの別の種類の簡単
なテキストが導入されています。おもしろくて創造的な方法で様々にフレームにテキスト
を追加します。テキストブラシツール(第 7章のペイントとデッサンの 7.1.1)では、同じ特
徴の多くが提供されていますが、簡単なテキストはその責務を果たすために FX Stackの全
力を生かします。

 

ホストシステムにインストールされた標準ベクトルフォントを使用して、標準テキストブ
ラシのデッサンツールでビットマップ化されたカスタムブラシを作成します。簡単なテキ
ストでもそれはできますが、単に画像の作成における最終段階としてです。

 
FX Stack全体を適用する前の任意の時点で、テキスト線の文字は編集され、それらの特徴
は変更することができます。(個々の FXビンや FX Stackビンのどちらかを使用して）ビ
ン入力として保存し、テキスト処理(そしてアニメーション様式)は、容易に繰り返しの適
用のための呼び出しや共有するための書き出しが可能です。

テキストアニメーション

 

テキストモーションは、(ピクセルトラッカー、パスレコーダー、およびモーションパス
ツールへのアクセスが可能な)Position特性の標準ツールメニューを使って、またはキーフ
レーム C/D(作成/削除)ボタンの使用で、直接得ることができます。
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エフェクトパネルのヘッダーの進行プロフィール機能では、簡単なテキストでの無数の
キーフレーム化可能な特性の任意のものへの素晴らしい制御方法が与えられています。以
下にその簡単な例を挙げています。

上で示された進行プロフィールをちょうど 2つのキーフレーム（フレーム 0用に 100%で
、後のフレームで 75%にキーフレーム化されたXスケール）があるセンター寄せのテキス
ト入力に適用すると、生きているかのように継ぎ目なくループするテキストとなります。
ループ回転と他のアニメーション化されたエフェクトは、プロフィールを使って容易に実
行することもできます。

変数設定

 (数値スライダーや隣接する回転コンパスツールで設定される)角度設定は、同様に時間と
ともに変化させ、キーフレーム化することが可能です。(すぐ以下の数値回転フィールド
は、任意の時間に渡って 1の値ずつ増加する場合、360度で 1回転する標準の方法で作動
します。)
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サイズ、Xスケール、スペース、Italic、およびトラッキング設定のエフェクトは、対応し
ているテキストブラシツールのものと同じですが、これらの設定は、FX Stackから適用さ
れると、キーフレーム化が可能であることを述べておく必要があるでしょう。

メモ：現在、簡単なテキストでサポートされていないテキストブラシツールの１つの特徴
は Letterモードです。第 7章で説明したように、このモードはモーションパスやスプライ
ンに沿ってテキスト文字を挿入するために役立ちます。FX Stack内でこのエフェクトを得
るためには、代わりにキーフレーマーエフェクトに合わせて、(適切な文字シーケンスで
構成される)アニメブラシを使用しなければなりません。
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フィリングオプション

 
標準テキストツールのいくらかの特性は、簡単なテキストでタブパネルに別々に格納され
ています。これは、さらに強力な選択肢となっています。単にその Font(書体)、Border、
そして Shadow用に色を指定するよりも、各タブの下のフィリングメニューでは、テキス
チャーやグラデーションを含むいくつかの選択肢が提供されています。

 最も単純なフィリングオプションはカラーです。アルファ値の数値スライダーやスムー
ズのXとYフィール

ドと共に、標準の色見本(見本をクリックし、マウスをインタフェース上でドラッグして
色を選択します)が与えられています。

 

 

例によって、これらの値の全てはキーフレーム化が可能です。これを知っていると、オプ
ションのプラグインや特に複雑な段階も必要なく、容易に不気味なアニメーション化され
たぼかしエフェクト(または、他の色々な創造的な選択肢)でテキストをフェードイン、
フェードアウトさせるビン入力を追加することができます。
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グラデーションやテキスチャーフィリングモードを選択すると、追加オプションが現れま
す。グラデーションオプションには、もちろんスムーズXとスムーズYに加えて、角度
、回転フィールドやツール（以上全てキーフレーム化が可能）と共に、標準グラデーショ
ンストリップ(TVPアニメーション 7のグラデーションエディタを開くためにはストリッ
プをクリックします)が含まれています。

テキスチャーフィリングオプションは非常に強力かつ柔軟です。すべてのモードに共通の
スムーズXとスムーズY機能に加えて、そのテキスチャーメニューでは、標準 FX Stack
ソースリストから選択することができます。

 

現在の Paper、スペア画像、他のレイヤー、または他のプロジェクトさえも含む多くの利
用可能な画像ソースから選ぶことができます。指定されたソースが恐らくはアニメブラシ
やアニメーション化されたレイヤーであるため、アニメーションモードメニュー、Pre 
Behaviorと Post Behaviorドロップダウンメニューが与えられています。これによって、ビ
デオやアニメーションシーケンスをテキストに配置するための素晴らしく簡単な方法が提
供されています。
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これらの様々なフィリングオプションは、3つのタブ（Font、Border、および Face）全て
で利用可能です。さらに、Borderタブには境界サイズフィールドがあり。Shadowパネル
には(通常のコンパスツールと回転フィールド付きの)角度とオフセット距離設定がありま
す。今更驚くことではありませんが、全ての設定は、通常の方法でキーフレームボタンを
使ってアニメーション化が可能です。

多線テキスト

今となっては明白ではありますが、このエフェクトの名前と用法のみが「簡単」と呼ぶこ
とができます。独立した CGアニメーションツールとしては、多くの専用の CGプログラ
ムを容易に超えています。多線テキスト能力がないのではと思われがちですが、その考え
は少し誤りでもあります。

 

多線テキストページを作成するためには、エフェクトを複製するために単にエフェクトコ
ントロールパネルのオプションメニュー(FXビンメニューの横の小さい三角形)を使用する
ことになります。次に FX Stack入力の複製で、テキスト文字列とY Position値を編集する
ことだけが必要です。簡単なテキストのAlign

メニューが役に立ってくるという関係で、HUDを表示されている際に、プロジェクト
ウィンドウ内に見える位置ノードに比例してレフト、ライト、またはセンターに多線での
テキストを容易に寄せることができます。

アウトラインテキスト

もう 1つのテキストブラシの特徴のアウトラインオプションが抜けていることに気付いた
かもしれませんね。もっとも、この便利で魅力的なテキスト様式を模写するのは本当に簡
単です。同じ結果を生むには、適当な Border幅で単純に 0に Fontタブのアルファ値を設
定します。
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この説明の締め括りとして、Bevel、Volumetricライティング、渦巻き、波フィルタエフェ
クト、または Perlinノイズなどの他のエフェクトを使用することで簡単なテキストをさら
に向上させることができるという事実を見落とさないでください。

12.6.7. RotoTracking

 

定義と適用

RotoTrackingエフェクトは、TVPアニメーション 7で複雑なキーイング状況の別の対処方
法です(他の目的でも創造的に適用することもできます)。エフェクトではスプライン形を
使用します。お分かりだと思いますが、スプラインは、その形が点（又はノード）によっ
て制御された数学的に定義されたカーブです。

このエフェクトの目的上、スプラインは閉じられています。形の境界の内と外の両方の領
域で、エフェクトで調整される透明度が与えられています。常にというわけではありませ
んが、スプライン形内の領域は不透明な領域を定義するために一般的に使用され、外側の
領域ではその影響は透明にレンダリングされます。

領域の間で影響の緩やかな減少を与えるために、その形と画像の残りの間の縁の混合領域
を使用することができます。スプライン形(そして、全てのコントロールパラメータ)を定
義するノードの位置はアニメーション化が可能です。
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これは、ユーザが時間とともにマットを定義する形を修正でき、動く対象に密接に合わせ
る非常に役に立つ能力です、形が画像特性(色や明度など)に依らず、ユーザ定義である場
合、複数の色の付いた目にうるさい、または不適当な背景領域のための非常に満足のいく
マットを作成するために使用することができます。

 

 同様にエフェクトは、惨めな名前ですが、常に役に立つゴミマット機能を提供する TVP
アニメーション 7のキーヤーと提携して使うことができます。

エフェクトの名前の「Roto」の部分は、ロトスコープ（退屈な手作業の含蓄に満ちた名
前）からきています。TVPアニメーション 7のスプライン実行は、強力なパスレコーダー
や FX Stackのツールメニューのピクセルトラッカーユーティリティのへの独特なアクセス
から RotoTrackingと呼ばれます。これらの特徴は一般的にスプラインの使用に関連した骨
折りな仕事を減少させるために大いに役立ちます。
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コントロールパネル概観

(進行プロフィールスイッチオプション、メニューツール、および FXビンメニューととも
に)標準コントロールパネルのヘッダーの下には、スプライン形の作成や変更用のツール
とコントロールがあります。

パネルの一番上の部分にはスプラインメニューが含まれます。これで新しい B-スプライ
ンの作成、リネーム、複製、削除が可能になります。(Bスプラインは、デッサンの形と
して TVPアニメーション 7のMainパネル内で使用される Bezierスプラインカーブに数学
的に関連し、

すばやく形を定義するには後者よりも幾分利点があります)

 メモ：複数のスプライン形は、共存、そして相互作用することさえできます。スプライ
ンメニューは、選択複数の形が存在している場合にどの形が現在のものかも指定します。

 

透明度パーセンテージは、エフェクトの適用時に、スプライン形の外側の画像領域の透明
レベルを制御します。(下側の透明度フィールドは選択されたスプライン形内の透明度を
制御します。)100%の設定では、外側の領域が完全に透明になります。予想通り、反転ス
イッチはエフェクトの影響を逆にします。透明度と反転の両方はキーフレーム化が可能で
す。(しかし、反転はオンとオフの切り替えスイッチです。時間とともに変化させること
はできません。)

また、スプラインメニューの横にキーフレーム C/D(作成/削除)ツールがあります。これは
、Positionやエッジなどを含むその下のすべてのキーフレーム化可能な変数用にキーフ
レーム値を作成するために使用される「マスターキーフレーム」スイッチです。

このメニューの下には、7つのActionボタンがあります。(インラインヘルプバルーンが有
効の場合)これらの上へマウスを動かすと各項目に関する情報が与えられます。左から右
への順番で以下の通りになっています。

Append Point：選択されると、プロジェクトウィンドウ内でのそれぞれのマウスクリック
で、定義されるスプライン形にもう 1つのポイントを追加します。その形が閉じている場
合、Appendを選択すると再び開きます。
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ムーブポイント：ポイントをインタラクティブに新しい位置へドラッグ(またはポイント
のグループの選択)が可能です。

ポイント挿入：このActionボタンが選択されるとき、スプライン境界を超えると、カーソ
ルは十字キーになります。その時クリックすると、既存のスプラインに新しいノードが追
加されます。

ポイント削除：挿入と同様に作動しますが、クリックでカーソルの下のスプラインノード
ポイントを削除します。

ポイントエッジの変更：HUDを使用してポイントエッジ値を調整します。(以下のエッジ
の説明を参照)

ポイントシャープネスの変更：HUDを使用してポイントシャープネスの値を調整します
。(以下のシャープネスの説明を参照)

スプラインの移動：Aは、選択されたスプライン形全体の位置を移動させるために、プロ
ジェクトウィンドウ内の任意の場所でドラッグすることができます。1つ側面あたりの 3
コントロールポイントがあるバウンディングボックスがHUD内に現れます。これらのコ
ントロールポイントをドラッグすると、1つまたは両方の軸上で形の大きさを変更します
。(サイズ変更処理を抑制するためには Shiftキーを押します。)ポイントは、HUD内のそ
れらを囲む長方形の選択領域をドラッグすると移動用に複数選択することができます。
CTRL-クリックで、隣接していなくても編集用にポイントを複数選択できます。

メモ：スプラインの移動のバウンディングボックスから延びているHUDのスプライン回
転ハンドルを使用して、選択されたスプライン形全体を回転させることができます。好都
合なことに、調整の実行中は角度が

表示されます。

RotoTrackingのコントロールパネルの中央の領域では、選択されたスプライン形の各ノー
ドの位置と効果が制御できます。スプラインメニューでの場合のように、複数ポイントメ
ニューが現在編集用に選択されているポイントを表示します。同様に、キーフレームコン
トロールを表示します。スプラインキーフレームツールでの場合のように、これは「マス
ター」コントロールで、全ての適切な低いレベルの設定にキーを作成します。)

 

 第 12  章画像処理エフェクト J12-45



 第 12  章画像処理エフェクト

 

 メモ：複数ポイントメニューやHUDを使用して(編集用の)ポイント選択が可能です。ポ
イントは、長方形の選択領域をドラッグしそれらを囲むように、または CTRL-クリックで
編集用に複数選択できます。

コントロールパネルスライダーは常に（複数ポイントメニューにリストされた）1つのポ
イントに影響を及ぼすと知っておくと良いでしょう。これは、ポイントの異なるグループ
がHUDのアクションを使って編集用に現在複数選択されている場合でもそうです。

Positionパラメータ(XとY)は、選択されたポイントの空間的な位置を制御します。他のエ
フェクトでの対応する値のように、TVPアニメーション 7のパスレコーダーやピクセルト
ラッカーを使って、Positionパラメータは自動的に設定されることができます。(したがっ
て、名前が RotoTrackingとなります。)

 (近くにある(ツールのすぐ上の)補間メニューは、ポイントのパスを変更するために作動
し、それが定義するスプラインカーブの性質ではないと述べておく必要があるでしょう
。)  

エッジ設定

この設定では、ポイントごとにスプライン形の内と外の領域の間のエッジで混合される不
透明度の精密なコントロールが提供されています。
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この画像の右上の隅にある選択されたポイントはエッジ設定が 60で、スプライン形の固
有の境界が近づくにつれて不透明度のゆるやかな減少をもたらしています。自然なエッジ
への変更の範囲は明るい青で描かれた新しい境界線によって示されています。

エッジ値では、エフェクトがキーイングされた領域を定義するために使用される際に、荒
いエッジを排除して、にじみの領域が選択的に適用されるのが可能になります。当然、変
化する状態に対応するために値はキーフレーム化が可能です。エッジ設定は正、または負
の数となります。(正の数はスプライン形の固有の境界の外側に混合領域を作成します。)

ポイントエッジの変更のActionボタンが有効の場合、マウスをスプラインノードの上にド
ラッグして、HUD内でインタラクティブにエッジを調整することができることを覚えて
おいてください。

シャープネス設定

シャープネス値は、共に適用されている不透明度よりも、与えられたポイントでスプライ
ンの形を変更します。
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Bezierスプラインと違って、Bスプラインは形を定義するノードを通過しません。シャー
プネス値を上げると、実際のノード位置によりしっかりスプラインカーブを引く効果があ
ります。

シャープネス 100は、カーブをノードに通しますが、事実上、シャープネス 100に設定さ
れた全てのポイントがある 4つポイントのスプライン形は箱型となります。(ここに示さ
れたスプラインの右上のノードは、シャープネス値 100となっています。)

エッジと同様に、ポイントシャープネスの変更のActionボタンが有効の場合、マウスをス
プラインノードの上でドラッグして、HUD内でインタラクティブにシャープネスを調整
することができます。

Blending モード

 

種々の理由で、複数のスプライン形を同時に使用することができます。いくつかの結合し
た形が、複雑なマットを作成するのに共に役立つかもしれません。代わりに、割り込むよ
うに 2番目の形が、1番目のものを変更するかもしれあせん。

Blendingモードメニューでは、指定された形がどのような影響をもたらすかを決定します
。Addでは、2つの形の不透明度を(完全な不透明度の限界まで)結合し、Subモードは適用
される 2つのスプラインによって与えられる値の違いをもたらします。
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 下側の透明度フィールドは、選択されたスプライン形内の透明度を制御します。した
がって、Subモードの適用時には結果に影響を及ぼします。エッジとシャープネス設定は
、Subモードの形の目的上守られます。

表示が便利に作業するには込み入ってきた時に、スプラインアウトラインのオンとオフを
切り換えるためにHUDを表示スイッチを使用することができます。(微調整を加える際に
ズームインするのも役立ちます。)

スプライン形の作成

新しいスプライン形を作成するには、これらの方法に従ってください。

– スプラインメニュー(Actionボタンは自動設定でAppend Point)内のNew B-スプラインを
選択します。

– HUDを表示している状態で、FX Stackプレビューをオンにします。

–プロジェクトウィンドウ内をクリックして、スプラインノードを追加します。

–ポイントを追加し終えたら、形を形成するためにスプラインを閉じて、作成した最初の
ポイントの上をマウスでクリックします。
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スプライン形の変更

スプラインを作成したので、様々な設定を実験してみましょう。そして、いくつか、又は
全ての値をキーフレーム化し、レイヤーパネル内でさらにいくつかのフレームを動かしま
す。ポイントエッジの変更のActionボタンが有効の時に、マウスをスプラインノードの上
でドラッグし、HUD内でインタラクティブにエッジを調整できるということを覚えてい
てください。

スプライン形への効果に注意して、いくつかの点の位置を変更します。最初のキーフレー
ムを、それらのチャンネル用の自動キーをオンに設定します。他の時点のポイントでの
Position(または他の)値を変更すると、必要性応じて新規キーフレームが作成されました。
エフェクトの適用時に、形とその設定は設定した値の間で滑らかに推移します。

12.6.8.  タイムコードジェネレーター

名前が暗示しているように、このエフェクトはカレントレイヤーへタイムコード表示ウィ
ンドウをペイントします。ユーザーは、インストールされたものから Font(サイクルメ
ニューを使用)の選択ができ、与えられたフィールドを使って必要性に応じて表示をス
ケールすることができます。Fontカラーと Backカラー(長方形の背景フィールド用の)は、
そう名付けられた色見本を使用して設定され、それぞれが対応するアルファ設定を提供し
ています。

 

3つのモードがタイムコードメニューから利用可能です。カレントプロジェクトは各フ
レームに実際のグローバルタイムコードを利用します。このモードには、他の時間関連の

 オプションはありません。レイヤーパネルタイムラインがタイムコードを表示するよう
に設定されると、結果はカレントフレームでそのように表示されます。レイヤーパネル 
タイムラインモードがフレームカウントを表示するように設定されるとき、フレーム数が
代わりに使用されます。
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Free Runモードでは、特定のプロジェクト設定を選び、グローバルなタイムライン位置の
 如何にかかわらず、選択されたレイヤーの最初のフレームで最初のフレーム番号が表示

されて、選択した Startフレームを使用します。フレームレートフィールドでレートを指
定します。(実際のプロジェクトレートと異なっている場合があります)。Reverseスイッチ
で代わりに、カウントダウンオーバレイを示します。

すぐ下のモードメニューでは、フレームとタイムコードからの選択が可能です。フレーム
ではフレームカウント(0、1、2、3など)が示され、タイムコードでは標準 SMPTEタイム
コード(00:00:00:29.1)を表示します。

Fontスケールとカラー、Backカラー、アルファ値、Position設定、およびスケールは全て
、キーフレーム化が可能です。Positionだけが FX Stackツールとキーフレーム補間モード
へのアクセスがあります。

12.6.9. Volumetric Light

先程説明した標準のライティングエフェクトは、ちょうど本物の光が物理的な画像を照ら
すように画像を明るくします。コントラストでは、Volumetricライティングは色と照明を
形取るために画像そのものを使います。画像の色と不透明度は、様々に光源から発する
Rayをフィルタ、色づけ、隠すことができます。

 

ライトXとライトYは、仮想の光源を配置するために使います。Ray長さはビームの範囲
を制御し、Light Powerは輝きの全体的な効果を設定します。

チャンネルオプション

パネルの次の領域は、光線の色が計算される方法を制御します。ソースメニューには、ア
ルファ、反転アルファ、Luminosity、ステンシル、赤、緑、青オプションがあります。
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以下、利用可能なモードを例証するいくつかの例です。

 

Volumetricライティングの追加前の元の画像が上に表示されています。画像の灰色の領域
は透明ですが、黒は 100%不透明です。

 

 Volumetric Lightはアルファソースモードで追加されます。仮想の光源は、元の画像レイ
ヤーの透明な部分を通って明確に表示されます。

 

 ソースモードで反転アルファを選択すると、仮想の光源からの光線が不透明なピクセル
だけを通り抜けるように制限されます。画像の透明な領域が光線の透過を妨げます。不透
明なピクセルを輝き抜けた光線は、その道のりを完結して、透明なピクセルへ渡ります。

Luminosityモードには、上で使用された全く同じ画像に適用される場合、効果が全くあり
ません。これは黒と透明なピクセルの両方には luminosityが全く、ソース値 0となってい
るからです。
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この理由から、Luminosityソース設定の影響を示すために上の画像を代用しました。

 

白のピクセルは最大の Luminosity値があり、volumetric光線を完全に通過します。
Luminosityの全くない周囲の黒い領域は完全な不透明として扱われます。

赤、緑、および青ソースモードは volumetric光線計算を１つのカラーチャンネルに制限し
ます。以下の画像内のテキストは左から右へグラデーションでペイントされています。テ
キストの左側は赤で、右は青となっています。

 

  この画像では、Volumetric Lightソースモードは赤に設定されます。結果の放射効果は、
画像の左(赤)側で相応してさらに顕著です。
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  コントラストによって、エフェクトソースは下側の画像用に青に設定され、その結果、
テキストの右側から発する光線が優勢となります。

Blend

Blend設定は volumetric光線が既存の画像に融合される方法を制御します。カラー、Add、
Sub、Replace、

Multiply、スクリーン、および他の選択肢は、このマニュアルの他の場所でのペイントと
合成の説明部分からご存知でしょう。

 

 

Substituteモード(上)は、場面から元のピクセルの全ての痕跡を取り除きます。レンダリン
 グされた volumetric光線だけを表示する完全に新しい画像を作成します。ライト位置がア

ニメーション化されている際、ひとしお魅惑的な雰囲気があり、別世界的な結果が与えら
れます。
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カラーソース

カラーソースオプションは、画像、カラー、グラデーションです。カラーモードでは、す
ぐ以下の色見本で volumetric光源の見かけの色を決定します。見本をクリックすると、別
の色が画面から選ばれ、このために代入することができます。カラーソースが画像に設定
されている際、光線の色は元の画像内でピクセルの色によって影響されます。グラデー
ションモードでは、任意のピクセル上のエフェクトの明度と密度に従って光線を染めるた
めに、現在の TVPアニメーション 7グラデーションを使用します。(小さいグラデーショ
ンストリップをクリックすると、調整できるようにグラデーションパネルが開きます。)

マスク

有効と無効のチェックボックスに加えて、マスクコントロールエリアに半径設定がありま
す。これを、仮想の光源の周りで減少円を定義すると考えてください。

Shimmer

パネルのこの部分での設定は、、volumetricビームを分割、それを分散して摂動を加えま
す。エフェクトは雲を通り抜けると日光が、より小さい光線に破砕される様に例えられる
かもしれません。かなり納得のいく結果を与えるパラメータ(パネル内の他のもののよう
に)はキーフレーム化が可能です。

サイズ設定はかく乱パターンの配分を制御します。より高い値には、より大きい影響があ
ります。角度と回転は干渉を回転させ、その結果、光線が光の中心軸の周囲で回転するよ
うに見えます。より高いVariation設定は、光線により多くのコントラスト与えます。
Variationはソースから外側に進む際に光線が行き当たる散布パターンの不透明度を制御す
ると考えられるかもしれません。また、Seed値は散布パターンを生成する数学機能の無意
味な入力パラメータです。変更すると、多少無作為な方法で完全に異なったパターンがも
たらされます。

12.7.  様式化グループ

12.7.1. Bevel

そのオプションでは、CG対象が画像面から様々なおもしろい方法で彫刻された、または
高くされたように
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見えるようになります。フィルタは Bumpフィルタのものと似た陰影技術を使用し、ソー
スとしての透明な背景の上の不透明な対象を必要とします。

モードサイクルメニューでは、(CG対象にレリーフを彫るかような)Innerbevel か(画像面か
ら CG対象が浮き出るかのような)outerのどちらかを選択させることができます。両方
モードは InnerとOuter選択を適用します。

以下、いくつかの Bevelのサンプルです。(黒い領域は透明です。)

Inner Bevel                                           Outer Bevel

 

Bevelフィールドでは基本的な bevelの深さを設定します。スムーズ設定は、わずかなぼか
しを不規則なエッジに適用しますが、bevel幅を一致して増加させます。スムーズ設定が
高過ぎると、エフェクトをほぼ確実にダメにするので、やりすぎないでください。

ディレクション角度ツールは仮想の光源を指し、名前が示すようにAltitudeは画像面に比
例した見かけの高度を制御します。

 
(高いソフトネスにおける)Bothモード

ソフトネス値を増加させると、著しい bevelをいくらか平らにして、CG対象の内部の表面
が和らげられます。極端な設定では、軟質の粘土の中へハンコを押すように、beveled
エッジの下の表面さえも押しつけることができます。
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ライト Powerは、bevelのハイライトの強さを制御します。ライト色見本は、仮想のライ
ト色を変更するために使用されます。Shadow Powerと Shadowカラーは対応する機能を
bevelの陰影付きの部分に与えます。

12.7.2. Blender

このエフェクトは、ソース画像を分解し、色の継ぎ接ぎで作ったランダム化された継目の
無い画像に組み立て直します。この種類の画像はまた、ウェブや 3D質感のマッピング用
に色づけることに適していますが、CG製作用に(少しの余分な処理で)魅力的な背景にな
ります。Seed値は無作為に結果を変更させる唯一の調整可能なパラメータです。

                                                 前 後 Blender               3Xが適用された Blender

 

(Blenderの連続した適用は、究極的にはピクセルがほとんど区別がつかなく所まで画像を
破壊して、よりすばらしい結果を生みます。)

12.7.3. Bloom

Bloomは、画像に幽玄で、別世界的な、またはロマンチックな性質を加えるための非常に
人気のあるエフェクトです。基本的には、かすかにぼかされた輝きを加えます。エフェク
トはハイライトでさらに顕著となり、慎重に使用されると、明度とシャープネスへの影響
から、わずかにのより映画らしい見栄えをビデオ映像に与えることができます。
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ブライトネスは bloomの明るさへの全体的なコントロールとして考えられるでしょう。彩
度は、bloom内の色の豊かに影響します。GlowサイズXとGlowサイズY設定で、希望で
あれば、1本の軸の上のエフェクトを強調することができます。

ぼかし Tuneのエフェクトは、Bloomのぼやけ具合を増加させるかのように考えられるほ
どです。低い設定では、いくらか制限しますが、より高い設定では、より暗い領域の上で
も揺らめかせることができます。

最終的に、赤、緑、および青Variationフィールド内の値を使って、Bloomの色を歪めるこ
とができます。

全ての設定はキーフレーム化が可能です。

12.7.4.  色 Range

このエフェクトは、現在の TVPアニメーション 7グラデーションの色を、選択されたフ
レーム内のピクセルの色値と入れ替えます。グラデーションは、左から右へのルックアッ
プテーブル(LUT)として役立ちます。チャンネルメニューでは、入れ替えがソース内で輝
度、アルファ、赤、緑または青の値に基づくかどうかを設定することができます。

                                                        ソース画像 グラデーション 結果
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12.7.5. Drop Shadow

このエフェクトは、場面での不透明な CG対象のための良い drop shadowを作成します。
当然、透明な領域が画像にある場合にのみ、影が現れます。

 

設定はほとんど自明です。たとえそうでも、プレビュースイッチをチェックマークすると
、設定の結果がプロジェクトウィンドウ内で即座に表示されるのが見受けられます。

 色見本をクリックして、影の色を選びます。そしてもう一度クリックして、インタ
フェースからマウスを使って影を選びます。Directionツール(及びそのフィールド)で影が
落ちる角度を、Distanceが(投影している)CG対象から影の(ピクセルでの)オフセットを定
義する角度を制御します。

透明度設定で影の密度を規制、スムーズ値で影のアウトラインの柔軟性を定義します。
(影がかなり柔らかいとき、結果に密度を加えるために、フィルタを何度か適用すること
ができます。)(影の色を含む)すべての設定はキーフレーム化が可能です。

 メモ：同様のエフェクトが、プラグインメニューの独立したフィルタとして利用可能で
す。

12.7.6. Erode

適用する Erode XとY設定に応じて、エフェクトは効果的にフレーム内の不透明な領域の
アルファチャンネルを縮小します。設定はピクセル値で、キーフレーム化も可能です。

12.7.7. Glow

Glowは 0ピクセルの距離で適用された Shadowと似ています。CG対象の周りにぼかされ
た境界を適用します。Glowは、全体の対象を囲み、Glow XとY設定によって、多少際
立って見えます。サイズ値と共に、色とアルファ設定はともに、アニメーション化が可能
な結果を与えるためにキーフレーム化されることができます。
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12.7.8. Grain

Grainエフェクトは、選択された画像に視覚的なノイズを加えます。エフェクトがランダ
ム化されるので、どの 2つの連続したフレームも同じにはなりません。Grainは、モノク
ロ、またはカラーが可能です。エフェクトは、フィルムGrainを模倣するために使用でき
、コンピュータで生成された画像や劇的な様式化に関連した不自然なスムーズさを補いま
す

サイズパラメータは、非常に大きいピクセルサイズから加えられたGrainの全体の大きさ
を制御します。より小さいサイズは、より少ないピクセルを使用して、より微妙なエフェ
クトを与えます。範囲は、サイズと色の両方に影響して、粒の偏差のレベルを制御します
。高い範囲では非常に目立った、サイケ的でさえあるエフェクトを作成します。

 赤、緑、および青Variation設定は、結果パターンでのそれらの色の構成要素の影響を制
御します(これらの値の変更は、モノクロが有効の時でさえ影響があります。)。

12.7.9. Halftone

Halftoneエフェクトは、上映された作品のラスタライズされた外観を模倣します。エフェ
クトは、処理されるピクセルのソース値に従ってメッシュのサイズを変更します。H(水
平)セルとV(垂直)セル設定は、メッシュパターンの密度を制御し、角度はそれを回転させ
ます。

HジッターとVジッターでパターンをわずかに変えます。タイプメニューでは、Dot、
CrossHatch、ライン、ソフトドット等を含むいくつかの異なったスタイルが提供されてい
ます。

透明度パーセンテージでは、エフェクトの全体的な出力が制御され、モードでは 5つの異
なったメッシュ適用方法が与えられています。

12.7.10. ルミックス

 このエフェクトでは、指定されたルミナ Fromソースから得られた輝度データで、選択さ
れた画像(ソースメニュー)のピクセルの輝度値を代入します。両方のソース領域では、ア
ニメーション化されたソース用の通常の Pre/PostBehavior、アニメーションモード、そし
てオフセットコントロールが与えられています。
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                                                            ソース画像 ルミナソース 結果

 

12.7.11. モザイク

 

 モザイクエフェクトでは、ソース画像の個々のピクセルを、ピクセルを超えるサイズの
ブロックで入れ替えます。(また、そのブロックはソースピクセルから得られた平均の色
の値から構成されています)。結果は、同じサイズのモザイク・タイルで構成された画像
に似ています。ブロックのサイズは、XとYフィールドを使用して設定され、時間ととも
にエフェクトを変化させるようにキーフレーム化が可能です。スムーズスイッチでは、元
の画像のより微妙な解釈を生むように、隣接するブロック間のブレンドが可能となってい
ます。

12.7.12. 色反転

  このエフェクトでは、元のネガを作り出すために各ピクセルを補数で取り替えて、単純
にソース画像の色を反転させます。調整できる設定はありません。
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12.7.13. ノイズ

 
ノイズエフェクトは、シフト(ソースピクセルが動く距離の上限を定義)と強さ(どれだけの
ソース画像内ピクセルが動くか)の 2つの設定を守って、無作為にソースピクセルを再分
布させます。両方の設定はキーフレーム化が可能です。

フィルタでは、アニメーション化された映像に映画のような grainをに与え(フレームに
よってランダムに配置されたノイズはもっともらしく異なります)、またはスリガラスか
ら点描に近いものまで及ぶ効果で、静止画を向上させることができます。

12.7.14. ポスタライズ

 

 これは色減少フィルタです。ソース画像が分析され、ピクセル色が減少した色パレット
を使用して元のものを再生させるために取り替えられます。エフェクトは、適用されるポ
スタライズ設定によって、かなり劇的なものやずいぶん微妙なものになりえます。

この数は、最終的な画像がどれだけの色を使用するかを直接制御しないことに注意してく
ださい。むしろ、各色チャンネルでのフィルタに利用可能な色調の増加数を制限します。
したがって、スケールの設定は直線的ではありません。(大きい数では恐らく、ソースと
ほとんど区別できない画像を作成することになります。)
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12.7.15. Print

 

このエフェクトでは、様々なサイズの一連のドットで画像を構成するコミック雑誌や漫画
で一般的なハーフトーン上映を模倣します。ドットと周囲のフィールドは、ディザされた
外観を与えるように色付きでサイズが合わされています。

ドットサイズは（ソースピクセルから導かれる値によって異なる）配列の上限を制御しま
す。

チャンネルメニューでは、ハーフトーン画面がカラーまたは白黒でのペイントを決定し、
またはソースピクセルのアルファ値に基づいています。後者の場合には、ハーフトーン画
面が透明度に基づいているので、

完全に不透明なピクセルフィルタを適用しても効果がありません。

12.7.16. ソラリゼーション

 

ソラリゼーションフィルタでは、ソラリゼーションとして知られている写真効果をデジタ
ルに模写します。後者のテクニックでは、ダイナミックに異なる結果を生むために色と輝
度値を歪め、製作中にフィルムのネガを光源に再露出するのが伴いました。TVPアニメー
ション 7フィルタでは、固有のネガでソース画像をブレンドすることで、同様のエフェク
トを得ることとなります。
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LightWave® Viewer for TVP アニメーション 7 

LightWave® Viewer for TVP アニメーション 7 

LightWave Viewerは NewTekの LightWave3D®の直接サポートを提供します。サーフィステ

キスチャマップを作成又は質を高めるためにTVPアニメーション7の強力なペイントとイ

メージプロセッシングを使用したいとき、そのプラグインが数々の便利な機能を提供して

います。 

LightWave ViewerパネルはPluginsメニューのPreviewフィルターグループから開きます。

 

The Options Tab 

  

パネルには3つのタブがあります。Options tabで LW3.cfg fileへのパスをオプションで

設定することができます。サーフェス編集用のプラグインにLightWave オブジェクト

（.LWO format）を直接ロードするためには、単にObjectボタンを使用することができま

す。 

 サーフェスタブ

  

LightWave® Viewer for TVP アニメーション 7 JA-1



LightWave® Viewer for TVP アニメーション 7 

Surfacesタブは従来の（Planar、Cubic、Cylindrical又はSpherical）テキスチャーマッ

プと一緒に使用します。このパネルのSurface選択メニューを使って、オブジェクトの表

面から名前で選ぶことができます。 

ChannelメニューはLightWaveのサーフェス属性の標準リストを提供します。色、乱反射、

反射又はバンプマップ等を編集することができます。このすぐ下のテキスチャドロップダ

ウンメニューでは、1つ以上の表面レイヤーが適用されるときいくつかのイメージのどれ

が選択されたチャンネルにアサインされるか選択することができます。（オブジェクトを

初めてロードするとき、与えられた表面に何のイメージもアサインされていないと、テキ

スチャメニューは何も読みません。）その下のStatusラインはイメージにアサインされ

たテキスチャーマッピングのタイプを表します。 

  

編集のためにサーフィス、チャネル、テキスチャを一旦選択したら、読み込みをクリック

して編集されるイメージと一緒に新規プロジェクトを開きます。オブジェクトの表面のア

ウトラインはガイドとしてプロジェクトウィンドウにオーバーレイされますが、オーバー

レイはイメージ自体の一部にはなりません。 

UV  タブ

  

JA-2 LightWave® Viewer for TVPアニメーション 7 



LightWave® Viewer for TVP アニメーション 7 

もうひとつのメインタブはUVパネルを開き、UVマップされたオブジェクトで作業をする

ときに使用されます。下の簡単な例のように、プロジェクトウィンドウオーバーレイは

TVPアニメーション7で正確に整列されたテキスチャーを作成するのを簡単にします。  

  

LightWave® Viewer for TVP アニメーション 7 JA-3
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