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第一章：  インターフェースの新機能

A）〔プロジェクト〕タブと絵コンテ
B）プロジェクトの新しいフォーマット
C）〔ツール〕パネル

第二章：  ツールパネルの改善と新機能

A）カメラツール
B）移動ツール
C）ツールパレット
D）ペグホールスタビライズ

注意：数値を入力する欄の右にある右と左の矢印を使うには、クリックして右か左 に
ドラッグしてください。また数値を入力するためにはローマ字入力になっている 必
要があります。
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1)     インターフェースの新機能  

A)    〔  プロジェクト〕タブと絵コンテ  

   詳細：  
　　
〔プロジェクト〕タブは、従来の絵コンテと同じように機能します。作品を幾つかのシーンに分割して制作
する事ができ、シーンは更に一つあるいは幾つかのクリップに分割されます。（一つのクリップで一つのシ ー
ンが構成される事もあります。）
このタブを使うと、絵コンテから、最終的な作品制作の行程（アニメーション、彩色、特殊効果等）まで、
一貫して一つのプロジェクト内で制作する事ができます。プロジェクトの接尾辞は　.tvpp です。

事例：
        最初の“シーン”は、１つの                      ３番目の“シーン”は、３つの
       “クリップ”でできています。                                     “クリップ”で構成されています。 
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         ４番目の“シーン”は、２つの“クリップ”で構成されています。

絵コンテの作り方

左上のパネルにあるボタンの説明をします。

 現在のシーンの前（後）にシーンを追加：このボタンを使うと新しいシーンを追加する事ができま
す。現在の（選択された）シーンの前後に新しいシーンを追加できます。

 現在のクリップの前（後）にクリップを追加：クリップは絵コンテの中のシーンを構成する一コマ
に相当します。 現在の（選択された）クリップの前後に新しいクリップを追加できます。

 ２つ（以上）のシーンの結合：複数のシーンを１つのシーンに結合できます。選択したシーン（クリッ
プ）の後に続くシーンが結合されます。

 シーンを２つのシーンに分割する：シーンの中の選択されたクリップの後ろのクリップを切り離し、シー
ンを２つに分割します。

 現在のクリップを複製：選択されたクリップをその内容ごと（音、アニメーション、メモ等）を複製し
ます。

 現在のシーンを複製：選択されたシーンを（中に入っている全てのシーンとその内容ごと）複製します。

クリップの移動：クリップの名称の部分をクリックしドラッグするとクリップを移動する事ができます。複
数のクリップで構成されているシーンの中の１つのクリップを移動すると、シーンから分離し、１つのクリ ッ
プで構成されている独立した１つのシーンになります。
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  現在のクリップを削除： 選択されたクリップをその内容ごと（音、アニメーション、メモ等）削除し
ます。

  現在のシーンを削除： 選択されたクリップの構成するシーンを（中に入っている全てのクリップとそ
の内容ごと）削除します。

絵コンテをアニメートする

クリップをアニメートするには、クリップ上でダブルクリックして、タイムラインを表示します。 横にあ
る〔タイムライン〕タブをクリックしても同様です。
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絵コンテの表示

絵コンテの表示方法：

この４つのボタンを使うと絵コンテの表示方法を変更する事ができます。サムネイル表示、行表示（西欧方
式）、列表示（日本方式）、時間軸に沿った〔編集〕表示です。

右端の〔Ｚ（ズーム）〕ボタンを使って画像のサイズを変える事ができます。クリックしたまま、左右にド
ラッグしてください。

列表示（日本方式）の例
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行表示（西欧方式）の例

絵コンテにサウンドトラックを追加する
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〔プロジェクト〕タブ上で絵コンテを〔編集表示〕にすると、〔サウンドトラックを追加する〕のプルダウ
ンメニューが表示されます。ここをクリックして追加したいサウンドトラックを選択してください。

絵コンテの書き出し

プロジェクト全体の書き出し：〔ファイル〕メニューの〔書き出し…〕コマンドを選択すると、〔ファイル
出力〕画面が表示されます。この画面の〔プロジェクト画面〕タブを選択してください。出力フォーマット
等詳細の指定と、出力場所と出力ファイル名を変更できます。これを使うとプロジェクト全体が出力されま
す。

クリップの書き出し：〔ファイル〕メニューの〔書き出し…〕コマンドを選択すると、〔ファイル出力〕画
面が表示されます。この画面の〔クリップ〕タブを選択してください。出力フォーマット等詳細の指定と、
出力場所と出力ファイル名を変更できます。これを使うとクリップが出力されます。

絵コンテを印刷する

絵コンテを印刷するには、〔ファイル〕メニューの〔ストーリーボードのレンダリング〕コマンドを選択し
てください。〔HTML フォーマットにストーリーボードを出力する〕画面が表示されます。行表示
（Japanese View）、列表示（Occidental View）、サムネイル（Thumnail View）表示が標準スタイルとし
て用意されていす。また、アクション—ダイアログ—メモのディスプレーの有無等、アドバンススタイルオ
プションを変更したい場合、以下の画面で黒枠で囲ってあるボタンをクリックしてください。

以下の画面が表示されます：
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この画面では、絵コンテの印刷スタイルに関して以下のことが指定できます：

・印刷スタイル名の変更（複数のスタイルの保存可能）
・行表示（日本方式）か、列表示（西欧方式）の選択
・列表示（西欧方式）の選択した場合、〔分離しない〕（従来の絵コンテ式）か、〔１つの行につき１つの
クリップ〕か、〔１つの行につき１つのシーン〕（クリップの数が多い場合は複数行表示）かを選択できま
す。

また、チェックボックスを使って表示したい項目を選択できます。

・題名と情報
・プレビュー（各クリップ内のアニメーション）
・サムネイルのプレビューサイズの選択
・カメラパス描画

オプション選択が終わったら〔OK〕ボタンをクリックして〔アドバンススタイルオプション〕画面を閉じ、
画面左下の〔出力〕ボタンをクリックします。HTML ファイルが出力されますので、インターネットブラウ
ザを使って開いてください。（〔参照〕ボタンを使って出力先を変更する事もできます。）紙に印刷したい
場合、インターネットブラウザを使って印刷してください。

B)   プロジェクトの新しいフォーマット  

TVP Animation 9.5 プロフェッショナル版では、プロジェクトの中で背景となる〔描画エリア〕と〔カメラ
ビュー〕を設定する事ができます。

プロフェッショナル版では、カメラなしのプロジェクト（例えばイラストなど）とカメラ付きのプロジェク

ページ : 11



トのどちらかを選択する事ができます。スタンダード版では、カメラ付きのプロジェクトは使えません。

〔新規プロジェクト〕画面の左側の〔カメラビュー〕で、最終出力の詳細を設定する事ができます。デフォ
ルト設定を使わずに自分でカスタマイズする事も可能です。

〔新規プロジェクト〕画面の右側の〔描画エリア〕で、カメラの移動する背景の描画エリアを設定できます 。
基本的にはこのエリアは、カメラビューのエリアより大きく設定しますが、ご自分で自由に設定し直す事が
可能です。描画エリアを変更してもカメラビューのエリアは変更されません。

〔新規プロジェクト〕画面の中央の〔比率〕は、カメラビューに対する描画エリアの比率を表します。比率
を変更してもカメラビューのエリアは変更されません。

C)    ツールパネル  

ツールパネルは TVP Animation 9.5 のもっとも重要なパネルで、描画のためのツール（ブラシ）を選ぶ事が
できます。

＊アイコンをクリックするとウインドウが表示され、目的にあったツールを選択できます。

この画面では〔点描〕、〔点線〕、〔フリーハンド〕、〔塗りつぶしフリーハンド〕のいずれかを選択でき
ます。

この画面では〔直線〕と〔塗りつぶし多角形〕のいずれかを選択できます。

この画面では〔矩形〕と〔塗りつぶし矩形〕のいずれかを選択できます。
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この画面では様々な円と楕円の描画方法を設定できます。〔楕円〕を選択すると、楕円（あるいは円）を半
径を設定して描画でき、また塗りつぶしの有無も選択できます。〔２ポイントの円〕を選択すると始点と終
点が直径の円が描けます。（塗りつぶしの有無も選択可能。）〔３ポイントの円〕を選択すると、クリック
して決定する３点でできる三角形を内接する円が描けます。

この画面では様々なベクトル線が描けます。〔３点スプライン〕線、〔ベジェスプライン〕線（塗りつぶし
の有無）、〔Ｂスプライン〕 線（塗りつぶしの有無）を選択できます。

この〔自動塗りつぶし〕ツールを使うと、絵全体や選択した部分を塗りつぶす事ができます。

 

この〔ブラシの切り抜き（カスタムブラシ）〕画面では、選択した部分を切り抜いてコピーし“ブラシ”とし
て使う事ができます。〔長方形（矩形）〕、〔多角形（ポリゴン）〕、〔なげなわ〕、〔自動選択〕の４種
類があります。

〔選択〕画面では、選択するエリアの種類を〔長方形（矩形）〕、〔円〕、〔なげなわ〕、〔自動選択〕か
ら選ぶ事ができます。また〔ベジェ〕と〔Ｂスプライン〕も選択可能です。
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この〔ズーム〕画面では〔ズームイン〕ツールと〔ズームアウト〕ツールを選択できます。

この〔切り抜き〕ツール画面では、絵を切り抜いてプロジェクトのサイズの変更をする事ができます。

この〔変形〕ツール画面の〔パン〕と〔ポジション〕では、画像、レイヤー、選択した部分を、移動、サイ
ズ変更、回転したりできます。３つ目の〔ラップ〕を使うとパースを変更する事もできます。
パン

 

この〔カメラ〕ツールを使うと、プロジェクト内のカメラの移動を設定できます。

*〔ツール〕パレットの下の部分の機能を説明します。

・〔スポイト〕ツールを使って色を選択できます。 

・〔クリア〕ボタンをつかって、現在選択されている範囲を削除できます。 

・青の矢印は〔リドゥ（取り消し）〕ボタンで、オレンジの矢印は〔アンドゥ（やり直し）〕ボタンです。
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II)    ツールパネル：改善と新機能  

A)   カメラ（ビュー）ツール  

   詳細  

このツールを使うとカメラの移動を簡単にアニメートする事ができます。特にアニマティック（絵コンテを
アニメートしたもの）でカメラの動きを確認するのに役に立ちます。

カメラビューの設置

カメラツール（  ）はツールパネルの中にあります。まずアイコンをクリックし、次に絵の上でクリッ
クすると赤い四角形が表示されます。これがカメラビューの視界になります。

カメラビューの視界の調整

カメラの視界のパラメータを調整する事ができます。

・カメラの視界の場所を移動するには、X（軸：水平方向）と　Y（軸：垂直方向）の数値を変更するか、
四角形の中央の点をクリックしてドラッグしてください。

・カメラの視界をサイズを変更するには、〔ズーム〕の欄に数値を入力するか、四角形の角をクリックして
調節してください。

・カメラの視界の回転の角度を調節するには、〔回転〕の欄に数値（角度：360度）を入力するか、四角形
の中心からの一辺への垂線との交点をクリックしてドラッグしてください。

・モーションブラー（動きのブレ）効果を出すには、〔モーションブラー〕の欄に数値（％）を入力してく
ださい。ブレの効果はパーセントの値に対応します。
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〔パラメータ〕をクリックすると他のパラメーターを調整できます。

〔フォーマット〕： TVP Animation 9.5 で利用可能なビデオ方式が選択できます。（新規プロジェク作成の
際に選択するものと同じです。）
〔縦横比率を保存〕：カメラ視野の縦横比率を保持したい場合、ここをチェックしてください。視野のサイ
ズは変更可能です。
〔幅〕：任意の数値を入力して、カメラの視野の幅（横）を調整できます。
〔高さ〕： 任意の数値を入力して、カメラの視野の高さ（縦）を調整できます。
〔フレームレート〕： 任意の数値を入力して、一秒に入れるコマ数を指定できます。
〔ピクセルアスベクト比率〕： 任意の数値を入力して、ピクセルアスベクト比率を指定できます。
〔フィールド〕： 〔プログレッシブ〕、〔偶数フィールドから〕、〔奇数フィールドから〕の３つから選
択できます。

カメラビューの軌跡を描く

カメラの移動先を指定するには、カメラの移動する背景上のもう一点をクリックするか、既にあるカメラ視
野をクリックして（中央の点は外す）ください。新しい四角形（黄色）が表示され、カメラの移動先を示し
ます。
これでＡ点からＢ点へのカメラの移動の軌跡を描けます。また、中間点のカメラ視野を幾つでも設定でき、
パラメーター（位置：Ｘ軸とＹ軸、回転角度、サイズ等）を自由に調整できます。
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カメラ移動の軌跡以外にも以下の項目を調整できます。
・〔モード〕で、カメラ移動の軌跡を〔直線〕にするか、〔スプライン〕（曲線）にするか選択できます。
・〔カメラ速度プロファイル〕の四角形を対角線で白黒にわけたのボタンをクリックすると〔プロファイル：
カメラ時間／場所〕画面が表示されます。グラフの曲線を自由に調整する事ができます。

  
一定速度                  前半速く、後半遅く                               前半遅く、後半速く

このプロファイルを使ってカメラパスの軌跡を変える事ができます。
時間軸は、最初のフレームから最後のフレームまで、場所軸は、始点から終点までです。
例えば、カメラの往復移動をさせたい場合、プリセットを開いて、最後から２つ目を選んでください。

カメラビューの再生

カメラ移動をプレビューするには、描画エリアの下にある〔カメラビューの再生〕アイコン（　 　）
をクリックしてください。下記図参照。

このアイコンをクリックし有効にすると（黄色表示）、アニメーションを再生した時にカメラの動きを再生
します。無効にするとカメラの動きは反映されません。

カメラビューをファイナライズする

カメラビューをファイナライズするためには、〔プロジェクト〕メニューを開き、〔カメラをレンダリング
し新プロジェクト作成〕を選択します。設定されたカメラビューが反映されたプロジェクトが作成されます 。
これはクリップ内の全てのカメラビューに反映されますので注意してください。
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B)    変形ツールの  ポジションツール  

ポジションツールは、画像の変形をするための物ですが、今回大幅に改善されています。〔CTRL-T〕の
ショートカットも使えます。

〔一回〕：これを選択すると移動する絵は画面上に一度しか現れません。描画エリア外に出てしまった部分
は削除されます。

〔塗りつぶし〕：〔一回〕に対して、〔塗りつぶし〕を選択すると、移動した絵が描画エリア外に出た場合 、
反対側からはみ出した部分が現れます。
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他に３つの選択肢があります。

 画像を移動

選択した形状を（絵の上で）移動

選択したコンテンツを（切り取って）移動
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また枠の位置、スケール、回転角度を調節できます。
C)    ブラシツールの新しいオプション  

〔カスタムブラシ〕のメニューの〔アニメ〕のプルダウンメニューに新規に８個のオプションが追加されま
した。

〔カラー〕モードに〔にじみスタンプ〕モードが追加されました。これを使うと、すでにブラシ描画された
部分と新しく描画された部分の色が混ざり合います。

例：赤で彩色した上に緑をのせると茶色になります。
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D)    ペグホール（パンチ穴）スタビライズ  

ペグホールスタビライズは、パンチ穴を開けた紙に描いたアニメーションをスキャンする時に非常に便利な
オプションです。これを使うと、パンチ穴を基準にしてスキャンした絵をそろえる事ができます。

この機能を使うためには、〔パネル〕メニューの〔ペグホールの登録〕を選択してください。〔ペグホール
スタビライズ〕の小さな画面が表示されます。

この画面で、基準となるパンチ穴のサイズ（ペグ幅とペグ高さ）を調節できます。次に〔ペグの場所を指定〕
ボタンをクリックしてください。画面に赤い四角形が２つ表示されます。
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スキャンした画面上のペグホール（パンチ穴）に赤い四角形を重ねてください。ペグホールのサイズを調節
してください。

〔適用〕ボタンをクリックしてください。自動的に計算され絵の位置が調節されます。

ペグホールのサイズと位置を調整するのに、どの絵を使っても構いません。全ての絵に適
応されます。
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