TVPaint Animation,

ストーリーボード、
アニマティック、
レイアウト
TVPaint Animation 11 には、
アニメーション制作の重要な前段階であるストーリーボードを制作する
機能も備わっていますが、
プロフェッショナル・エディションでは機能の制限がなく使えます。数クリックで
ストーリーボードや簡単なレイアウトを描き、様々なメモ
（台詞やアクションの説明）
を書き足し、
カメラの
動き
（トラックイン／アウト、
パン等）
を設定し、
ストーリーボードにサウンドトラックを付けてアニマティッ
クを作り、音に合うようにシークエンスの長さを決めたりできます。

オール・イン・ワンのソフトウェア

プロフェッショナルエディション

TVPaint Animation の紹介
TVPaint Animation は、
1991年に開発
されたビットマップベースの２Dアニメーシ
ョン制作用のソフトウェアです。
内蔵された
機能は多岐に渡り、
これ一つあれば、
ラフス
ケッチやストーリーボードのみならず、
背景
画、
カメラワーク、
特殊効果に至るまで手書
きのアニメーション制作の全ての工程をカ
バーできます。作業効率やコストパフォー
マンスも非常に高いソフトウェアです。
このパンフレットではTVPaint Animation 11 プロフェッショナルエディション
の新機能を説明します。

ストーリーボードの制作が終わったら、PDF形式で書き出したり、
レイアウトをPSD形式でエクスポート
したり、AVI形式でアニマティックを作りShare Managerを使ってローカルなネットワーク上で共有も
可能です。
また、Flix のソリューション
（Foundry©製）
を使っている場合、TVPaint Animation はFlix の
テクノロジーと互換性があり、非常に便利です。
特殊効果
１つで全てを行うために、様々な特殊効果（FX）
が内蔵されており、様々な制作場面で活躍します：
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コンピュータを活用したアニメーション制作
TVPaint Animation は、
伝統的な手書きのアニメーションの味を失うことなく、
コンピュータの持つ利点
を最大限活用します。
タイムラインによるアニメーション制作の管理、無限のレイヤー作成、
デジタルラ
イトテーブル
（オニオンスキン）
、
タップ穴を利用したスキャンクリーナー、
ワンクリックで即座に再生できる
ラインテスト、
口パク合わせのためのタイムライン上のメモスペースなど、
様々な機能により、
手間と時間の
かかっていた伝統的なアニメーションの作業を軽減することで、
手書きのアニメーションに集中できます。

日本語版

• カメラワークの特殊効果（マルチプレーンカメラ、
キーフレーマー等）
• カラーマネージメント
（描画線の着色、
色の調整、
ヒストグラム等）
• アルゴリズムによる効果（パーティクル発生、立体的な照明、
レンズフレア等）
• キーヤー（極簡単なものから、非常に複雑なものまで）
• 多様なスタイルの効果（輪郭、
ブラー、
ノイズ、
グロー等）

TVPaint Animationなら、古典的なアニメーション、漫画、動く絵画、
ロトスコープ、
カートゥーンなど、
どんなスタイルのアニメーションにも対応できます。
手書きに限りなく近づいたデジタルブラシツール
様々なブラシツールと紙のテクスチャが予め用意されており、薄い和紙に描かれた毛筆の水墨画、鏡の上
に残る口紅の跡、黒板の上にチョークで書いた子供の落書き、印象派の油絵、幾重にも重なる水彩画の
タッチなどを再現できます。
またTVPaint Animationは、
スキャンした画像や写真をテクスチャ用の紙として登録したり、
自分自身で
カスタムブラシやツールを作ったりして、
自分だけのスタイルを確立できます。
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２Dアニメーションを超えて
コンピュータサイエンスの発達により、
ストップモーション、
３Dアニメーション、
カットアウトやベクトルベース
のアニメーション、
ロトスコープなど、様々なタイプのアニメーションが生み出されました。TVPaint Animationなら、
このような手法と手書きのアニメーションを簡単に合体させることが可能です。
３Dアニメーション上に稲妻や炎をアニメートしたり、CelAction© を使って様々なオブジェのライブラ
リーを作成したり、
実写シーンに手書きのキャラクターを登場させたり、
想像力を働かせて自分の思い通り
のアニメーションが作れます。

TVPaint Animation 11 の新機能紹介
TVPaint Développement の開発チームは知力を結集し、高性能で、且つ１つで何でもできるソフト
ウェアを開発しました。

画像ライブラリー
参照画像やテクスチャをライブラリーに保存して、
いつでもプロジェクトに 読み込むことができます。

以下に、TVPaint Animation 11 プロフェッショナル・エディションに追加された新機能の簡単なリスト
を挙げます。

インターフェースの改善
きちんと整頓されたワークスペースで作業することは集中力アップにつながりますが、TVPaint Animation 11 では、
「Orage（オラージュ）」
と命名された新デザインのインターフェースを導入しました。背景
を暗くして色に集中できるようにし、
アイコンのデザインも控えめなものにし、高解像度のスクリーン上で
はインターフェースを２倍３倍に拡大することもできます。全ては、
ユーザの皆様に TVPaint Animation
を快適に使っていただけるためのものです。

彩色と質感のレンダリングのための新しいレイヤー
この新レイヤーにより、
非常に速く彩色をすることができ、
彩色された部分に数クリックでテクスチャを適用
することができます。
色を保存して、名称を付けてカラーライブラリ内で管理できます。
ガイドライン
直線、曲線、いくつもの消失点をもったパース、罫線、参照画像、セーフエリア などのツールを使えば、
立体感とパースを意識した描画を簡単に行うことができます。
新しいワープツール
新しいワープツール
（メインパネルで利用可能）
を使えば、
自分で書いた画像をまるでチューインガムの
ように、
歪めたり、
引き伸ばしたり、
曲げたりすることきます。
これは単に面白い効果を狙うだけでなく、
描画
の欠点をあっという間に 修正することができるため、不可欠のツールとなること間違いなしです。

‘Ethel & Ernest’ directed by Roger Mainwood. A Lupus Films production
in association with Ethel & Ernest Productions, Melusine Productions
and Cloth Cat Animation
© Ethel & Ernest Productions Ltd 2017

Pig: The Dam Keeper Poems © Tonko House Inc., 2017

システム要件

お問い合わせ先

Windows Vista またはそれ以上
Mac OSX 10.7 またはそれ以上

ウェブサイト : www.tvpaint.com

Linux Ubuntu 12.04、
Debian 7、Fedora 19、

フォーラム : www.tvpaint.com/forum

Red Hat Enterprise 5

デモ版 : www.tvpaint.com/demo

デュアルコア 2 GHz のCPU

Facebook : facebook.com/tvpaint.developpement

メモリ
（RAM）
：2 GB

Twitter : twitter.com/TVPaintDev

ハードディスク上の空き容量：10 GB

電話番号 : +33 387 173 598
住所 : 45 Sente à My, 57000 Metz, France
メール : tvpaint@tvpaint.fr
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« The Song of the Sea （
» 海の唄）» トム・ムーア監督作品
Cartoon Saloon, Melusine Productions, Superprod, The Big Farm, Norlum
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