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始めに

これは　釧路工業高等専門学校技術室　平成 18年度技術職員研修の中で行ったオープンソースソフトウェアによる

CG作成および動画作成　の演習のためにウェブページとして作成した資料を本報告集のために再構成したものである.

なおこの文書は LATEX 組版システムによって記述しています.

1 演習目標

本演習ではオープンソースソフトウェアによって最終的に flashアニメーションを作成することを目標として進めてい

きたいと思います.

実際の流れとしては

• Linuxにログインしコマンドを実行できるようになる

• Pov-Rayのシーンファイルを記述しレンダリングする事によって任意の形状を作成

• Pov-Rayのシーンファイルに clockを使い動きのある複数枚の画像を作成しそれらをmencoderでつなげて ffmpeg

にて flash形式に変換してウェブブラウザで確認

といった流れで行いたいと思います.

flash動画形式は環境依存度が低く　携帯電話などでも閲覧することができるなど動画配信などにも良く使われる　一

般的な動画形式であるため,最終的に flash動画形式に変換しようとするものです.

2 Linuxにログイン

ユーザー名,パスワードともに infoguestというアカウントを用意しています.

最初は¶ ³
Vine Linux 3.2 (Ducru Beaucaillou)

Kernel 2.4.33-0vl0.5 on an i686

javaxx login:µ ´
のようになっています.

(画面がついていないときはキーボードの何らかのキーを押してください.)

以下のように入力してログインしてください.¶ ³
Vine Linux 3.2 (Ducru Beaucaillou)

Kernel 2.4.33-0vl0.5 on an i686

javaxx login:ユーザー名を入力 [Enter]

Password:パスワードを入力 (表示されません) [Enter]µ ´
∗ 釧路高専技術室情報工学系　 futaya@kushiro-ct.ac.jp



ログインできたら¶ ³
[ユーザー名@javaxx ]$µ ´
と表示されます.( javaxxはコンピューターの名前 )¶ ³
startx [Enter]µ ´
と入力してください.すると,

図 1のような画面が出てきますので,左上にある firefoxというアイコンをマウスの左ボタンでダブルクリックして

ウェブブラウザを起動してください.

firefoxというのはウェブブラウザの名前です.

図 1 startx実行直後

少し待つと説明用ウェブページが開きます.

3 Linuxを使う

ここでは実際に Linuxを使う上でファイルの操作などの際に必要となる最低限のコマンドについて解説します.

現在のコンピュータの状態は Linux上で X と言う GUI環境を提供するソフトウェアを起動しさらにその上で FireFox

というWebブラウザを起動している状態です.

コマンドを入力するのにはシェルが起動しコマンド入力ができる状態になっていることが必要です.

X の上でコマンド入力を行うには端末ソフトウェアが必要なのですが端末ソフトにはいくつかの種類があります. こ

こでは ktermというソフトウェアを使います.

左の方にあるアイコンをダブルクリックして ktermを起動してください.

すると図 2というように新しいウインドウができコマンド入力待ちの状態となった ktermが起動します.



図 2 kterm

¶ ³
[infoguest@javaxx ]$µ ´
というのがプロンプト [prompt:入力を促すもの] です. このプロンプト状態になっていればコマンドが入力できる状態

になっています.

実際にコマンドを入力してファイルの操作などをしてみましょう.

Linuxの基本的なコマンドには表 1のようなものがあります .

ファイルの取扱い

コマンド 由来となる英単語 説明 書式

ls LiSt ディレクトリの中身をリスト表示する ls [options] [file...]

cp CoPy ファイルやディレクトリをコピーする cp [options] file path

mv MoVe ファイルを移動する (ファイル名を変更する) mv [option...] source target

rm ReMove ファイルやディレクトリを削除する rm [options] file...

ディレクトリの取扱い

cd ChangeDirectory カレントディレクトリを変更 cd [options] [dir]

mkdir MaKeDIRectory ディレクトリを作成する mkdir [options] directory

rmdir ReMoveDIRectory 空のディレクトリを削除する rmdir [options] directory

pwd PrintWorkingDirectory 現在のディレクトリの名前を表示する pwd

そのほかよく使われるコマンド

cal CALender カレンダーを表示する cal [options] [[manth] year]

date DATE 日付と時刻を表示・設定する date [options]

表 1 コマンド

他にも数多くのコマンドがあるのですが今回はこれだけのコマンドが分かっていれば十分用が足りるでしょう.

でもコマンドを実行するためにはファイルが無くてはいけませんのでファイルを作成します.

今回はシーンファイル*1 という 画像ファイルを作成するための命令を書いたファイルを実際に入力して作成する と

いうことを行いますので,その練習としてとしてテキストエディタ*2 で文字入力をしてファイルを作成する練習をしま

しょう.

Linux上で動くテキストエディタにはいくつかあり

• gedit

• emacs

*1 povrayで 3次元 CGを作るための命令を記述したファイルの事. 平たくいえばプログラムを記述したファイルのようなものでこのシーンファイ
ルを元に povrayというソフトによって CGを作成する.

*2 文字のみのファイルを作成するためのプログラム. 大元はプログラムの記述などの文字入力の機能に特化したものであるため軽快に動作する物
が一般的であるが,文字の装飾機能などは持たない.



• vi

がありますが今回は geditを使います.¶ ³
geditµ ´
として起動してください.

geditの使いかたについてはあまり説明の必要がないほど直感的に使えると思いますのでこの資料では使いかたそのも

のの説明はしません.

しかしながらいつくかのポイントがありますのでここに列記しておきます.

• 文字が小さい場合は上のメニューの編集 (E)設定 (E)とすると設定メニューが出てきますので,エディタのフォン

トでサイズを 16から 20程度にするとよいでしょう.

• 行番号は同様に設定メニューで表示するように設定できます.

• 日本語入力は Ctrlを押したまま Spaceを押すことによって日本語入力モードの ON/OFFを切替えることができま

す. 右下に図 3のようなパネルが出てきている場合は日本語が入力できます.

図 3 SCIMのパネル

• ファイル名は英語やアルファベットなどの半角英数字にしましょう. ファイルを保存する場合には拡張子をつけて

ください. 文字のみを入力したテキストファイルは .txtという拡張子を付けましょう.

Linuxではどのようなファイルにでもどのような拡張子を付けることが先ほど出た mvコマンドなどで強制的に

できてしまいますので,拡張子がファイルの種類を判断する助けとなります.

これで Linux上で実際にファイルを作成し操作することが可能となりました

実際にファイルを作成して lsなどで確認してみましょう.

4 povrayの基本

いままでの実習で Linux上でファイルを作成することができるようになりました.

これからは povrayというソフトウェアを使い 3次元 CGを作っていきたいと思います.

これからの実際の作業の流れ

• CGの内容を専用の言語で記述したシーンファイルを記述する

• povrayでそのシーンファイルを処理させて画像ファイルを生成する*3

作成の流れを表すと図 4のようになります.

図 4 製作の流れ

• シーンファイルの記述にエラーがあり画像が生成されないとき

*3 この処理をレンダリングという.



• さらに物体などを追加する場合

は再度シーンファイルを修正し,レンダリングを再度行い画像を確認という繰りかえしとなります.

4.1 とにかく povrayを使ってみる

まずサンプルとして用意したファイルから実際の作業の流れを体験しその後そのサンプルファイルを改造することに

よってシーンファイルの記述法を覚えていきましょう.

まず scene01.povをダウンロードしてください.

リンクを右クリックしてリンク先を名前をつけて保存

ktermにもどって¶ ³
lsµ ´
すると今ダウンロードしたファイルがあることが確認できると思います.

レンダリングには povrayというコマンドを使います.¶ ³
povray+P scene01.povµ ´

povrayコマンドの主なオプション

コマンド書式 : povray [options] file名

+P レンダリング終了後も画像を表示

+W 生成する画像の横幅単位 pixel

+H 生成する画像の縦幅単位 pixel

-d 画像を表示せずにレンダリングを行う

+A0.1 アンチエイリアスをかけるきれいな画像が表示されるが非常に処理に時間がかかる

表 2 povrayコマンドの主なオプション

レンダリングすると図 5の様な画像が出てきます.

図 5 scene01.png

木の床の上に緑色のガラスの直方体があります.

画像の上で左クリックすると画像を閉じます. 閉じた後に再び画像を開く場合は displayというコマンドを使います.



¶ ³
display scene01.pngµ ´
displayを終了するのは Ctrlを押したまま qもしくはウィンドウの右上の X で閉じることが出来ます.

シーンファイルの内容がどうなっているのか geditで開いてみましょう.

#include "colors.inc" // 色のインクルードファイル

#include "shapes.inc" // 形のインクルードファイル

#include "textures.inc" // 材質のインクルードファイル

#include "woods.inc" // 木の素材のインクルードファイル

#include "glass.inc" //ガラス素材のインクルードファイル

/* カメラの設定 */

camera {

location <3, 6, -12>// カメラの場所

look_at <0, 0, 0> // カメラの方向

angle 35 // カメラアングル

}

/* 光源の設定 */

light_source {

<-10, 25, -30> // 光源の位置

color White // 光源の色,強さ

}

light_source {

<20, 30, -45> // 光源の位置

color White*2 // 光源の色,強さ

}

//object{ Disk_X scale <100,.05,.05> pigment{color Red} } // X軸

//object{ Disk_Y scale <.05,100,.05> pigment{color Green}} // Y軸

//object{ Disk_Z scale <.05,.05,100> pigment{color Blue} } // Z軸

/* 床の設定 */

object{

Plane_XZ // XZ面の平面

texture{T_Wood35} // 物体の素材

translate <0, -1, 0> // 物体の位置

}

/* 物体の設定 */

object {

Cube // 立方体

texture {T_Dark_Green_Glass} // 素材

scale <1,1,1> // 拡大,縮小

rotate <0,0,0> // 回転

translate <0,0,0> // 移動

}



/* 背景 */

background{color Yellow}

シーンファイルにはコメントを書いていますのでそのコメントも参考にしてください.

基本的には光,カメラ,物体という 3つの要素からシーンファイルは成り立っています.

povrayでは左手座標系と呼ばれる座標系を使います.

図 6 左手座標系モデル

• 親指が＋ x方向

• 人さし指が＋ y方向

• 中指が＋ z方向

まず,カメラと光について図 6を頭に思い浮かべながらいろいろと改造してみましょう.

実際に実習を進めていくには座標軸があった方がわかりやすいのでコメントアウトされている座標軸を追加すると良

いかもしれません.

object{ Disk_X scale <100,.05,.05> pigment{color Red} } // X軸

object{ Disk_Y scale <.05,100,.05> pigment{color Green}} // Y軸

object{ Disk_Z scale <.05,.05,100> pigment{color Blue} } // Z軸

ではまずカメラの設定です.

/* カメラの設定 */

camera {

location <3, 6, -12>// カメラの場所

look_at <0, 0, 0> // カメラの方向

angle 35 // カメラアングル

}



location〈x, y, z〉でカメラのある位置 look at 〈x, y, z〉がカメラの見ている場所です.

この場合は右上の手前から原点を見ていることがわかります.

angleは視野角です.angleを

• 大きな角度にすることによって広角レンズ
• 小さな角度にするこよで望遠レンズ

で撮影した画像となります.

これで物体を好きな所から見ることが出来るようになりました.

次に光の設定です.

/* 光源の設定 */

light_source {

<-10, 25, -30> // 光源の位置

color White // 光源の色,強さ

}

light_source {

<20, 30, -45> // 光源の位置

color White*2 // 光源の色,強さ

}

〈x, y, z〉で光源の位置 color White*2で色と強さを表します.

光の強さのデフォルトは 1です.

色の名前のリストはウェブページにあります. 色の名前は最初が大文字であることに注意してください.

このシーンファイルでは光源は二つありますが, light sourceをいくつも書くといくつも光源を置けます.

次に物体の設定です.

この画像には 2つの物体がありますが,床に上に乗っている緑のガラスの立方体の方について説明します.

/* 物体の設定 */

object {

Cube // 立方体

texture {T_Dark_Green_Glass} // 素材

scale <1,1,1> // 拡大,縮小

rotate <0,0,0> // 回転

translate <0,0,0> // 移動

}

物体は objectで記述します. Cubeは物体の形です.物体の形には表 3のようなものがあります .

またここでは床に使っている Plane??にも図 7の様にいくつかのパターンがあります.

素材の部分には単色で塗りつぶすこともできるのですが,これは後ほど紹介します.

scale <x,y,z> // 拡大,縮小

rotate <x,y,z> // 回転

translate <x,y,z> // 移動

これはそれぞれ物体を拡大縮小 ,回転 ,移動するものです. scaleでは各軸方向ごとに拡大率を指定できるので,球をラ

グビーボールの様にしたり,直方体を板のようにしたりすることが出来ます.

rotateの単位は度です.各軸ごとにどの程度回転するのか指定できます.

回転も左手をつかって考えることが出来ます. 親指を回転軸の正の方向へ向けると残りの指の巻き込む方向が回転する

方向です.

translateは座標を示しているのでは無くそれぞれの方向にどれだけ移動するのかといったことを表しています.

そのため



Sphere Cube

Disk X Disk Y Disk Z

Cone X Cone Y Cone Z

表 3 物体の形

translate <10,10, 0>

と

translate <10, 0, 0>

translate < 0,10, 0>

は同じです.

回転と移動は原点を中心として行われるため rotateしてから translateするのと translateしてから rotateするのでは結

果が異なります.



図 7 Plane??

babababababababababababababababababababababab

実際に scene01.povの立方体を

rotate <0,-45,0> // 回転

translate <4,0,0> // 移動

するのと

translate <4,0,0> // 移動

rotate <0,-45,0> // 回転

するのはどう違うのでしょうか?　 [表 4]

回転して移動 移動して回転

表 4 物体の移動と回転

これで,3次元座標の事については終わりました.これで物体やカメラを自由に動かして見ることが出来るようになりま

した.

4.2 物体を単色で塗りつぶす

物体を単色で塗りつぶすには object内で



pigment { color 色名前 }

とします.具体的にはこのようにします.

#include "colors.inc" // 色のインクルードファイル

#include "shapes.inc" // 形のインクルードファイル

#include "textures.inc" // 材質のインクルードファイル

#include "woods.inc" // 木の素材のインクルードファイル

#include "glass.inc" //ガラス素材のインクルードファイル

/* カメラの設定 */

camera {

location <3, 6, -12>// カメラの場所

look_at <0, 0, 0> // カメラの方向

angle 35 // カメラアングル

}

/* 光源の設定 */

light_source {

<-10, 25, -30> // 光源の位置

color White // 光源の色,強さ

}

light_source {

<20, 30, -45> // 光源の位置

color White*2 // 光源の色,強さ

}

//object{ Disk_X scale <100,.05,.05> pigment{color Red} } // X軸

//object{ Disk_Y scale <.05,100,.05> pigment{color Green}} // Y軸

//object{ Disk_Z scale <.05,.05,100> pigment{color Blue} } // Z軸

/* 床の設定 */

object{

Plane_XZ // XZ面の平面

// texture{T_Wood35} // 物体の素材

pigment {color YellowGreen} // 物体を単色で塗る

translate <0, -1, 0> // 物体の位置

}

/* 物体の設定 */

object {

Cube // 立方体

pigment {color Red} // 物体を単色で塗る

// texture {T_Dark_Green_Glass} // 素材

scale <1,1,1> // 拡大,縮小

rotate <0,0,0> // 回転

translate <0,0,0> // 移動

}



/* 背景 */

background{color Yellow}

図 8 scene02.png

物体は基本的には

• textureで素材をはる

• pigmentで単色で塗りつぶす

のどちらかしか出来ません.

なお

backgraound { color 色名前 }

とすることによっても背景に色を使うことが出来ます.

4.3 素材

textureで使うことが出来る素材を紹介します.

4.3.1 ガラス

#include ”glass.inc”を書き加えるとガラス素材を使えます. 図 9

後列左から

T Glass1,TGlass2,TGlass3,TGlass4,TOld Glass,TWinebottleGlass,TBeerbottleGlass

T Ruby Glass,TGreenGlass,TDark GreenGlass,TYellow Glass,TOrangeGlass,TVicksbottleGlass

4.3.2 木

#include ”woods.inc”を書き加えると木素材を使えます. 図 10

後列左から

T Wood31 , TWood32 , TWood33 , TWood34 ,TWood35

T Wood26 , TWood27 , TWood28 , TWood29 ,TWood30

T Wood21 , TWood22 , TWood23 , TWood24 ,TWood25

T Wood16 , TWood17 , TWood18 , TWood19 ,TWood20

T Wood11 , TWood12 , TWood13 , TWood14 ,TWood15



図 9 ガラス素材

図 10 木素材

T Wood6 , TWood7 , TWood8 , TWood9 , TWood10

T Wood1 , TWood2 , TWood3 , TWood4 , TWood5

4.3.3 石

#include ”stones.inc”を書き加えると石素材を使えます. 図 11

後列左から

T Stone1 , TStone2 , TStone3 , TStone4 , TStone5 , TStone6 , TStone7 , TStone8

T Stone9 , TStone10 , TStone11 , TStone12 , TStone13 , TStone14 , TStone15 , TStone16

T Stone17 , TStone18 , TStone19 , TStone20 , TStone21 , TStone22 , TStone23 , TStone24

T Stone25 , TStone26 , TStone27 , TStone28 , TStone29 , TStone30 , TStone31 , TStone32

T Stone33 , TStone34 , TStone35 , TStone36 , TStone37 , TStone38 , TStone39 , TStone40

4.3.4 金

#include ”golds.inc”を書き加えると金素材を使えます. 図 12

後列左から

T Gold 1A,T Gold 1B,T Gold 1C,T Gold 1D,T Gold 1E

T Gold 2A,T Gold 2B,T Gold 2C,T Gold 2D,T Gold 2E

T Gold 3A,T Gold 3B,T Gold 3C,T Gold 3D,T Gold 3E

T Gold 4A,T Gold 4B,T Gold 4C,T Gold 4D,T Gold 4E



図 11 石素材

図 12 金素材

T Gold 5A,T Gold 5B,T Gold 5C,T Gold 5D,T Gold 5E

4.3.5 銀

#include ”metals.inc”を書き加えると金素材を使えます. 図 13

後列左から

T Silver 1A,T Silver 1B,T Silver 1C,T Silver 1D,T Silver 1E

T Silver 2A,T Silver 2B,T Silver 2C,T Silver 2D,T Silver 2E



図 13 銀素材

T Silver 3A,T Silver 3B,T Silver 3C,T Silver 3D,T Silver 3E

T Silver 4A,T Silver 4B,T Silver 4C,T Silver 4D,T Silver 4E

T Silver 5A,T Silver 5B,T Silver 5C,T Silver 5D,T Silver 5E

4.3.6 銅

#include ”metals.inc”を書き加えると銅素材を使えます. 図 14

図 14 銅素材

後列左から



T Copper1A,T Copper1B,T Copper1C,T Copper1D,T Copper1E

T Copper2A,T Copper2B,T Copper2C,T Copper2D,T Copper2E

T Copper3A,T Copper3B,T Copper3C,T Copper3D,T Copper3E

T Copper4A,T Copper4B,T Copper4C,T Copper4D,T Copper4E

T Copper5A,T Copper5B,T Copper5C,T Copper5D,T Copper5E

4.3.7 空

#include ”skies.inc”を書き加える事によって　空や雲の様子を描くことができ屋外のようなイメージとなります. 図 15

図 15 空

#include "colors.inc"

#include "shapes.inc"

#include "textures.inc"

#include "skies.inc" // 空の状態を扱う

// カメラ　人間の目線から 100m先を見ているようなイメージ

camera{

location <0, 1, 0>

look_at <0, 0, 100>

angle 50

}

// ライト

light_source{

<0, 10, -10>

color White*2

}

// 地面

object{

Plane_XZ



pigment {color DarkBrown}

}

// 空

sky_sphere{ S_Cloud1 }

S Cloud1にはその他に S Cloud2,SCloud3 ,SCloud4 ,SCloud5があります. 表 5

S Cloud2 S Cloud3

S Cloud4 S Cloud5

表 5 空素材
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skies.incに定義されているわけではありませんが (textures.incに定義されている物です) Waterという材質があ

ります.

(材質なので texture Waterとして記述します)

表 5に記述した S Cloud2の床の材質にこれを使うと日中の海の様に見えます.

4.3.8 星空

星空は#include ”stars.inc”を記述する事によって使用できます.

texture で使用する素材として用意されているため表 5に書いた空の様に使うのではなく物体の表面に張り付けるこ

とが必要です.

この例では前方に PlaneXY の物体を用意しそれに張り付ける事によって星空を実現しています.

Starfield1から 6までありますが,数字が大きくなる程星が多くなります. 表 6

Starfield1 Starfield1 Starfield1

Starfield4 Starfield5 Starfield6

表 6 星空



4.4 物体の演算

ここからは物体を任意の形状にするために,和,差,積を使う方法を学びます.

• 和 merge

• 差 difference

• 積 intersection

merge difference intersection

表 7 図形の演算

二次元的に表現すると表 8のようになる

merge {

object {

一つ目の物体

}

object {

二つ目の物体

}

}

difference {

object {

一つ目の物体

}

object {

二つ目の物体

}

}

intersection {

object {

一つ目の物体

}

object {

二つ目の物体

}

}

表 8 図形の演算イメージ



作品例

intersection {

merge {

object { Disk_Y }

object { Cone_Y translate <0,2,0>}

}

object { Cube scale <0.75,3,1> }

object { Cube scale <0.75,3,1> rotate <0,60,0> }

object { Cube scale <0.75,3,1> rotate <0,120,0>}

pigment {color Green}

}

表 9 作品例

4.5 3次元文字

文字を 3次元テキストとして作成することが出来ます. 図 16

図 16 作品例

#include "colors.inc" // 色のインクルードファイル

#include "shapes.inc" // 形のインクルードファイル

global_settings{charset utf8}

/* カメラ */

camera {

location <2,3, -10>// カメラの場所

look_at <2, 0, 0> // カメラの方向

angle 30 // カメラアングル

}



/* 光源の設定 */

light_source {

<10, 10, -18> // 光源の位置

color White // 光源の色,強さ

}

object{ Disk_X scale <100,.02,.02> pigment{color Red} } // X軸

object{ Disk_Y scale <.02,100,.02> pigment{color Green}} // Y軸

object{ Disk_Z scale <.02,.02,100> pigment{color Blue} } // Z軸

/* 文字 */

text {

ttf "sazanami-gothic.ttf" "釧路高専" 0.5 , 0

pigment {color Orange}

scale <1,1,1>

translate <0,0,0>

}

/* 背景 */

background{color Tan}

日本語を使う場合はシーンファイルを utf-8にする必要があります
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TrueTypeフォント (ttf) か TrueTypeコレクション (ttc)のフォントファイルが必要です.いくつか無料で使える

フォントを用意していますので,コピーしておいてください. この例では sazanami-gothic.ttfを使いました.

• sazanami-mincho.ttf日本語明朝さざなみ明朝 http://sourceforge.jp/projects/efont/

• sazanami-gothic.ttf日本語ゴシックさざなみゴシック

• crystal.ttf povrayソフトウェアに同封日本語未収録

• timrom.ttf povrayソフトウェアに同封日本語未収録

フォントのライセンスなどのためこのような実習の場合は自由に使えるフォントは限られてしまいますが,自

分の PC上で行う場合などは市販の DynaFontなどを使うことも出来ます.

文字を使うには

global_settings{charset utf8}

が必要です.

文字を使う場合は

ttf "フォント名" "文字列" 文字の厚さ , 文字間隔

というように使います.

文字の厚さは 0にしてしまうとまったく無くなってしまうのである程度の数値にしなくてはいけないのですが, 0.25か

ら 1程度が一般的であるためこのシーンファイルでは 0.5にしています.

文字間隔についても本当はいろいろと細かく設定できるのですが 0としてください.



そのほかの物体の色 (pigment),素材 (texture),縮小拡大 (scale),回転 (rotate),移動 (translate)そのほか物体の演算等は

objectと同様に使えます.

直方体を薄くして文字を切りぬいてみました.図 17

図 17 作品例

5 アニメーション作成

ここからは povrayで作成した画像を元にして flash動画*4 を作ります. 昔ノートの隅にパラパラマンガを作った方が

いるかもしれませんがその要領で物体を作成してレンダリングまた物体を動かしてレンダリングというようにたくさん

の画像を作成して,それを最後につなげて動画にします.

でも物体を動かしてレンダリングまた物体を少し動かしてレンダリングというのはとても面倒なので clockという変

数を使います.

clockというのは 0から 1まで自動的に大きくなる変数です

実際やってみた方が分かりますので物体移動するアニメーションを作ってみましょう.

まず anime.povをダウンロードしてください.

#include "colors.inc"

#include "shapes.inc"

#include "textures.inc"

#include "woods.inc" //木素材

*4 動画の規格について
今回は flashアニメーションにする前段階として MPEG4という動画を作成する.
MPEG4とは動画の規格の一種であり,今回の場合は画像のみだが音声も含むことが出来る.
携帯電話や iPodなどで使われる動画形式であり,また画像の質を維持したまま高い圧縮を行えるため,インターネットでの動画配信を行う際

によく使われる規格でもある.
flashも動画の規格でありベクター画像であるためウインドウサイズを変更しても画質が劣化しにくいという特徴がある. 今回作成する物は単

純なアニメーションであるが, flash形式のアニメーションはスクリプトで制御することによって,マウスやキーボードの操作に対応したインタラ
クティブな動作を行うようなものを作成することができる. (今回はそこまで行いません…それを行ってしまうと本が何冊も書けてしまう分量
です)
また,環境依存度が低く,最近は携帯電話等用のコンテンツとしても普及している.
動画規格としてはそのほかにも

• MPEG1
• AVI
などがある.



/* カメラ */

camera{ location <0, 8, -15>

look_at <0, 0, 0>

angle 55}

/* ライト */

light_source{ <3, 8, -1> color White*2 }

/* 背景 */

background { color White }

object{ Disk_X scale <100,.05,.05> pigment{color Red} } // X軸

object{ Disk_Y scale <.05,100,.05> pigment{color Green}} // Y軸

object{ Disk_Z scale <.05,.05,100> pigment{color Blue} } // Z軸

/* 木の床 */

object{ Plane_XZ texture{T_Wood1} translate <0, -1, 0>}

// 黄色い玉

object {

Sphere //

pigment {color Yellow} // 物体を単色で塗る

translate <10-20*clock,0,0> // 移動

}

これを¶ ³
povray+KFF150 anime.povµ ´
としてレンダリングしてください.(5～6分ほどかかります)

+KFF150は 150枚の画像を作成しなさいという povrayへのオプションです.

すると

anime001.png anime002.png… anime150.png

と 150枚の画像が作成されます.これらの画像を¶ ³
mencoder ’mf://anime???.png’ -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -o movie.mpegµ ´
と実行すると movie.mpegという名前の 7秒程の MPEG4の動画が出来ます. (数秒かかります)

これを ffmpegで flashアニメーションに変換します.¶ ³
ffmpeg -i movie.mpeg movie.swfµ ´
これで flashアニメーションが作成できたので, Webブラウザで見てみましょう.

ファイルファイルを開く全てのファイルになっていることを確認して movie.swfを選択して開く

こんな感じの動画が見れているでしょうか?

画像省略

黄色い玉が右から左に移動しています.

シーンファイルを見ると

translate <10-20*clock,0,0>

clockは 0から 1まで変化するのでこの場合は x座標が 10から-10まで変化しています.

この clockは単なる変数に過ぎないので数字の使っているところならどこでも使えます.



たとえばカメラや光源を動かしたり軸を中心に回したり…

作品例省略

それではみなさんが povrayで作った物体を動かしてみましょう.

完成作品は後日ウェブページで見ることができるようにいたします.

最後に

今回の演習は OSも含めて全てオープンソースソフトウェアとして公開されているものを使用しています.　

開発者の方の御努力に感謝いたします.

今回演習に使用した主なソフトウェア

• POV-Rayhttp://www.povray.org/

• mencoderhttp://www.mplayerhq.hu/

• ffmpeghttp://ffmpeg.mplayerhq.hu/

http://www.povray.org/
http://www.mplayerhq.hu/
http://ffmpeg.mplayerhq.hu/
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