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開発関係者のクレジット

Bernd Lintermann シニア･ソフトウェア･アーキテクト
Shane Cooper インターフェース、ソフトウェア･アーキテクト
Andreas Kratky インターフェース、グラフィック･デザイン
Cosima Striepe 樹木ライブラリ･デザイン
Marco Bubke  樹木ライブラリ･デザイン
Stewart McSherry プロダクト･マネージャー
Orio Menoni  モデラー、ライブラリアン

ライセンス情報 

Xfrog を完全に使用するためには、ライセンス･キーを購入されることが必
要です。
ご購入には次に挙げるような方法があります。（教育用または複数台マシ
ンでの使用などについては、弊社に直接お問い合わせ下さい。） 
1) http://www.xfrog.com/purchase.html
2) ファックス, +1 24 82 81 53 18, 電話 +49 30 78 89 65 00
3) メール:  sales@xfrog.com
4) 住所: ZKM | bildmedien
  Lintermann und Deussen Gbr (greenworks)
  attn: Stewart McSherry
  Lorenzstr. 19
  D-76135  Karlsruhe
  Germany

著作権について
Xfrog とこのドキュメントを含む関連のマテリアルの著作権は、 Linter-
mann & Deussen GbR, 2002　社が所有。

エディトリアル･ノート

このレファレンスマニュアルは２００２年６月 Andreas Kratky 氏によって
執筆。日本語版翻訳：星野智穂
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イントロダクション
Xfrog は、複雑で有機的な構造を専門に扱うモデラーであり、アニメーシ
ョン機能を備えた完全版（プロフェッショナル）とライト版（ライトバ
ージョン）の２つがあります。完全版ではライト版の機能に加えてアニメ
ーションを含めた全フィーチャーを搭載。Xfrog には通常の幾何学的なオ
ブジェクト（プリミティブ）の作成と、このジオメトリーが整理されて
いる情報(コンポーネントの階層)が組み合わされています。立方体や球の
ようなプリミティブと、phiball、ツリーのようなコンポーネントは共に
ハイアラーキー（階層）を構成しています。コンポーネントでは樹木の枝
や貝殻、クラゲ等の自然で見られるオブジェクトのアルゴリズム的表記が
具体的になされており、異なったコンポーネントとコンポーネントの値の
特定を組み合わせることにより複雑な自然の原形が容易に形成できます。
Xfrogを使用することによって、自然にある殆どの木や花、観葉植物等を
アーキテクチャルなスケッチや、抽象的なオーガニック･アートワークとし
て作成できます。Xfrogのプロシージャルなグラフネットワーク･アプロー
チは、異なったコンポーネントをつなぎ合わせてリンクさせたり、応用し
て混在させたりして階層的でオーガニックな構造を形成します。全コンポ
ーネントの殆どのバリューで、花の開花や樹木の生長や変化のような時を
超えたアニメーションが可能です。

動作条件

400mhz 以上の Intel 互換CPU、OpenGL アクセラレーションカード、
256MB以上のRAM、Macintosh のPC エミュレーションや IRIX、Linux の
オペレーションシステムでも動作可能。関連のダウンロードについてはお
問い合わせください。

Xfrog のインストール

• ダウンロードした Zip ファイル（Xfrog35.zip）をアンパックし、用意さ
れているインストーラーの “Setup” アイコンをダブルクリックします。
• Xfrog をインストール希望のハードディスクを指定し、インストール･オ
プションを選択します。“Typical” を選択すると、Xfrog のアプリケーショ
ン、ヘルプファイル、Xfrog のアーキテクチャを示すモデルファイルの他
に、削除用ログ（アンインストール）がインストールされます。



メインウィンドウ

Xfrogでは、メインのメニューが用意されたメインウィンドウが常時開きま
す。メインウィンドウは、“Hierarchy”（階層）, “Model View”（モデル表示
）, “Parameter Editor”（パラメータ編集） , “Libraries”（ライブラリ） の
4サブウィンドウで細分されており、これらはデフォルトのアレンジで編
成されています。

ウィンドウの調節

サブウィンドウは、メインウィンドウのタイトル･バーをダブルクリックす
ることによって引き出されます。このサブウィンドウはメインウィンドウ
のトップに現れ、タスク･バーのアイコンをクリックすることによって、通
常のウィンドウと同様、ウィンドウの開閉や拡大、拡少化の調整ができます。
引き出されたウィンドウはメインウィンドウから消え、フリーになったス



ペースは他のウィンドウで使用されます。引き出されたウィンドウを閉じ
ると以前のメインウィンドウに戻り ,“Window” からオープンまたはクロー
ズできます。またサブウィンドウとの中間をドラッグすると、ウィンドウ
の高さと幅を調節できます。

ヒント: Window->Hide animation editing と Windows->Hide animation 
playback を選択すると、アニメーション編集や再生の両ウィンドウを隠す
ことができます。これによりモデリングの際、よりスクリーンのスペース
をつくることができます。

メインメニュー

メインメニューはメインウィンドウのトップに位置しており、“File” （ファ
イル）, “Edit” （編集）, “Special” （スペシャル）, “Window” （ウィンドウ
）, “Help” （ヘルプ）.の５トピックスで構成されています。メインメニュ
ーの選択はキーのショートカットを使っても可能です。よく使う機能のシ
ョートカットはメニューアイテムの後に記されています。

ファイルメニュー

• New 
メインウィンドウをクリヤーし、新しいモデリングの作業ができます。

• Open 
Xfrog 中でどのファイルを開くか選択できるダイアログ･ボックスが開きま
す。

• Insert Item 
ダイアログ･ボックスが開き、component（コンポーネント） 又は compo-
nent hierarchy（コンポーネントの階層）が現モデルに挿入されるか指定で
きます。

• Save 
現ファイルの変更を保存します。

• Save As 
ダイアログ･ボックスが開き、現ファイルの場所と名前を指定して保存しま
す。
• Save Image 
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モデル画面で現在見える画像を保存します。この画像のファイル形式はサ
ブメニューでPNGフォーマットやJPGフォーマットとして指定できます。

• Save Image Sequence ＊Xfrog 完全版のみ
アニメーション･シークエンスの全フレームを単一画像として保存します。 
この画像のファイル形式は、PNGフォーマットやJPGフォーマットとして
サブメニューで指定できます。

• Save Item
選択されたコンポーネントまたは、その下にリンクされた次階層のコンポ
ーネントを保存します。サブメニューで選択の一致ができます。

• Export
Xfrog のモデルを、他の３Dアプリケーションで利用できるファイル形式に
エクスポートできます。“Export” のコマンドはサブメニューで行い、Ray-
Shade (.shade), Wavefront (.obj), Autocad (.dxf), Renderman (.rib), VRML 
1.0 (.wrl). のファイル形式が備わっています。コンポーネントが隠されてい
るものは、エクスポートされません。

ヒント: renderman.rib の全ファイルはアーカイブとして処理されており、
カメラ設定等の情報は含みません。モデルのエクスポートの際に “Re-Use” 
リンクを選択すると、他アーカイブへのレファレンスがメインファイルに
含まれ、総合的なアーカイブ･ストラクチャーを構成します。これらのファ
イルにはモデルのディレクトリー名と “archive” のエクステンションが記載
されています。Xfrog で設定された色とテクスチャーは .rib ファイルの中
に記載されており、“Material” .のタブ上で指定したマテリアル名と同一で
す。名前が指定されていない場合は、コンポーネントに相当した名前が記
載されています。
例: サーフェス: “Materialname” 　テクスチャー名: ”texturename”

• Export Sequence  ＊Xfrog 完全版のみ
アニメーション･シークエンスの全フレームを単一のファイルとしてエクス
ポートします。サブメニューで異なったファイル形式を選択できます。（
上記参照）

• Quit
アプリケーションを終了します。モデルの保存が必要な場合 Xfrog はユー
ザーにプロンプトし、変更したものが保存されます。       
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Edit （編集）メニュー

編集メニューは “Hierarchy Editor” のコンテクストメニューを右マウスクリ
ックすると現れます。.

• Undo 
先ほどのアクションを取り消します。６回までのアンドゥが可能。.

• Redo 
アクションが “Undo” された際に、“Redo” によって元に戻ることができま
す。

• New Component 
“Hierarchy Editor” の新規コンポーネントを作成。コンポーネントはサブメ
ニューで選択して作成できます。

• Copy Component 
指定されたコンポーネントを複製します。コピーしたものは、“Hierarchy 
Editor” でハイアラーキー（階層）の次に現れ、またドラッグして階層に
リンクすることができます。“Copy Component”のコマンドは、“Hierarchy 
Editor”ウィンドウの“Copy”ボタンと同様の機能を持ちます。

• Copy Component And Children 
指定されたコンポーネントとリンクされた次コンポーネントの全てをコピ
ーします。“Copy Component And Children” のコマンドは、“Hierarchy Edi-
tor” ウィンドウの “CopyAll” ボタンと同様の機能を持ちます。

• Hide 
指定されたコンポーネントとリンクされた次コンポーネントの全てを隠
します。“Hierarchy Editor” のアイコンはグレー化し、“Model View” ウィ
ンドウでは、ジオメトリ－で構成されている隠されたコンポーネントは
表示されません。コンポーネントが隠されていると、メニューアイテム
は “UnHide” に変わり、2回目に選択するとコンポーネントは再び現れます
。“Hide”のコマンドは、“Hierarchy Editor”ウィンドウの“Hide”ボタンと同
様の機能を持ちます。“Export” 又は “Export Sequence” で出力した場合、
“Hierarchy Editor” ウィンドウで隠されたコンポーネントのモデルは取り除
かれます。
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• Group
選択されたコンポーネントと、リンクされた全次コンポーネントをひと
つのグループとして組み合わせます。単一のアイコンでグループは表示
され、複雑なモデルの概略の保持や次階層の再リンクを容易にさせます。
次階層がグループ化されている場合、メニューアイテムは “UnGroup” に
変化し、組み合わせを戻してグループの全コンポーネントを表示します。 
“Group” のコマンドは、“Hierarchy Editor” ウィンドウの “Group” ボタンと
同じ機能を持ちます。

• Delete Component
選択されているコンポーネントを削除します。選択されたコンポーネント
がひとつの階層の中にある場合、リンクされた次階層は現階層の横に現れ
、ハイラルキーに再リンクできます。
“Delete” キーを押すことによってもコンポーネントはデリートできます。
“Delete Component” コマンドは “Hierarchy Editor” ウィンドウの “Delete” 
ボタンと同じ機能を持ちます。

• Set Primitive On Component
プリミティブを選択されたコンポーネントに指定します。指定されたコン
ポーネントはサブメニューで選択されています。

• Set Link Type 
２つのリンクされたコンポーネントの設定をします。リンクタイプを設定
するには、２つのコンポーネントのリンク間を選択しなければなりません
。リンクは選択されると黒線で表示され、リンクタイプは表示されたサブ
メニューから選択できます。“Set Link Type” コマンドは、“Hierarchy Edi-
tor” ウィンドウ下メニューの“Link” と同じ機能を持ちます。

• Re-Use Link
リンクが選択されていると、リユーズ機能がスイッチ･オン又はオフにな
ります。リユーズ機能がスイッチ･オンされると、コンポーネントで操作
されているジオメトリーの全インスタンスが、同じパラメータを持つ乗数
したコンポーネントによって繰り返されるため、ポリゴン数と計算時間が
減少できます。リユーズ機能をオフにするとインスタンスがそれぞれ異な
ったパラメーターを持ちます。より完全なリンクタイプの解説は、“Link 
Types”のセクションで御覧いただけます。“Link Types”. The “Re-Use Link” 
コマンドは、“Hierarchy Editor” ウィンドウの“ReUse” チェックボックスと
同じ機能を持ちます。
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スペシャルメニュー

• Reload Textures
現モデルに指定された全テクスチャーをリロードします。これによって、
テクスチャー･ファイルの変更が Xfrog 上でビジブルになります。

ウィンドウメニュー

• Show/Hide Hierarchy Editor
“Hierarchy Editor” ウィンドウをオープンまたはクローズします。

• Show/Hide Libraries
“Libraries” ウィンドウをオープンまたはクローズします。

• Show/Hide Model View
“Model View” ウィンドウをオープンまたはクローズします。

• Show/Hide Animation Editor
“Animation  Editor” ウィンドウをオープンまたはクローズします。

• Show/Hide Animation Controls
“Animation Control” ウィンドウをオープンまたはクローズします。

• Show/Hide Parameter Editor
“Parameter Editor” ウィンドウをオープンまたはクローズします。

ヘルプメニュー

• About
ご使用の Xfrog のバージョンを表示します。

• Registration (Purchase Xfrog)
ダイアログボックスが開き、Xfrog ライセンスをオンラインで新しくご購
入または変更できます。

• Visit Greenworks Website
ブラウザが開き、自動的に Greenworks のホームページに接続されます。
Greenworks のホームページでは、最新の Xfrog バージョンやチュートリ
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アル、多くの例などが御覧になれます。定期的にホームページをチェック
されると役立ちます。

• Visit Greenworks Online Store
ブラウザが開き、自動的に Greenworks のオンラインストアーに接続され
、全 Greenworks 製品がオンラインで購入できます。

• Visit Xfrog YahooGroups™ Community
ブラウザが開き、Xfrog のユーザーグループに接続します。ここでは、多
くの秘訣やトリック、イメージの他、より Xfrog に知識のあるユーザーか
らアドバイスが受けられます。

• Download Reference Manual
ブラウザが開き、Xfrog のレファレンスマニュアルがダウンロードできる
ページに接続します。

• Download Tutorial
ブラウザが開き、Xfrog のチュートリアルがダウンロードできるページに
接続します。

ステータス･バー

• Polys-reduction-slider （ポリゴン数調節機能）

“Main Window” の下に “Status Bar”（ステータス･バー）が見られ、ポリゴ
ン数を指定できる “Polys” のポリゴン数調節機能が装備されています。ポ
リゴン数の調整は、全プリミティブのポイント（チューブや平面）又は解
像度（四辺形、円、立方体、球、トーラス、円柱や円錐）のパラメーター
に効果がありますが、 Attractor（アトラクター）,Triangle-Up（上三角）や 
Triangle-Down（下三角）のプリミティブのパラメータには操作しません。
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高解像度の平面プリミティブ       　　　低解像度の平面プリミティブ

プリミティブの解像度に加えて、ポリゴン数調節機能でツリー（樹木）や
リーフ（葉、花びら）コンポーネントのセグメント数も調節可能です。

                                   
高解像度のツリー･コンポーネント      　　低解像度のツリー･コンポーネント

ホーン コンポーネントでは、プリミティブの解像度を調整できますが、セ
グメント数は調整できません。 .

   
高解像度のホーン･コンポーネント 低解像度のホーン･コンポーネント
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ポリゴン最大数は、ご使用のモデルに含まれている異なったコンポーネン
トの points/resolution パラメータによって定義されます。コンポーネント
の設定で指定されたポリゴン数と同じ量が、ポリゴン数調節機能のスライ
ダーの最大として設定されます。スライダーをより低い値に設定すると、
モデルの計算に使われるポリゴンの量は減少されます。ポリゴンの最大数
を回復するには、 ポリゴン数調節機能のスライダーで最大数を元に戻しま
す。
この設定はモデルの実際のパラメータには影響なく、一時の変更です。
Xfrog ファイルとして保存すると、コンポーネントで指定した最大解像度を
維持します。モデルを例えば obj ファイルとしてエクスポートすると、減
少されたポリゴン数が出力されます。
“Polys-” ポリゴン数調節機能は、モデル編集の際にポリゴン数を減少する
ので、ディスプレイ時間をかなり高速化がすることができます。また、異なっ
た解像度のモデルを簡単に作成できます。
スライダーの隣に、ご使用のモデルのポリゴン数が表示されています。
ポリゴン数は生成される数に分割され、その数が表示されます。 “ReUse” 
リンクをご使用のモデルに使った例では、２つの値は異なります。

ヒント：新しいモデルを開くと、ポリゴン数調節機能の設定は同じにとど
まります。

• Messages
“Status Bar” は、現在どのような作業がなされているのか（例えばファイ
ルの読み出し中など）のシステム･メッセージを表示します。.
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ハイアラーキー（階層）の編集

“Hierarchy Editor”（ハイアラーキーの編集）ウィンドウはご使用のモデル
のストラクチャーを構築します。このストラクチャーは異なったコンポー
ネントがリンクしてモデルの階層を設定しています。

タイトル･バー
“Hierarchy Editor” のタイトル･バーでは名前が表示され、メイン ウィンド
ウから編集画面が引き出されます。
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Show Components ラジオボタン
“Hierarchy Editor”の異なったコンポーネントのアイコンを表示します。

Show Primitives ラジオボタン
Displays “Hierarchy Editor” の指定されたコンポーネントのプリミティブの
アイコンを表示します。

Editing Space 
“Editing Space” では、コンポーネントを形成またはリンクすることによっ
て現モデルの階層を構築します。“Editing Space” ではスクロール･バーが
装備されており、大きな階層のービューが可能です。.

Link プルダウン･メニュー
２つのつなぎ合わされたコンポーネントのリンクタイプの変更を可能にし
ます。階層でリンクされたコンポーネントは、“Link” プルダウン･メニュー
でそのリンクタイプを指定できます。もし適用されたリンクタイプが現コ
ンポーネントに利用できない場合は、デフォルトのリンクタイプが親コン
ポーネントに応用されます。デフォルトのリンクタイプは引き降ろしメニ
ューの multiple になります。“Link” プルダウン･メニューは、“Edit”メニュ
ーの “Set Link Type” と同様の機能を持ちます。リンク･タイプの完全な解
説は、このマニュアルの２３ページをご参照ください。

ReUse チェック･ボックス
選択されたリンクのリユーズ機能をスイッチ･オン、オフします。
“ReUse” チェック･ボックスは、“Edit” メニューの“Re-Use Link” コマンド
と同じ機能を持ちます。

Copy （コピー）ボタン
選択されたコンポーネントを複製します。
“Copy” ボタンは、“Edit” メニューの“Copy Component” コマンドと同じ機
能を持ちます。

CopyAll （全コピー）ボタン
選択されたコンポーネントと次コンポーネントの全てを複製します。
“CopyAll” ボタンは、“Edit” メニューの“Copy Component And Children” コ
マンドと同様の機能を持ちます。
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Hide ボタン
選択されたコンポーネントと次コンポーネント全部を隠します。.
 “Hide” ボタンは “Edit” メニューの “Hide” コマンドと同じ機能を持ちます。
 “Hierarchy Editor” で隠されたコンポーネントは、“Export” または “Export 
Sequence” 機能でエクスポートされたモデルの中から取り除かれます。.

Group ボタン
選択されたコンポーネントと次コンポーネント全部を組み合わせてグルー
プ化します。“Group” ボタンは、“Edit” メニューの “Group” コマンドと同じ
機能を持ちます。

Delete ボタン
Deletes 選択されたコンポーネントを削除します。コンポーネントは、
“Delete” キーを押すことによっても削除できます。“Delete” ボタンは、
“Edit” メニューの“Delete Component” コマンドと同じ機能を持ちます。
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カメラ

Xfrog をスタートすると、“Camera” アイコンが “Hierarchy Editor” の 
“Root” として常時見られます。オリジナルの階層は、モデルビューに表示
されています。“Root” にリンクされたコンポーネントは、“Model View” ウ
ィンドウに表示され、“Root” にリンクされていないコンポーネントは表示
されません。コンポーネント同様 “Camera” はパラメータの指定が設定で
きます。この“Parameter Editor” タブは、“Model View > Camera > Reset 
View”.を選択することによってリコールできます。

Name （名称）
 “Camera” の名称を表示します。デフォルトは “Root”で、テキスト･フィー
ルドで名称を変更できます。

Zoom （ズーム）
スライダーで “Camera” の焦点距離を設定します。

Shift Horizontal （水平シフト）
スライダーでパースペクティブを水平にシフトします。このようなシフト
方法は、写真で直線のパースペクティブを保存するためにレンズを交換す
るのと比較されます。

Shift Vertical （垂直シフト）
スライダーでパースペクティブを垂直にシフトします。
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Ratio （比率）
スライダーで、ビューの水平的拡大縮小から垂直的拡大縮小の比率を設定
します。

コンポーネントの作成

Xfrog は９つの異なったコンポーネントを装備しています。これらは
“Libraries” ウィンドウの “Components” タブで利用できます。“Hierarchy 
Editor” ウィンドウで新規のコンポーネントを作成するには、次のような方
法があります。

• “Components” タブからコンポーネントをドラッグして “Libraries” ウィン
ドウや “Hierarchy Editor” ウィンドウにドロップする。

•“Libraries” ウィンドウの “Components” タブをダブルクリックすると、 
“Hierarchy Editor” が自動的に現れます。“Hierarchy Editor” でコンポーネン
トが選択されている場合、新規コンポーネントはリンクされます。選択さ
れているコンポーネントが無い場合は、新規コンポーネントは現階層の隣
に現れます。

•  “Edit > New Component > the component to be created” を選択すると、
新規コンポーネントは現階層の隣にまたはリンクされて現れます。

• 右マウスボタンで “Hierarchy Editor” をクリックし、 “New Component > 
the component to be created” で新規コンポーネントは現階層の隣にまたは
リンクされて現れます。

コンポーネントのリンク

Xfrog の全モデルはリンクするコンポーネントのつなぎ合わせで作られ、
モデル階層をセットアップしています。通常モデル階層は、“Root”と呼ば
れる“Camera”アイコンで始まっています。“Camera” にリンクされたコン
ポーネントは、“Model View” ウィンドウで見られます。
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コンポーネントをリンクさせるには、１番目のコンポーネントを2番目の
コンポーネントにドラッグします。ドラッグされたコンポーネントは、後
継（子）として親コンポーネントにリンクされます。 

“Libraries” ウィンドウの “Components” タブからコンポーネントを “Hierar-
chy Editor” にドラッグすると、新規コンポーネントが作成され現存する階
層にリンクされます。メニュー選択で新規コンポーネントを作成した場合
には、選択されたコンポーネントは “Hierarchy Editor” でリンクされます。
コンポーネントが選択されていない場合は、新しいコンポーネントは現存
する階層の隣に現れます。
Xfrog の起動後 “Root” のコンポーネントは自動的に選択されており、
“Libraries” ウィンドウの “Components”タブのコンポーネントのひとつをダ
ブルクリックするだけで、 “Root” にリンクした新しいコンポーネントが作
成されます。

１つのコンポーネントは複数の次コンポーネントの親になることができま
す。
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コンポーネントとそのサブハイラルキー（次階層）は、階層からドラッグ
して切り離すことができます。切り離された部分は階層の隣に現れます。
全次階層は、１番目の次階層のコンポーネントを別のコンポーネントの上
にドラッグするとリンクされてつなぎ合わされます。

ヒント：
複雑なモデリング作業の場合にはモデル階層の１部分だけをカメラに接続
して残りを孤立して編集し、全部を再び統合すると計算時間を高速化させ
ることができます。

コンポーネントのインスタンス化

異なったパーツからなるモデル階層のコンポーネントは、同一のジオメト
リーを使ってインスタンス化できます。これにはシフトキーを押さえなが
らモデル階層のコンポーネントの１つを、同モデル階層中の別のコンポー
ネントにドラッグします。同じ名称の第２コンポーネントが作成され、ド
ラッグされたコンポーネントにリンクされます。２つのコンポーネントと
それ以上の同じパラメータ設定を共有するインスタンスは、全く同一とな
ります。すなわちこれらのパラメータの１つを変更すると、一致している
全インスタンスも変更されます。インスタンスは常時モデル階層にリンク
されていなければなりません。ひとつのインスタンスを切り離すと、コン
ポーネントは１つを残して全てデリートされます。最後のコンポーネント
は普通のコンポーネントとして作用し、通常通り切り離したり削除したり
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できます。

                          
第三番目のツリー･コンポーネントにリンクされた ‘ノーマル’ “レボ” コンポーネン
ト 

コンポーネントがインスタンス化され、前と同じジオメトリーに繰り返された他の
ツリー･コンポーネントに接続。 
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リンクタイプ

モデル階層はコンポーネントをつなぎ合わせることでセットされます。こ
れによってモデルは、どのコンポーネントがどのようにつなぎ合わされる
か決定されます。リンクタイプはどのコンポーネントがつなぎ合わされる
かを指定します。Xfrog では、“Simple” ( 単一 ) リンクと “Multiple” ( 複数 )
リンクの２つのリンクタイプがあります。 
Xfrog の全コンポーネントには、ジオメトリーの空間でどのように位置さ
れているかといったストラクチャー的情報が装備されています。
ジオメトリーが作られると、どのコンポーネントも１つまたは複数のオリ
ジンを生成します。例えば、“Simple”（単一）コンポーネントはオリジナ
ル１つのみを生成し、枝の分岐に使われる ”Tree”（ツリー）コンポーネン
トは複数のオリジンを生成します。どのオリジンもジオメトリー（プリミ
ティブ）の作成または新規コンポーネントのつなぎ合わせを可能にします。

１つのコンポーネントを単一リンクで2番めにつなぎ合わせると、新規コ
ンポーネントは以前のコンポーネントで生成された前のオリジナルに接続
されます。すなわち “Horn”（ホーン）コンポーネントを第２の新しいコン
ポーネントに接続すると、１番上に新しいコンポーネントが作成されます
。２つのコンポーネントを “Multiple”（複数）リンクでつなぎ合わせると、
オリジナルのコンポーネントにそれぞれ新しいコンポーネントを作成しま
す。 下のホーンの例のように、2番めのホーンは肋骨のようにオリジナル
に接続されます。

          
Simple (単一)リンク     Multiple (複数)リンク
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単一リンクと複数リンクの選択は、どのコンポーネントでも利用できるとは
限りません。“Simple”( 単一） コンポーネントは単一リンクのみに規定され、

“PhiBall”( ファイボール）のようなコンポーネントは “Multiple” リンクのみ
使用されます。
この主な 2 つのリンクタイプでは、 re-use（リユーズ）機能をスイッチオン、
オフすることが可能になります。Xfrog のモデルは先に紹介された re-use

（リユーズ）機能を使うことによって、何千もの葉と枝がついた大木のよう
に大変複雑化できます。先ほどの例でホーンといったような複数コンポー
ネントを使った場合は、高数の次コンポーネントをつくりあげることが可
能になります。 
リユーズ機能がオンになると、ひとつのリブだけが計算されて他のオリジ
ンにコピーされ、全リブは精密に同一に見えます。リユーズ機能がオフに
なると、モデルのポリゴン数を徹底的に減少させて計算時間を高速化しま
す。樹木のモデルで全枝が異なって見えるようにするには、幹等に沿って
拡大縮小すると複合されたインスタンスは異なって見えます。このケース
ではリユーズ機能をオフにして、どのインスタンスも各々のパラメータを
持っていることが必要になります。

         
リユーズ機能がオン         リユーズ機能がオフ

ヒント：
ランダム数式 (rnd) をホーン複合コンポーネントに使用する場合には、リ
ユーズ機能をオフにします。そうでないと全てのホーンは同一に見え、ラ
ンダム効果が見られなくなります。
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ライブラリ ウィンドウ

“Libraries” ウィンドウは、Xfrog 全てのコンストラクティブな要素にアクセ
スすることを可能にします。2つのタブ、 “Components” タブと、“Primi-
tives” タブが用意されており、これらのタブ間をスイッチすることによっ
て使用可能な全コンポーネントまたは全プリミティブに直接アクセスでき
ます。
新しいコンポーネントを作成するには、コンポーネントを “Libraries” ウィ
ンドウから “Hierarchy Editor” にドラッグします。新しいプリミティブをコ
ンポーネントに指定するには、プリミティブを “Libraries” ウィンドウから
コンポーネントにドラッグします。 

Xfrog は他に、立方体や球等の一般幾何学的なプリミティブとジオメトリ
ーをどのように空間に構成するか定義づける装備がなされています。全ジ
オメトリーはコンポーネントにバウンドしています。すなわち単一の球だ
けをモデリングしたい場合は、この球が空間でどのようなジオメトリで構
成されているかを定義しなければなりません。この場合、ひとつのコンポ
ーネントをモデル階層の中にリンクさせ、希望のプリミティブをコンポー
ネントに指定します。見本の球を作成するには、単一コンポーネントで球
プリミティブを指定します。

         
コンポーネント･ライブラリ        プリミティブ･ライブラリ
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モデル･ビュー ウィンドウ

インターフェースの中央に “Model View” ウィンドウがあります。このウィ
ンドウでは、Xfrog のグラフィック･アウトプットがディスプレイされてモ
デルのビューができます。

ナビゲーション

“Model View” のインタラクティブなナビゲーションには、次のような可能
性があります。

Rotation 
左マウスボタンを押さえながらビューで回転させます。回転の中央はグロ
ーバル３次元座標のオリジンです。 
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Shift
右マウスボタンを押さえながらドラッグしてビューのわきでシフトさせま
す。

Dolly
両方のマウスボタンを押さえながら、ドリー･インとドリー･アウトをしま
す。

メニュー バー

メニューは “Model View” の上部に位置しており、モデルが “Model View” 
ウィンドウでどのようにディスプレイされているか制御する機能を備えて
います。“Shading”, “Display”, “Background” , “Camera” の４つのトピック
スで構成されています。

シェーディング･メニュー

• Wireframe
モデルのトライアングル･メッシュをワイヤーフレームで表示します。ワイ
ヤーフレームは、シェーディング表示と組み合わせられます。

• Shading
モデルを平たくシェーディングして表示します。
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• Gouraud
モデルをスムーズにシェーディングして表示します。

ディスプレイ メニュー

• Show/Hide Vertices
全プリミティブの頂点表示をスイッチ･オン、オフします。頂点はモデルが
構成されているトライアングルのコーナ点です。

• Show/Hide Vertices
モデルの全サーフェスの通常表示をスイッチ･オン、オフします。通常の状
態では、どのサーフェスが光に反射しているかのベクトル定義がされてい
ます。

• Show/Hide Local Axis
モデルの全オブジェクトのローカル座標系の座標軸表示をスイッチ･オン、
オフします。各々のコンポーネントは個々の座標系を持ち、グローバルな
座標系に位置されるコンポーネントのオリエンテーションに関係します。

• Show/Hide World Axis
グローバルな座標系の座標軸表示をスイッチ･オン、オフします。

• Show/Hide Splines
プリミティブのポイントリストに沿って座標軸を表示するのをスイッチ･オ
ン、オフします。

• Show/Hide Attractors
モデルのアトラクター･プリミティブの表示をスイッチ･オン、オフします
。
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• Show/Hide Textures
モデルに使用されている全テクスチャーの表示をスイッチ･オン、オフしま
す。

Background

• Edit Background Color
カラー編集ウィンドウが開き、“Model View” ウィンドウのバックグラウン
ド色を指定します。.

Camera (カメラ)

• Store View
現在のビューを保存します。

• Recall View
以前に保存したビューをリコールします。

• Reset View
“Camera” で指定されたビューのパラメータをリセットします。

• Fit To Window
“Model View” ウィンドウに全体のモデルがビューされるように、ドリーし
ます。

• Lock X Axis
X 座標に回転するよう抑制します。これによりカメラの望ましく無い方向
への移動のような、故意でないインタラクティブを防ぐことができます。
ロックの機能はトグルスイッチとしても機能します。

• Lock Y Axis
Y 座標に回転するよう抑制します。ロックの機能はトグルスイッチとして
も機能します。

• Lock Z Axis
Z 座標に回転するよう抑制します。ロックの機能はトグルスイッチとして
も機能します。
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パラメータ編集ウィンドウ

“Parameter Editor”（パラメータ編集）ウィンドウは、異なったコンポーネ
ントの全パラメータにアクセスすることが可能で、選択されたコンポーネ
ントのパラメータを常時表示します。もしコンポーネントが選択されてい
ない場合は、ウィンドウの欄は空いています。
通常 “Parameter Editor” には、“Simple” コンポーネントと “Camera” の他に
４つのタブが装備されています。１番目のタブには選択されたコンポーネ
ントのタイプと、このコンポーネントに指定された全てのパラメータが記
載されています。
2番目のタブは “Basic” で、3次元空間の位置等のベーシックなパラメータ
が構成されており全コンポーネントに共通です。
３番目のタブは “Primitive” で、コンポーネントに指定されたプリミティブ
に関係する全パラメータが構成されています。
４番目のタブは “Material” で、コンポーネントに指定された色とテクスチ
ャーの全パラメータが構成されています。
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コントロール

“Parameter Editor” ウィンドウは、値を指定する異なったコントロールを装
備しています。

テキスト･フィールド

テキスト･フィールドは、テキストまたは数値をタイプするのに使用されま
す。カーソルをテキスト･フィールドに動かすとテキスト･カーソルに変化
します。値をタイプし、リターン･キーを押して設定を確証します。もし確
証がなければセッティングは適用されません。

スライダー

スライダーは数値を指定するのに使用します。値はスライダー･フィールド
をクリックしてセットするか、ドラッグまたはスライダー･フィールドの左
にあるテキスト･フィールドにタイピングします。
スライダーの範囲はスライダー両端上の２つのナンバーで示され、ダブル
クリックによってナンバーのひとつを変えることができます。ナンバーは
テキスト･フィールドに変化して新しい値をタイプするのを可能にします。
リターン･キーを押してセッティングを確証すると、テキスト･フィールド
が取り除かれます。

ダブル･スライダー

ダブル･スライダーは、値の範囲を指定するのに使用します。これらは複数
コンポーネントに使われ、複数インスタンスを連続的に変更することを可
能にします。例えば複数の箱のサイズを減少したい場合は、上部スライダ
ーで一番めと最後の箱の縮尺の因数を定義します。中間値が補間されてよ
り縮小されたサイズの箱がつくられます。 
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中間値を計算する数学的数式を指定することも可能です。数式は、ダブル
･スライダー左のプルダウン･メニューからも選択できます。メニューは以
前に定義された数式の数を提供し、メニューの “custom...” を選択すること
によって自身の数式を指定することもできます。

次のイメージは、ホーン･コンポーネントが共通の数式で指定され
“Shape”の定義がされた例です。範囲は -3.142 から 3.142です。 

                 

“id”: 同一値を返す。
(y=x)

        

“sin”: 正弦値を返
す。 (y=sin x)       

“cos”: 余弦値を返す。 
(y=cos x)

                  

“atan”: 逆正接値を返す。
(y=atan x)

         

“rnd”: 乱数を返す。
(y=rnd x)

“sqr”: 平方値を返す。
(y=x2)
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プルダウン･メニュー

プルダウン･メニューは、以前に定義された可能性を選択します。メニュー
のフィールドをクリックすると、使用可能なオプションが現れます。ご希
望のオプションを選択して下さい。

ラジオボタン

ラジオボタンはとくに幾つかのオプションをスイッチするのに使用します
。ご希望に一致するオプションをクリックするとオンになり、他のオプシ
ョンはオフになります。

グラフ編集（グラフ･エディタ）

グラフ･エディタは、２つの変数に依存する値の指定に利用します。これら
は、ツリー･コンポーネントのような特定位置に一定値が必要なものに限っ
て利用されます。グラフ･エディタの X 座標はブランチまたは幹の長さに
関連し、 Y 座標はその指定された値に関連します。
設定はポイントをドラッグしてグラフを定義します。
“Parameter Editor” のグラフ･エディタはラフ編集用です。 “Edit” ボタンタ
ンをクリックすると別のウィンドウが開き、グラフがもっと精密に編集で
きます。
１つより多いポイントをクリックするには、（複数の選択をする場合は、
シフトキーを押しながらクリックする）それらの回りをドラッグして囲み
ます。
グラフのポイントを追加したい場合は、ポイントを挿入したい場所をダブ
ルクリックします。
選択してバックスペース･キーを押すと、ポイントはデリートされます。 
ポイントを非選択するには、ウィンドウのどこかをクリックします。
またウィンドウ下部の “Resolution” スライダーでポイントを挿入したり、
取り除いたり調整できます。
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v

ヒント：
ブランチが縮小されると、グラフが変化して X 座標がブランチの全長に常
時関係しますが、“Model View” ウィンドウでは何も変化が見られません。
この場合はブランチの一部にしか関係していないので、縮小されたブラン
チのグラフは示されません。
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  スプラインの編集

ツリーのようなコンポーネントは、一定のパラメータ用のスプライン編集
が装備されています。樹木の幹の曲がりは、スプラインで定義できます。 
ツリー･コンポーネントのパラメータで “Spline” をオプションをトグルして
“on” にすると、“Points” ボタンが繰り出されます。このボタンをクリック
すると、スプライン編集ウィンドウが開きます。

    
“Spline Editor” 内のナビゲーションは “Model View” と同様で、左マウスボ
タンで回転、右マウスボタンで移動、両マウスボタンでズーム化します。
スプライン編集のプロセスは、“Graph Editor” とほぼ同じです。点はクリ
ックすることによって選択され、選択されたポイントをドラッグして動か
します。シフト･キーを押しながらクリックすると、複数の点が同時に選択
できます。点を追加するには、スプライン上をダブルクリックします。点
を削除する場合は、削除する点を選択してからバックスペース･キーを押し
ます。
スプライン編集ウィンドウの下部に、“View X”, “View Y”, “View Z” の３つ
のボタンがありそれぞれに相当した座標のビューができます。
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マテリアル･パラメータ

“Material” のタブは、色とテクスチャーに関係した全パラメータをふくんで
います。カラーとテクスチャーは、親コンポーネントから継承またはひと
つのコンポーネントに明示して定義できます。デフォルトの色とテクスチ
ャーは、全体の階層から継続または移動できます。これは他に色がない場
合や、次コンポーネントでテクスチャーが定義されていない場合に実行さ
れます。

Name
選択されたコンポーネントの名称を表示します。名称はテキスト･フィール
ドで変更できます。

Color
２つのラジオボタンで、カラーの表示とローカルカラーの定義ができます
。“Color” が “inherited” にセットされていると、コンポーネントは親コンポ
ーネントで定義されたカラーを使用します。“Color” が “set” になると、カ
ラーの表示を定義する幾つかのコントロールがセットされます。
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Name
テキスト･フィールドで、カラー名称を指定できます。これにより他のモデ
リング･アプリケーションにモデルをエキスポートした場合、インポートさ
れたモデルが色を認識し、シェード表示するのに役立ちます。

Alpha
コンポーネントの透明度を指定するスライダーが装備されています。スラ
イダーは０から１の範囲に限定されています。

Diffuse
コンポーネントの光りが反射したディフューズ部分の色を指定します。色
はプレビュー･フィールドに表示されており、左にある “Edit” ボタンをクリ
ックすると、カラー編集が開いて色を指定できます。

Ambient
コンポーネントを照らす環境ライトの色を指定します。色はプレビュー･フ
ィールドに表示されており、左にある “Edit” ボタンをクリックすると、カ
ラー編集が開いて色を指定できます。

Specular
光りが反射したコンポーネントのハイライト･カラーを指定します。色はプ
レビュー･フィールドに表示されており、左にある “Edit” ボタンをクリック
すると、カラー編集が開いて色を指定できます。

Emission
コンポーネントに発光する色の指定をします。色はプレビュー･フィールド
に表示されており、左にある “Edit” ボタンをクリックすると、カラー編集
が開いて色を指定できます。

Texture
 “Texture” が “inherited” にセットされていると、コンポーネントは親コンポ
ーネントで定義されているテクスチャーを使用します。 “Texture” が “set” 
になっていると、コンポーネントのテクスチャーを制御や指定する幾つか
のコントロールが表示されます。

Name
テキスト･フィールドでテクスチャー名称を指定します。これにより他のモ
デリング･アプリケーションにモデルをエクスポートした場合、インポート
されたモデルがテクスチャーを認識するのに役立ちます
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FileName
テキスト･フィールドで選択されたコンポーネントに、テクスチャーとして
使うイメージ･ファイルの名称を指定します。テキスト･フィールド左にあ
る “Browse” ボタンをクリックすると、ダイアログ･ボックスが開き、指定
のイメージ･ファイルを選択できます。Xfrog は、PNG ファイルとアルフ
ァ･チャンネルを含む RGB ファイルをサポートします。

Shift U
テクスチャーをU-座標の方向にシフトさせる値を指定するスライダーが装
備されています。テクスチャーはフラット･イメージに関係する U-座標と
V-座標の個々の座標を持ちます。これによって簡単にテクスチャーをモデ
ルの座標から独立して移動させることができます。 

Shift V
テクスチャーをV-座標の方向にシフトさせる値を指定するスライダーが装
わっています。

Scale U
テクスチャーをU-座標の方向に拡大縮小させる値を指定するスライダーが
装わっています。

Scale V
テクスチャーをV-座標の方向に拡大縮小させる値を指定するスライダーが
装わっています。

Mapping
プルダウン･メニューによってテクスチャーがモデルに適用される方法を指
定します。 “none” モードにあると、テクスチャーはオブジェクトのサーフ
ェス上にマッピングされ、オブジェクトが拡大縮小されても表面に正確に
フィットします。
“linear” モードでは、テクスチャーがくり返されてオブジェクトのサーフェ
ス上にフィットし、拡大縮小はされません。
“reflection” モードのテクスチャーはオブジェクトの表面に投影されており
、拡大縮小してもフィットします。このモードではオブジェクトの環境と
してとどまり、鏡のサーフェスを持つかのようにオブジェクトは反射しま
す。
オブジェクトが空間の中で回転すると、テクスチャーは回転しませんが
最初のポジションにとどまります。
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カラー編集

“Material > Color” セクションの “Edit” ボタンで、“Color Editor”（カラー編
集）が開きます。この編集は、色を定義する幾つかのコントロールを備え
ています。

レインボーのカラー欄又は単純色欄のひとつをクリックすると、色が選択
できます。選択されている色の輝度は、編集ウィンドウ右側のこう配スラ
イダーで調節できます。選択された色は、編集ウィンドウ下部のプレビュ
ー欄に表示されます。
RGB または HSB 値をレインボーカラー欄の上にあるフィールドにタイプ
して色を指定することもできます。
色はプレビュー欄でビジブルであり、 “Add To Custom Colors” ボタンをク
リックすることによって慣例色のリストに加えられます。
 “OK” のボタンで、ご使用のモデルに色を指定します。
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アニメーション編集ウィンドウ
(このチャプターはXfrog完全版のみに関連）

“Animation Editor” ウィンドウはご使用の Xfrog モデルに生命を与える場所
であり、 Xfrog のモデルの全パラメーターでアニメーション化ができます
。唯一アニメーション化できないものは、色やテクスチャーのようなマテ
リアルのパラメータです。
“Animation Editor” ウィンドウと “Animation Control” は、密接につなぎあわ
されており、 “Animation Control” は全ての編集をコントロールし、 “Ani-
mation Editor” ウィンドウで構築したシークエンスのアニメーションを表示
します。

“Animation Editor” ウィンドウは、タイムラインとアニメーション･トラッ
クで構成されています。タイムラインはタイム･スライダー（小さな黒色の
かち印）が装備されており、前後に動かすことによって異なった時間にア
クセスしてアニメーションを表示します。アニメーション･トラックにはキ
ーフレームによるアニメーションが含まれています。

    タイム･スライダー

タイムラインの範囲は０と１の間です。タイムフレームはフレーム数の変
数で細分化することができ、デフォルト数は１００フレームです。アニメ
ーションを高速化するにはフレーム数を小さく指定し、高いフレーム数で
は低速化されます。フレーム数を設定するには、後の “Animation Control” 
ウィンドウに書かれています。
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フレーム数はイメージの数、またはモデルをエクスポートする際に“File 
Menu” の “Export Sequence” 機能を選択すると影響します。１００フレー
ムの値から１００のイメージまたはモデルをアニメーション･シークエンス
から作成し、５０フレームでは５０のイメージ／モデルが作成されます。
この両方のケースでは、全体のアニメーションシークエンスが大きな又は
小さな間隔でエクスポートされます。タイムラインはかち印でフレームを
示しています。
アニメーション･シークエンスの範囲は、タイムラインのスタート･マーク
とエンド･マークで変更できます。これによって、全シークエンスの一部分
しかエクスポートされないことがあります。

   
シークエンスのスタート･マーク シークエンスのエンド･マーク

アニメーション･トラックの左に、２つのチェックボックス “Edit” と “Cam” 
があります。 “Edit” オプションではトラックの編集が可能になり、チェッ
クしないと編集ができません。
 “Cam” オプションをチェックするとキーしたカメラの位置が表示され、チ
ェックなしではインタラクティブなカメラ表示がスイッチされます。（よ
り詳しい内容については後部をご参照ください。）

  
“Edit” と “Cam” のチェックボックス

キーフレームの作業

タイムラインは、最初に２つのキーフレーム、タイム０とタイム１で構成
されています。全フレームのモデル階層は同じで、異なったコンポーネン
トのパラメータのみが、１つのキーフレームから次のキーフレームに異な



42

Xfrog 3.5 Reference Manual

ります。すなわち、モデル階層の交互は全キーフレームを影響し、パラメ
ータの交互は選択されたキーフレームのみを影響します。デフォルトの設
定では、一番めのキーフレームが選択されています。キーフレームは１度
クリックされると選択されます。

ヒント：
樹木が生長する簡単なアニメーションは、少処理で実現可能です。樹木コ
ンポーネントを幾つか含んだモデル階層を構築します。デフォルトの設定
に基づいた樹木ができます。最初のキーフレームを選択し、最初のツリー
･コンポーネントの “Trunc-Scale” パラメータを０に下げます。０からフル
サイズに生長する樹木のアニメーションがディスプレイされます。
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キー･フレームの作成

新しいキーフレームの作成は、タイム･スライダーを新しいキーフレームに
なるべき所に位置して “Animation Control” ウィンドウの “New” ボタンをク
リックするか、コンテクスト･メニューから “New Key” を右マウスボタ
ンで選択します。新しいキーフレームを作成する他の方法は、キーフレー
ムになるべき所のアニメーション･トラックをダブルクリックします。

キー･フレーム時間の変更

キーが生成するパラメータの組み合わせが用意されている際、アニメーシ
ョン･トラックのキーフレームの位置は、アニメーション時間を意味します
。時間はキーフレームを他の位置にドラッグすることによって変更できま
す。

キーフレームのコピー

キーフレームのコピーは、複製するキーを選択して “Animation Controls” 
ウィンドウの “Cpy” ボタンをクリックする、或いは文脈メニューから右マ
ウスボタンで “Copy Key” を選択します。

キーフレームの削除
キーフレームを削除するには、デリートするキーを選択してからバックス
ペース･キーを押す、或いは “Animation Control” ウィンドウの “Del” ボタン
をクリックするまたは文脈メニューから “Delete Key”を右マウスボタンで
選択するなどの方法があります。

カメラ･ポジションのキー入力

インタラクティブ･カメラのポジションをキーフレームに内臓することによ
って、カメラによるアニメーション化が可能になります。カメラのキーは
、キーフレームを選択してインタラクティブ･カメラを希望の位置に動かせ
て設定します。“Animation Control” ウィンドウの “Cam” を打つ又は文脈メ
ニューから右マウスボタンで “Store Camera At Key” を選択してポジショ
ンを選択するなどの方法があります。
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パラメータをキーに複製する

コンポーネントのパラメータが変更されると、選択されたキーのみが変化
します。グローバルな変更は、パラメータをアニメーション･シークエンス
の全キーフレームに複製することで可能になります。“Parameter Editor” ウ
ィンドウのどのパラメータも、小さな＊印がパラメータ名称の隣にありま
す。＊印をクリックすると、“Copy To All Keyframes” のオプションがある
メニューが浮上し、現在セットされているパラメータをアニメーション･シ
ークエンスのキーフレームにコピーします。

   “Copy To All Keyframes” オプション
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数式 (ファンクション) を使ったアニメーション

 Horn や Leaf のようなパラメータの範囲定義がなされているコンポーネン
ト（“Controls” セクションの “Parameter Editor” 章をご参照下さい。）は、
数式を適用することができます。可能な数式のひとつは“ftime” で、アニメ
ーション時間に関係してパラメータの実際値を計算します。アニメーショ
ン時間が０と１の間に通常化されると計算し易くなります。
次の例は “ftime” 数式がどのように使われるかを示しています。２つのデフ
ォルトのキーフレームと、カメラに接続されたひとつのホーン･コンポー
ネントがあります。ホーン･コンポーネントの Curvature（曲がり）限定で
、 “ftime” 数式が “Rotation Y” と “Rotation Z” パラメータに適用されていま
す。

 “ftime” 数式を使用

パラメータ値が１つの特定キーフレームにローカルで定義されている全ア
ニメーション･シークエンスを通して、パラメータを指定する数式の範囲は
グローバルです。すなわち、先ほどの例 “ftime” 数式は全シークエンスに有
効です。
“ftime” 数式は現フレームの時間値を返し、この値はホーン（角）の回転を
計算するのに使われます。
１番はじめのフレーム時間は０で、回転は生成されず角は直立しています
。アニメーションがオンに動く間、フレーム時間は増加して角はゆっくり
と曲がり始めます。アニメーションが終了する際に回転の増加は１になり
、角は最大に屈曲します。“ftime” 数式を Y と Z の回転に適用すると、角は
ねじのように曲がります。
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“ftime” 数式で生成された、時間を経過してねじのように曲がったホーン
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アニメーション再生コントローラー
(このチャプターはXfrog完全版のみに関連）

“Animation Control” （アニメーション再生コントローラー）は、アニメー
ションの再生やキーフレームの設定、速度の限定などアニメーションをコ
ントロールするのに必要な装備です。

キーフレーム

New ボタン
タイム･スライダーの現位置に新しいキーフレームを作る。
(『アニメーション編集』の「キーフレームの作業」もご覧下さい。)

Cpy ボタン
選択されたキーフレームを複製する。
(『アニメーション編集』の「キーフレームの作業」もご覧下さい。)

Del ボタン
選択されたキーフレームをデリートする。
(『アニメーション編集』の「キーフレームの作業」もご覧下さい。)

Cam ボタン
現在選択されているキーフレームのインタラクティブ･カメラの位置を蓄え
ます。
(『アニメーション編集』の「キーフレームの作業」もご覧下さい。)
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プレイバック（再生）

Rewind ボタン
タイム･スライダーをアニメーション･シークエンスの始めに戻します。

Step-back ボタン
タイム･スライダーを１フレーム戻します。

Play-reverse ボタン
アニメーションを逆の順に再生します。

Play ボタン
アニメーションを再生します。

Step-forward ボタン
タイム･スライダーを１フレーム前に進ませます。

Fast-forward ボタン
タイム･スライダーをアニメーション･シークエンスの終わりに
進ませます。
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タイム

Frm フィールド
現位置のフレーム数をタイム･スライダーで表示します。フィールドに数を
タイプしてタイム･スライダーを一致する位置に動かします。

Frms フィールド
アニメーション･シークエンスが含むフレーム数を表示します。フレームの
量はアニメーションの速度を決定します。高い値ではアニメーションは遅
くなりスムーズになります。この値はイメージの数またはモデルのエクス
ポートの際に “Export Sequence” コマンドを選択することによっても決定
されます。（ “Animation Editor Window” の章もご覧下さい。）

Loop プルダウン･メニュー
アニメーションが連続的にループ再生された場合に、アニメーション再生
のはじめと終わりを決定します。swing は、アニメーションのはじめと終
わりが前後し続け、once では、アニメーションが最初から最後まで一度だ
け再生されます。

Time フィールド
タイム･スライダーの現位置にある時間値を表示します。フィールドに数を
タイプしてタイム･スライダーを一致する位置に動かします。時間値は常
に０と１の間にあります。
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コンポーネント

Xfrog には、９つの異なったコンポーネントが装備されています。これら
はジオメトリーを構成するコンポーネント、ジオメトリーを複数化するコ
ンポーネント、ジオメトリーを変形せるコンポーネントに分かれています
。どのコンポーネントもその目的に指定されたパラメータが設定され、全
コンポーネントが３次元空間の位置などの共有パラメータを持ちます。主
にジオメトリーを構成するのに使われるコンポーネントには、ひとつのプ
リミティブが指定されていますが、複数コンポーネントにはプリミティブ
がありません。階層のつなぎ合わされたコンポーネントでは、ひとつのコ
ンポーネントから次コンポーネントに一定のパラメータが渡されます。
（パラメータの相続）

Basic （ベーシック）パラメータ

全コンポーネントは “Basic” パラメータの設定を備えています。これらの
パラメータは、コンポーネントの３次元空間での位置やオリエンテーショ
ンを定義します。
“Basic” パラメータは、“Parameter Editor” ウィンドウの “Basic” タブから利
用できます。
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Name
選択されたコンポーネントの名称を示します。テキスト･フィールドで名称
は編集できます。

Transformation > Translation
“Translation” では３つのスライダーが備わっており、選択されたコンポー
ネントを X-座標と Z-座標に移動できます。

Transformation > Rotation
“Rotation” では３つのスライダーが備えられ、選択されたコンポーネント
を X-座標, Y-座標 と Z-座標の回りに回転させます。
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Transformation > Scale
“Scale” では３つのスライダーが装備され、選択されたコンポーネントを 
X-座標, Y-座標 と Z-座標の方向に拡大縮小します。

ラジオボタン “Lock Scale” が “Off” にセットされた場合は、各方向別に拡
大縮小され、“Off” の場合は全方向に比例して拡大縮小されます。

屈光性
“Phototropism”（屈光性）によって、ご使用のコンポーネントに一定方向の
グローバルなオリエンテーションを与えることができます。これは特に太
陽に向かった樹木のオリエンテーションをシミュレーションするのに役立
ちます。
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“Phototropism”（屈光性）のセクションでは、オリエンテーションの方向を
指定するプルダウン･メニューと、強度を指定する “Strength” スライダーが
装備されています。

ヒント：
オリエンテーションを X と Y 方向に同時に指定したい場合は、 “Simple” 
コンポーネントを現コンポーネントの前に挿入して、X 方向に “Simple” コ
ンポーネントを、Y 方向に現コンポーネントを定義します。

Simple（単一）コンポーネント

単一コンポーネントは、プリミティブのひとつのインスタントだけを作成
するのに利用されます。デフォルトのプリミティブがないコンポーネント
が作成されると、モデル･ビューには何も表示されません。モデル･ビュー
に何かを現わしたい場合は、ひとつのプリミティブを定義し、コンポーネ
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ントが作成しているジオメトリーに指定します。単一コンポーネントは 
Xfrog に用意されている全プリミティブを受け入れることができます。チ
ューブと平面のプリミティブは、ポイントリストが2番目のポイントリス
トと三角になっており、単一コンポーネントとして指定されると有用な結
果が出ません。単一コンポーネントは、定義されたプリミティブのひとつ
のインスタンスしか作成しないので、2つめのポイントリストやビジブル
なジオメトリーは作成されません。

ひとつの立方体プリミティブがついた単一コンポーネント

単一コンポーネントは、“Parameter Editor” の “Basic” タブで “Basic” パラ
メータのみが利用できます。
“Parameter Editor” ウィンドウには、“Basic” パラメータの他に “Primitive” 
タブと “Material” タブが備わっています。



  55

Xfrog 3.5 Reference Manual

Horn（ホーン）コンポーネント

ホーン･コンポーネントにはひとつのデフォルト･プリミティブが既に指定
されています。付属する円柱プリミティブは角のような形を生成してブラ
ンチ等に使用できます。
ホーン･コンポーネントは低いオリジンを生成し、どのオリジンもひとつの
プリミティブが作成されます。 ホーンのデフォルト･セッティングでは、
円柱プリミティブのポイント･リストが三角化されて角のさやをつくります
。それに加えて cosinus （余弦）数式でスケールダウンして円錐を作りだ
すことが可能です。
どのプリミティブもホーン･コンポーネントに指定することができ、プリミ
ティブは角にそって複製されます。（連続的に）

                   
ホーンと円柱プリミティブ                    ホーンと立方体プリミティブ
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他の全コンポーネントと同じく、ホーン･コンポーネントにはパラメータ
･エディタで “Basic” タブ, “Primitive” タブ と “Material” タブが装備されてい
ます。加えて、ホーン･コンポーネントにパラメータを指定する “Horn” タ
ブも備わっています。
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Name
選択されているコンポーネントの名称を示します。テキスト･フィールドで
コンポーネントの名称を変更できます。

Stem > Segments
Horn の構成されるセグメント量を指定するスライダーが備わっています。
高いセグメント量は、角が曲った時によりスムーズなカーブを作り出しま
す。またセグメント量は、コンポーネントに生成されているオリジン／プ
リミティブの数も定義します。

Stem > Length

分類されるコンポーネントに生成されている、オリジン／プリミティブの
距離をスライダーで指定します。 
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Curvature 

定義されている形の湾曲度をプルダウン･メニューで指定できます。メニ
ューでは、セグメントの増加数が角の長さに影響する５つの方法、“fixed 
range”, “implicit range”, “spline”, “Implicit”, “fixed” が選択できます。“Fixed” 
がオンになると、セグメント数が上昇しても角の全体の長さは同じとなり
ます。 “implicit” がオンでは、セグメントが上昇すると角の全体の長さは生
長します。
“Length” オプションでは、増加された “Length” の値がセグメントを拡大
縮小して適用されたテクスチャーを壊しますが、 “implicit” がオンであると
セグメント数が増加してもテクスチャーは壊されません。“spline” オプシ
ョンがオンになると、湾曲度はスプラインで定義されます。この場合には 
“Edit” ボタンが現れ “Spline Editor” が開かれます。スプラインの定義はセグ
メント量とは無関係に角の長さを整備します。

Curvature > Rotation
３つのダブル･スライダーでプリミティブの回転値範囲を、X-座標、Y-座標
、Z-座標の個別に指定します。
ダブルス･ライダーは範囲定義を指定するのに使用します。上部スライダー
は、コンポーネントに生成される最初のプリミティブに適用される値を指
定します。（この場合は、回転度）。下部スライダーは、最後のプリミテ
ィブに適用される値を指定し、中間値が書き入れられます。
ダブル･スライダー左にあるプルダウン･メニューを使うことによって、範
囲定義の中間値計算に使う数式を指定することができます。
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Curvature > Translation
３つのダブル･スライダーでプリミティブの移動値範囲を、X-座標、Y-座標
、Z-座標の個別に指定します。
ダブル･スライダーの左にあるプルダウン･メニューを使うことによって、
範囲定義の中間値計算に使う数式を指定することができます。

Shape
２つのラジオボタンで、角の形を範囲定義とスプラインの定義に切り替え
ます。
“Shape” が “Range” にセットされると、最初と最後のプリミティブのスケ
ール範囲定義をダブル･スライダーで指定する“Range” セクションがあらわ
れます。
“Shape” が“Spline” にセットされると、角のアウトラインはスプラインの操
作で描画されます。この場合には “Points” セクションが現れ、“Edit” ボタ
ンでスプライン編集ウィンドウが開きます。
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Range
コンポーネントに生成されるプリミティブの拡大縮小範囲の定義を、ダブ
ル･スライダーで指定します。上部スライダーは最初のプリミティブの拡大
縮小を指定し、下部スライダーで最後のプリミティブの拡大縮小を指定し
ます。プリミティブの中間値の拡大縮小値が補間されます。
ダブル･スライダー左にあるプルダウン･メニューを使うことによって、範
囲定義の中間値を計算するのに使う数式を指定することができます。 ホー
ン･コンポーネントのデフォルト設定は cos (余弦)で、よりスムーズな円錐
を作成します。

Spline
“Edit” ボタンで、角の形のアウトラインを指定するスプライン･エディタが
開きます。
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スプライン編集ウィンドウにはひとつのスライダーが備わっており、スプ
ラインの解像度、すなわちスプラインを定義するノード数が指定できます
。

Top
２つのラジオボタンで、角の頂点が閉じているか又は開いた円柱か指定で
きます。

Scale
ホーンのような複数コンポーネントは、プリミティブだけでなく次コンポ
ーネントも複製可能にします。“Multiple” のリンクタイプを設定し、2つめ
のホーン･コンポーネントを最初のものに付着させると、最初のコンポーネ
ントで生成された全オリジンに新しい角が作成されます。２つめの角のイ
ンスタンスは、最初の角に比べて肋骨のように付着されます。
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次コンポーネントは最初のコンポーネントのパラメータを受けとるとが可
能です。これによって、ダブルスライダーの “Scale” セクションを使って
角のリブを拡大縮小することができます。
ダブル･スライダー左にあるプルダウン･メニューを使うことによって、範
囲定義の中間値を計算するのに使う数式を指定することができます。

Steps
最初のホーン･コンポーネントによって作成された全オリジンに、デフォル
トのリブが作られました。ダブルスライダーの “Steps” を使って幾つかの
オリジンを抜かしてリブを作成する、すなわちどの他のオリジンを作成す
るか指定することが可能です。再びスキップするオリジンの範囲定義が利
用され、最初のリブが作成する前と最後のリブが作成される前の抜かれる
オリジンの量を指定して、中間値が補間されます。
ダブル･スライダーの左にあるプルダウン･メニューを使うことによって、
範囲定義の中間値を計算するのに使う数式を指定することができます。

Screw
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最初の角周辺にあるリブの回転範囲の定義を、ダブル･スライダーを使って
指定します。回転値に適用できる数式を使うこともできます。

Flap

ダブル･スライダーで、リブ周辺の経度座標の回転範囲を指定します。
ダブル･スライダー左にあるプルダウン･メニューを使うことによって、範
囲定義の中間値を計算するのに使う数式を指定することができます。



64

Xfrog 3.5 Reference Manual

Tree （ツリー）コンポーネント

ツリー･コンポーネントは樹木を作成するためにあります。“Horn” のよう
なひとつの円柱プリミティブを持ったものは、角のような形を生成して幹
に最適です。ツリー･コンポーネントでは、低数のオリジンとそれぞれひと
つのプリミティブが作成されます。 “Horn” と異なって、2番目の樹木コン
ポーネントが接続されるとリブではなくブランチを作成します。
以前のものに接続された全ツリー･コンポーネントが、 “Multiple” リンクに
よって新しい分岐レベルを全体に作ります。他のツリー･コンポーネントを
ご使用の樹木に簡単に付着すると、たくさんのブランチを追加することが
可能になります。どのブランチも個別に処理する必要は全くありません。
複数化されたツリー･コンポーネントのパラメータを編集することによって
、これらのブランチのパラメータを編集することができます。

ツリー･コンポーネントの枝の構造と形をコントロールするために、樹木の
パラメータを指定する大きなセットが備わっています。ツリー･コンポーネ
ントは、 Xfrog の中でもっとも複雑なコンポーネントです。自然から産れた
多くのパラメータが導入されることによって、ご使用の樹木にリアルな外
観を与えます。モデルにライティングや重力の状態をシミュレーションし
て屈曲運動を加えたり、カスタマイズ可能な不規則性を与えて自然に生長
する樹木のようにしたり、枝や葉のペア等を加えたり、幹または枝の軸な
どを垂直または側面に生長させたりできます。
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ヒント：
ツリー･コンポーネントを使ってルーツを作成することもできます。ふつ
うのツリー･コンポーネントとつなぎ合わせて、ルーツとしてアレンジされ
た分岐構造をつくりあげたり、スプラインを使って湾曲度を制御したり、
“Crookedness”（曲り方）を適用することも可能です。ご使用のモデルにル
ーツをつなぎ合わせるには、ひとつの単一コンポーネントを使って樹木の
階層の土台にするか、他の単一コンポーネントをルーツ階層の土台する必
要があります。単一コンポーネントのルーツ階層は、１８０度回転され、
樹木の階層上にある単一コンポーネントに付着します。
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Name
選択されたコンポーネントの名称を示します。テキスト･フィールドで名称
は変更できます。

Stem > Segments
樹木が構成するセグメント量を指定するスライダーが備わっています。高
いセグメント量は、樹木によりスムーズな外観を与えます。幹に曲り方を
定義する場合、すべての小さな曲線を生み出すためには高いセグメント量
が必要になります。また別に、高いセグメント量はご使用のモデルをより
複雑化させてポリゴン数を増加させます。このため目的に合ったモデルの
視覚的な結果と、セグメント数のバランスを常に最適にすることが必要で
す。

Stem > Length
スライダーで、幹の長さまたは作成された最初の枝の長さ（選択された
コンポーネントにひとつの枝が付着している場合）を指定します。樹木に
より自然な外観を与えるためには、幹の太さとマッチするように枝を継続
的に拡大縮小すると幹の下部に太く長い枝が、樹木の上部には細く短い枝
ができます。拡大縮小のパラメータは、指定した幹の形に依存しながら親
の ツリー･コンポーネントから子コンポーネントに自動的に渡されます。
“Parameter Editor” で指定した設定は、拡大縮小されていないブランチに常
に関係します。
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幹の長さを変更するとその位置にある枝が変化しますが、そのサイズは変
わりません。すなわち枝の量は長い幹に沿ってゆったりと分配され、短い
幹には密に分配されます。

Stem > Trunk Scale
スライダーで樹木モデルのグローバルな拡大縮小の要素を指定します。長
さの設定とは異なり “Trunk Scale” パラメータは、最初の枝の位置を保持し
ながら全体の樹木をスケールします。拡大縮小の要素が枝に伝わり、枝は
一致してスケールされます。これは樹木の生長をシミュレーションするの
に使用できます。

  

ヒント：
拡大縮小の要素は次コンポーネントに伝わりますが、親コンポーネントに
セットされた値で、リンクされた子コンポーネンが作られないことがあり
ます。親コンポーネントの拡大縮小の要素ゼロが伝わると、子コンポーネ
ントは見えなくなります。この場合は、2番目のツリー･コンポーネントを 
“Simple” リンクで最初のツリー･コンポーネントにつなぎ合わせます。



68

Xfrog 3.5 Reference Manual

Stem > Spline
２つのラジオボタンで、幹の湾曲定義をスイッチ･オン、オフします。 
“Spline” がオンにセットされると、 スプライン編集ウィンドウを開く 
“Edit” ボタンが現れます。

Stem > Shape
スプライン操作によって幹のアウトラインを指定するスプライン･エディタ
が備わっています。

Top
2つのラジオボタンで、角の頂点が閉じているか、開いた円柱であるかを
指定します。
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Crookedness > Amount
“Crookedness” 機能は、不規則さを加えて自然に生長する樹木のように見
せ、幹に曲線を追加します。
“Crookedness > Amount” のセクションのスライダーで、幹に追加する曲線
の数を指定します。

Crookedness > Intensity
備わったグラフ･エディタで、幹に加える曲線の強度を指定します。つまり
スプラインは幹の長さを表し、スプラインの左側は幹の基部に相当し、ス
プラインの右側は幹のトップに相当することを意味します。“Crookedness” 
の強度はどの幹のパートにも独立して指定できます。

Deviate
ひとつの枝が生成される度に、オリジナル座標にある幹の偏差をグラフ･エ
ディタで指定します。自然でよく見られるように、幹は枝が出るとわずか
にその方向を変化します。この事実は、“Deviate” 機能を樹木に指定してシ
ュミレーションできます。
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これによって、多くの現実性をモデルに加えることが可能です。偏差の量
はどの幹の部分にも個別に指定できます。

Screw
グラフ･エディタで、幹の縦長座標軸の周りから樹木のセグメントへの回転
を指定します。これにより枝を幹の周りで回転させることができます。回
転量は、幹のどの部分にも個別に特定できます。

Branches > Number
スライダーで、複数ツリー･コンポーネントに生成されるブランチの数を指
定します。
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Branches > Arrangement
プルダウン･メニューで、枝や葉が幹に沿って各々どのように配列されるか
を指定します。主な配列カテゴリーは、perpendicular（垂直的）と lat-
eral（側面的）の２つです。この2カテゴリー内で、葉や枝は自由に交互や
ペア、非ペアでその構造が配列できます。次のイメージでは、異なった配
列の構造を示しています。

                             
自由なperpendicular（垂直的）配列                   自由な lateral（側面的）配列

                             
交互のperpendicular（垂直的）配列           　　交互の lateral（側面的）配列
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ペアの perpendicular （垂直的）配列                 ペアの lateral（側面的）配列

Branches > Distribution
スライダーで幹に沿った枝の分配を指定します。スプラインは統計的な数
式を定義し、 “Branches > Number” セクションでスプライン曲線の最大、
最小の数を指定します。最大数では密な枝の分配を作成し、最少数ではゆ
ったりとした枝の分配になります。この数式はあくまでも統計的であり、
直線のカーブはどんな高値にも関係なく常に均等な分配を産みだすことに
なります。枝の実際値は、“Branches>Number” で定義されたものにとどま
ります。

Branches > Growth Scale
グラフ･エディタで、親コンポーネントで生成されている枝の拡大縮小の要
素を指定します。枝はオリジンの太さを維持したまま拡大縮小されます。
すなわち太さは幹から出る太さに定義されており、長くまたは短くしか生
長しません。拡大縮小の要素はどの枝も個別に指定でき、次コンポーネン
トに引き継がれます。
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Branches > Geometric Scale
スライダーで親コンポーネントに生成される枝全体の拡大縮小の要素を指
定し、枝の太さにも影響を与えます。拡大縮小の要素は枝のどの部分にも
個別に指定でき、次コンポーネントにも渡されます。
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Branches > Angle
グラフ･エディタで、親コンポーネントから出る枝の角度を指定します。角
度の値は親コンポーネントのどの部分にも個別に指定できます。

Branches > Dense
グラフ･エディタで、後続するコンポーネントによって生成される枝の数を
指定します。すなわちこの機能は（例えば樹木の幹に適用する）2番めの
分岐レベルに影響を与えます。密度の値は子コンポーネントのどの部分に
も個別に指定できます。

Tropisms > Phototropism
グラフ･エディタで、選択されたコンポーネントの仮想光源への向性度を指
定します。光源は常にモデルの頭上に位置します。この値はコンポーネン
トのどの部分にも個別に指定でき、子コンポーネントにも渡されます。
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Tropisms > Gravitropism
グラフ･エディタで、選択されたコンポーネントの地面へのオリエンテーシ
ョン度を指定します。この値はコンポーネントのどの部分にも個別に指定
でき、子コンポーネントにも渡されます。

ヒント：幹の縦長の輪郭は、“Parameter Editor” の “Primitive” タブで変更で
きます。幹のさやはひとつの円柱プリミティブで作成されます。このプリ
ミティブは幹の輪郭を定義する点のリストです。この輪郭は、“Profile” 機
能を “On” にすることによって設定でき、スプライン･エディタが開きます
。このスプラインを操作することによって幹の縦長の輪郭が定義できます
。
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Leaf （リーフ）コンポーネント

リーフ･コンポーネントは葉や花びらをつくるためにあります。デフォルト
の “Area” プリミティブが付属し、“Parameter Editor” や “Hierarchy Editor” 
で “none”として表示されます。リーフ･コンポーネントは、四辺形, 上三角
形や下三角形のプリミティブを受けることができます。 

デフォルトの平面プリミティブは、葉の形の種々の変型や調整が可能です
。これらの調整では、形をスムーズにもたらす一定のポリゴン数が必要に
なります。既にデフォルトの設定でかなり複雑なジオメトリーをもたらす
ことができますが、この複雑性が不必要な場合には１つ、２つのポリゴン
のみをもたらす三角形プリミティブまたは四辺形プリミティブのどれかを
使用することが薦められます。実際の葉の形をテクスチャーのアルファ･マ
スクで定義して葉にテクスチャーマップするには、形の定義に複雑なジオ
メトリーを使う必要はありません。葉が多くついた樹木はポリゴン数を非
常に速く増加させるので、三角形や四辺形のプリミティブを使うことが望
まれます。
リーフ･コンポーネントを四辺形や三角形プリミティブで生成するのと、単
一コンポーネントで生成する違いは、そのプリミティブのオリジンの位置
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にあります。単一コンポーネントとの組み合わせでオリジンはプリミティ
ブの中央にあり、リーフ･コンポーネントとの組み合わせでオリジンはプ
リミティブのふちにあります。そのためリーフ･コンポーネントで生成さ
れる葉は、実際の葉のように枝に接続されています。

      
単一コンポーネントと       　 リーフ･コンポーネントと
上三角形プリミティブ      上三角形プリミティブ

リーフ･コンポーネントにデフォルトのプリミティブが使用されている場
合 “Parameter Editor” ウィンドウの “Leaf” タブで葉を定義する全パラメー
タが表示されています。下に説明されているパラメータは、平面プリミテ
ィブとの組み合わせにのみ適用可能です。他のプリミティブが リーフ･コ
ンポーネントに指定されると、これらのパラメータは “Parameter Editor” 
ウィンドウで表示されますが、影響は全く持ちません。
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リーフ･コンポーネントは、異種類の葉を作成する幾つかのパラメータを持
ちます。

Name
選択されたコンポーネントの名称を示します。テクスト･フィールドで名称
は変更できます。
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Segments
スライダーで、葉が成るセグメント数を指定します。高いセグメント数で
は葉が曲るときによりスムーズな曲線がでます。

Length
スライダーで葉の長さを指定します。

Curvature > Rotation X
ダブル･スライダーで、葉のセグメントが X-座標の周りを回転する範囲値
を指定します。ダブル･スライダーの左にあるプルダウン･メニューを使う
ことによって、範囲定義の中間値を計算するのに使う数式を指定すること
ができます。
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Curvature > Rotation Y
ダブル･スライダーで、葉のセグメントが Y-座標の周りを回転する範囲値
を指定します。ダブル･スライダーの左にあるプルダウン･メニューを使う
ことによって、範囲定義の中間値を計算するのに使う数式を指定すること
ができます。

Curvature > Rotation Z
ダブル･スライダーで、葉のセグメントが Z-座標の周りを回転する範囲値
を指定します。ダブル･スライダーの左にあるプルダウン･メニューを使う
ことによって、範囲定義の中間値を計算するのに使う数式を指定すること
ができます。
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Curvature > Translation Z
ダブル･スライダーで、葉のセグメントが Z-座標にそって移動する範囲値
を指定します。ダブル･スライダーの左にあるプルダウン･メニューを使う
ことによって、範囲定義の中間値を計算するのに使う数式を指定すること
ができます。

Shape
定義されている葉の湾曲方法をプルダウン･メニューで指定します。
“Range” がオンにあると、湾曲には絶対定義がなされます。すなわち、一
定の回転度が葉の全セグメントに指定されます。絶対定義では、生成され
ている最初のプリミティブから最後のプリミティブまでの範囲を指定しま
す。
“Spline” がオンになると、湾曲はスプラインに定義されます。この場合は
、 “Parameter Editor” ウィンドウには絶対定義をするダブル･スライダーの
かわりに “Edit” ボタンが表示されます。

Shape > Range
“Shape > Range” がオンになると、“Parameter Editor” ウィンドウにはダブ
ル･スライダーが装備され、葉の最初のセグメントと最後のセグメントの移
動値が指定できます。
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ダブル･スライダーの左にあるプルダウン･メニューを使うことによって、
範囲定義の中間値を計算するのに使う数式を指定することができます。

Shape > Spline
“Shape > Spline” がオンになると、“Parameter Editor” ウィンドウには 
“Edit” ボタンが備わり、スプライン編集ウィンドウが開きます。スプライ
ンを操作して葉のアウトラインが定義ができます。
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Scale X
X-座標にそって葉を拡大縮小する要素をスライダーで指定します。

Scale Y
葉が Y-座標にそって拡大縮小する要素をスライダーで指定します。その方
向に拡大縮小したものは、葉の輪郭が指定された場合にのみビジブルな結
果を作ります。これは “Parameter Editor” ウィンドウの “Primitive” タブの 
“Profile” セクションで、葉のプリミティブが平面プリミティブである場合
にのみ可能になります。

                         
輪郭が定義されたリーフ   輪郭と“Scale Y”によるリーフ
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ヒント：
スムーズで不規則な輪郭をつくりたい場合は、プリミティブのポイントリ
スト数を増加させます。これは、“Parameter Editor” ウィンドウの “Primi-
tive” の “Points” セクションでなされます。

 

Radial Deform
葉のセグメントの傾き半径を、Z-座標に関して指定するスライダーが備わ
っています。この機能で自然でよく見られるハート形の葉の形が作成でき
ます。
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Tropisms > Phototropism
グラフ･エディタで、葉の仮想光源への向性度を指定します。光源は常にモ
デルの頭上に位置します。
この値はコンポーネントのどの部分にも個別に指定でき、子コンポーネン
トにも渡されます。

Tropisms > Gravitropism
グラフ･エディタで、葉の地面に向かったオリエンテーション度を指定しま
す。
この値はコンポーネントのどの部分にも個別に指定でき、子コンポーネン
トにも渡されます。

向性の使用は、常に観察されるような自然の生長の現象を模倣するパワフ
ルな方法です。これらのエフェクトのパラメータはグローバルであり、一
枚の葉ごとに処理する必要はなく、すべて一緒にコントロールします。
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Revo（レボ）コンポーネント

レボ･コンポーネントは、回転されたボリュームを生成します。レボのデフ
ォルト･プリミティブは、円柱プリミティブです。このポイントリストは、
コンポーネントのローカル Z-座標の周囲に回転され、閉じたサーフェスを
形成します。.

“Parameter Editor” ウィンドウには、“Basic”, Primitive” や “Material” の共通
タブの他に２つのパラメータのみの “Revo” タブが備わっています。

Name
選択されたコンポーネントの名称を示します。テキスト･フィールドで名称
は変更できます。
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Shape
“Shape” セクションでは、ひとつの “Edit” ボタンが備わっており、 “Spline 
Editor” ウィンドウを開きます。スプラインを操作して、回転されたボリュ
ームのアウトラインを定義します。

スプライン編集ウィンドウは、回転されたボリュームの中間部を表示しま
す。

ヒント：
プリミティブのポイントリストの点数を増加してスムーズな形にするには
２つの可能性があります。“Parameter Editor” ウィンドウの “Primitive” タブ



88

Xfrog 3.5 Reference Manual

で “Points” セクションにあるスライダーを使用する、或いは上部で紹介さ
れたようにスプライン編集ウィンドウの下部にある “Resolution” スライダ
ーを使います。

Hydra（ヒドラ）コンポーネント

ヒドラ･コンポーネントの主な目的は、他のコンポーネントを複製すること
です。デフォルトではプリミティブが何も指定されておらず、新しくヒド
ラ･コンポーネントを作成しても、“Model View” ウィンドウでは変化が何
もありません。“Model View” ウィンドウに何かを現せるようにするには、
プリミティブ（ポイントリストのプリミティブやアトラクター･プリミティ
ブではない）のひとつを定義するか、ジオメトリーをもたらす他のコンポ
ーネントをヒドラ につなぎ合わせます。
ヒドラ･コンポーネントは、その子コンポーネント（又は指定されたプリミ
ティブ）を中心点周囲の環状構造の中に複製します。
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次のイメージでは、ヒドラ･コンポーネントが後続のホーン･コンポーネン
トを複製しています。

 

“Parameter Editor” ウィンドウの “Basic”, Primitive” や “Material” の共通タ
ブの他に “Hydra” タブがあり、複製された子コンポーネントの配置をコン
トーロールする幾つかの機能が備わっています。

Name
選択されたコンポーネントの名称を示します。テキスト･フィールドで名称
は変更できます。
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Number
スライダーで、ヒドラ･コンポーネントに生成されるインスタンス数を指定
します。範囲定義の数式を指定することができます。

Fan
ヒドラの X-座標周囲の回転度範囲の定義をスライダーで指定します。１番
目の値は生成される最初のインスタンスに影響し、2番目の値は生成され
る最後のインスタンスに影響します。範囲定義の数式を指定することがで
きます。
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Twist
ヒドラの Z-座標周囲で最初と最後に生成されたインスタンスの回転度範囲
の定義を、ダブル･スライダーで指定します。範囲定義の数式を指定するこ
とができます。

Spin
ダブル･スライダーで、ヒドラに生成されている最初と最後のインスタンス
が、ローカル縦座標の周囲を回転する度合いを指定します。
範囲定義の数式を指定することができます。
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Scale
ダブル･スライダーで、ヒドラに生成されている最初と最後のインスタンス
の拡大縮小の要素を指定します。
範囲定義の数式を指定することができます。

PhiBall（ファイ･ボール）コンポーネント

“ファイ･ボール コンポーネントの主な目的は、他のコンポーネントの複製
です。ヒドラ･コンポーネントのように、デフォルトのプリミティブは指定
されていません。
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ファイ･ボールコンポーネントは、中心点周囲の球状の構造にその子コンポ
ーネント（ もしくは指定されたプリミティブ）を複製します。
次のイメージでは、ファイ･ボール コンポーネントがひとつの立方体プリ
ミティブを複製しています。

“Parameter Editor” ウィンドウの “Basic”, Primitive” や “Material” の共通タブ
の他に “Hydra” タブがあり、複数された子コンポーネントの配置をコント
ーロールする幾つかの機能が備わっています。

Name
選択されたコンポーネントの名称を示します。テキスト･フィールドで名称
は変更できます。
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Number
スライダーで、ファイ･ボールコンポーネントに生成されるインスタンス数
を指定します。範囲定義の数式を指定することができます。

Fan
ファイ･ボールの最初と最後に生成されているインスタンスの中心点に関係
した角度を指定します。 X-座標周囲の回転度範囲の定義をスライダーで指
定します。
範囲定義の数式を指定することができます。
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Angle
ダブル･スライダーで、球上のインスタンスの配置を指定します。デフォル
トの設定では、 phi 機能による黄金分割に相当したアレンジが範囲定義さ
れています。他の機能もしくは、無機能 (id) を指定することもできます。

Translation
ダブル･スライダーで、ファイ･ボールに生成されている最初と最後のイン
スタンスが Z-座標にそって移動する値を指定します。
範囲定義の数式を指定することができます。
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Scale
生成されている最初と最後のインスタンスの拡大縮小の要素をダブル･スラ
イダーで指定します。
範囲定義の数式を指定することができます。

Influence
スライダーで、球上のインスタンスの配置修正を指定します。インスタン
スが拡大縮小されると、それらは以前の配置にとどまります。その場所で
はインスタンスが大きくなると密にパッキングされ、インスタンスが小さ
くなるとゆったりとパッキングされます。“Influence” スライダーで配置を
操作することによって、球上のインスタンスの配分位置を修正することも
可能です。
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Wreath（リース）コンポーネント

リース･コンポーネントは他のコンポーネントを複製するのが主な目的であ
り、ヒドラ･コンポーネントと同じくデフォルトのプリミティブが指定され
ていません。
リース･コンポーネントは、中心点周囲の輪構造に子コンポーネント（或い
は指定されたプリミティブ）を複製します。
次のイメージでは、リース･コンポーネントがひとつの立方体コンポーネン
トを複製しています。

“Parameter Editor” ウィンドウの “Basic”, Primitive” や “Material” の共通タ
ブの他に “Wreath” タブがあり、複製された子コンポーネントの配置をコン
トーロールする３つの機能が備わっています。
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Name
選択されたコンポーネントの名称を示します。テキスト･フィールドで名称
は変更できます。

Number
スライダーで、リース･コンポーネントに生成されるインスタンス数を指定
します。

Radius
スライダーで、インスタンスが作成されている輪の半径を指定します。
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Attractor（アトラクター）コンポーネント

アトラクター･コンポーネントは、ジオメトリーを変形するのに使います。
このような変形ではインビジブルな球が使われ、ジオメトリーの中に押さ
れて親指を弾力のある粘土に押すような変形をします。
アトラクター･コンポーネントとアトラクター･プリミティブが指定されて
いる少なくともひとつの他コンポーネントが、変形に必要な２つです。ア
トラクター･コンポーネントは変形が始まる際は階層の中で統合されており
、全ての次コンポーネントは変形による影響を受けることができます。ア
トラクター･プリミティブを持ったコンポーネントは、ジオメトリーの中に
押されたインビジブルな球を作成します。
全アトラクター･プリミティブは、アトラクター･コンポーネントの子で
あり、親コンポーネントの設定に影響されます。インビジブルな球は階
層にリンクされてアクティブにならなければいけません。これらを置き換
えたり、異なった変型を試みたりできます。ひとつの単一コンポーネント
と指定された アトラクター･プリミティブを使って球を作成する場合がよ
くありますが、ホーン･コンポーネントで複数化された幾つかのアトラク
ター･プリミティブのラインを使うこともできます。アトラクター･プリミ
ティブは、他のどのプリミティブにも使用できます。インビジブルな球は
、 “Model View” ウィンドウで “Model View > Display > Show/Hide Attrac-
tors”を選択してビジブルになることが可能です。  
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下のイメージは、階層の組み合わせにアトラクターの変型が使われて１つ
の木が変形するのを示しています。２つのツリー･コンポーネントが、 ア
トラクター･コンポーネントの子として変形されています。離れた枝の階層
にある単一コンポーネントが、ツリー･コンポーネントを変形するアトラク
ター･プリミティブを生成しています。（下図をご覧下さい。）

“Parameter Editor” ウィンドウの “Basic”, Primitive” や “Material” の共通タ
ブの他に “Attractor” タブがあり、変形結果をコントーロールする３つの機
能が備わっています。

Name
選択されたコンポーネントの名称を示します。テキスト･フィールドで名称
は変更できます。

Deform
２つのラジオボタンで、モデルの骨組みだけ変形するか、或いはモデルの
さや（三角）を変形する方法かを切り替えます。
triangle 変形がスイッチ･オンされると、モデルのさや（三角）は変形され
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ます。

skeleton 変形がスイッチ･オンされるとモデルの骨組みだけが変形され、さ
や（三角）は触られることなくとどまります。

Separator
プルダウン･メニューで密着した三角化を維持した変形か、異なったポリゴ
ンを分離する変形かをスイッチします。“Separator” がスイッチ･オフにな
ると、密着した三角化が維持されます。“Separator” がスイッチ･オンにな
ると三角は離されることができ、さやは密でなくなります。
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Hyper Patch（ハイパー･パッチ）

ハイパー･パッチコンポーネントは、ジオメトリーを変形する2番目の方法
です。立方体の３次元グリッドが頂点をコントロールしながら引っぱり、
全方向に歪曲することができます。モデルはグリッドによって歪曲されま
す。これによって、モデルのパラメータに触れず全体のモデルのグローバ
ルな変形が可能です。
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ハイパー･パッチコンポーネントはモデル階層に統合されており、前述した
部分の階層が変形されます。ハイパー･パッチコンポーネントの全次コンポ
ーネントが変形されます。

“Parameter Editor” ウィンドウの “Basic”, Primitive” や “Material” の共通タ
ブの他に “Attractor” タブがあり、変形結果をコントーロールする４つの機
能が備わっています。

Name
選択されたコンポーネントの名称を示します。テキスト･フィールドで名称
は変更できます。
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Patch
“Edit” ボタンでグリッドが調節できる編集ウィンドウが開きます。
編集ウィンドウのプルダウン･メニューで、グリッドの解像度を指定します
。解像度には、“linear” （格子立方体の全角に各々4つのコントロール頂点
を作る）、cubic （格子立方体の全ふちに各々２つのコントロール頂点を
作る：ひとつの立方体を８つのサブ立方体に分ける）、quartic （格子立方
体の全ふちに各々４つのコントロール頂点を作る）、quadratic （格子立方
体の全はしに５つのコントロール頂点を作る）の４つがあります。

   解像度 quartic にセットされたグリッド

   解像度 cubic にセットされたグリッド
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“View X”、 View Y”、 “View Z” の３つのボタンは、編集ウィンドウの表示
を３つの観点に抑制します。

     

Deform
２つのラジオボタンで、モデルの骨組みだけ変型するか、或いはモデルの
さや（三角）を変型する方法かを切り替えます。詳しい解説は、アトラク
ター･コンポーネントの “Deform” セクションをご参照ください。

Separator
密着した或いは分離した三角化のモデルにスイッチします。 詳しい解説は
、アトラクター･コンポーネントの “Separator” セクションをご参照くださ
い。
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プリミティブ

プリミティブはコンポーネントに指定され、実際のグラフィック･アウトプ
ットを作成します。Xfrog には全一般のジオメトリー･オブジェクトと、幾
つかの特定プリミティブが備わっています。これらプリミティブをコンポ
ーネントに指定するには幾つかの方法があり、 “Libraries > Primitives” ウィ
ンドウからコンポーネントの “Hierarchy Editor” ウィンドウにドラッグする
か、“Libraries > Primitives” ウィンドウのプリミティブのアイコンをダブル
クリックして “Hierarchy Editor” に選択されたコンポーネントに指定するか
、“Parameter Editor” ウィンドウのコンポーネントの“Primitive Type” タブ
からプルダウン･メニューの “Primitive Type” を選択するなどがあります。
“Hierarchy Editor” ウィンドウのコンポーネントに指定されたプリミティ
ブは、ウィンドウのトップにあるセクション “Show” でラジオボタンを 
“Primitives” にスイッチするとビジブルになります。
プリミティブをコントロールするパラメータは、“Parameter Editor” ウィン
ドウの “Primitives” に用意されています。
全てのパラメータは、回転、拡大縮小などの基本変形のパラメータを共通
に持ちます。

None（ノン）

ノン･プリミティブは事実上プリミティブがありません。これはコンポーネ
ントがジオメトリーを作ってはいけない場合に、コンポーネントとして指
定します。コンポーネントが他のコンポーネントを複製するケースによく
使われます。 
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Box（立方体）

立方体プリミティブは、 立方体を作ります。

次のようなパラメータが備わっています。:
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Name
プリミティブが指定されているコンポーネントの名称を示します。

Primitive Type
プルダウン･メニューでプリミティブを選択します。メニューには Xfrog で
利用可能な全プリミティブが含まれています。

Resolution
スライダーでプリミティブに定義される点の数を指定します。モデルの複
雑さを減少して計算時間を省くために、プリミティブのデフォルト解像度
は低くなっています。モデルの詳細が必要な場合にはこの機能で解像度は
増加できます。.

                    
 解像度の低いプリミティブ                        解像度の高いプリミティブ

ヒント：
スムーズな変形を得るには、プリミティブの高い解像度が必要です。それ
以外ではオブジェクトは、がたがたに変形します。

Transformation > Translation X
スライダーで、 X-座標にそった移動を指定します。コンポーネントに生成
されるオリジンに関係したプリミティブが移動します。

Transformation > Translation Y
スライダーで、 Y-座標にそった移動を指定します。
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Transformation > Translation Z
スライダーで、 Z-座標にそった移動を指定します。

Transformation > Rotation X
スライダーで、 X-座標の周囲の回転を指定します。コンポーネントに生成
されるオリジンに関したプリミティブが回転します。

Transformation > Rotation Y
スライダーで、 Y-座標の周囲の回転を指定します。

Transformation > Rotation Z
スライダーで、 Z-座標の周囲の回転を指定します。

Transformation > Scale X
スライダーでプリミティブを X-座標の方向に拡大縮小する要素を指定しま
す。コンポーネントに適用されている可能な拡大縮小から独立して、プリ
ミティブを拡大縮小します。

Transformation > Scale Y
スライダーでプリミティブを Y-座標の方向に拡大縮小する要素を指定しま
す。

Transformation > Scale Z
スライダーでプリミティブを Z-座標の方向に拡大縮小する要素を指定しま
す。

Lock Scale
２つのラジオボタンで全方向への均等拡大縮小をスイッチ･オン、オフしま
す。
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Sphere（球）

球を作ります。球プリミティブは、立方体と同じパラメータを持ちます。

Cone（円錐）

円錐を作ります。円錐プリミティブは、立方体と同じパラメータを持ちま
す。



111

Xfrog 3.5 Reference Manual

Cylinder（円柱）

円柱を作ります。円柱プリミティブは立方体と同じパラメータを持ちます
。

Torus（トーラス）

トーラスを作ります。
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“Box” パラメータに加えてトーラス･プリミティブのトーラスの太さが編集
できます。

Torus Minor

スライダーでトーラスの内リングの半径を指定します。

Square（四辺形）

四辺形プリミティブは四角板のサーフェスを作ります。立方体と同じパラ
メータを持ちます。
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Circle（円）

平たく丸いサーフェスを作ります。プリミティブは、立方体と同じパラメ
ータを持ちます。

Tube（チューブ）

チューブ･プリミティブはポイントリストのプリミティブのひとつであり、
一定の点だけを含んでいます。チューブ･プリミティブが複数化されると、
全インスタンスはトライアングル･メッシュの中に一緒に三角形化されます
。
点は閉じた輪の中に配置され、複製することによってボリュームを作成し
ます。これは角或いは幹のさやを作るのに利用できる例です。



114

Xfrog 3.5 Reference Manual

立方体パラメータに加えてチューブ･プリミティブは、トライアングル･メ
ッシュをコントーロールする幾つかのパラメータを持ちます。 

Points
チューブ･プリミティブは “Resolution” スライダーに類似したポイントリス
トの点数を指定するスライダーを備えています。

Deformable
２つのラジオボタンでトライアングル･メッシュを変形可能或いは不可能な
状態にきりかえます。“deformable” がオンになると、トライアングル･メッ
シュは “Attractor” もしくは “Hyper Patch” で変形できます。

Profile
２つのラジオボタンで、トライアングル･メッシュを輪郭のある変形或い
はデフォルト点の位置に保つ変形にさせます。“Profile” がセットされると
“Edit” ボタンが表示され、輪郭の編集ウィンドウが開きます。

Profile > Points
“Edit” ボタンで、輪郭の編集が開きます。編集ウィンドウで点はドラッグ
されることができ、ウィンドウの下部にある “Points” スライダー或いは、
“Parameter Editor” の “Primitives” タブの上部にある “Points” スライダーで
挿入または取り除くことができます。
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Shading
２つのラジオボタンで、トライアングル･メッシュの平たいシェーディング
と gouraud シェーディングにきりかえます。このシェーディングの定義は
メニューの “Model View > Shading” でなされたグローバルのシェーディン
グ設定から独立しています。

Separator
２つのラジオボタンで、トライアングル･メッシュを密接した三角化から非
密接の三角形化に切り替えます。“Separator” がオフになると異なったポイ
ントリストのインスタンスが部分ごとに三角形化され、コンポーネントが
変形するとトライアングル･メッシュが壊れる例があります。

Triangulation
２つのラジオボタンで、 simple と optimal の三角形化を切り替えます。
“Triangulation” が “simple”にスイッチされると、ポイントリストのインスタ
ンスの全ての点が、一番近い次のポイントリストのインスタンスの点と三
角形化されます。“Triangulation” が “optimal” にセットされると三角の交差
を防ぐ一番良い位置に、三角の１つの点が次のポイントと三角形化されま
す。

Displacement
ダブル･スライダーで、ポイントリストの最初と最後の点のオフセット値を
指定します。範囲定義の数式を指定することができ、デフォルトの数式は 
“rnd” で、特定範囲内のランダム値をダブル･スライダーによって生成しま
す。ランダムの配置は、トライアングル･メッシュに粗いサーフェスを与え
ます。
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Area（平面）

平面プリミティブは、Xfrog の２つめのポイントリストのプリミティブで
す。チューブ･プリミティブとは異なり閉じたリングの点をもたらしません
が、点の列をもたらします。これによって平面プリミティブを複製すると
ひとつのサーフェスを作り出します。
平面のパラメータは、チューブと同じです。

  

Attractor（アトラクター）

アトラクター･プリミティブはジオメトリーの変形に使われます。球は他の
コンポートの中に押されて、コンポーネントは変形します。アトラクター
･プリミティブはどのコンポーネントにも指定できます。しかし アトラク
ター･コンポーネントや アトラクター･プリミティブが指定されているコン
ポーネントでない限り、変形は可能ではありません。
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文脈の記述で説明されているように、アトラクター･コンポーネントは変形
可能な階層の一部を定義し、後続の全アトラクター･プリミティブをアクテ
ィブにします。

アトラクター･プリミティブは、立方体と共有なパラメータを持つことに加
え、幾つか変形コントロールを指定できます。

Kernel
スライダーで変形する球内の変形有効範囲を指定します。球の変形範囲は
中心からへりまでです。変形は中心部で完全な強度を持ち、ふちになるほ
どその強度は減少します。このスライダーでどの距離で減少が生じるかを
指定できます。 
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Strength
スライダーで、アトラクターとの接触でジオメトリーがどの強さに変形さ
れるか指定します。スライダーが負の値に設定されていると、変形は反対
方向に起ります。

Direction
プルダウン･メニューで変形の方向を指定します。
次のような “Point”, “X-axis”, “Y-axis”, “Z-axis” , “HotSpot” の５オプションが
用意されています。
“Direction” が “Point” にセットされると、変形する球の周りの全方向にサー
クルの変形が作り出されます。

“Direction” がひとつの座標に設定されると、この座標に制約した変形を作
ります。
。
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“Direction” が “Hot-Spot” にセットされると、球の中心点のみが変形されま
す。このホットスポットは個別に移動できます。

  

ヒント：
アトラクターを使用した変形では、変形させたいコンポーネントが充分な
ジオメトリーを備えているか確認して下さい。単一三角形がひとつしか構
成されていない場合は変形不可能です。そのため幾つかのケースには、（
ご使用のコンポーネントに依存して） “Segements” や “Points” 又は他のパ
ラメータを増加しなければなりません。
有用な変形をつくるには、よくデフォルト設定では attractor が小さすぎま
す。このケースではコンポーネントを適当なサイズに拡大縮小しなければ
なりません。
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Triangle Up（上三角）

上三角プリミティブは、ひとつの平たい三角のサーフェスをつくります。
ベーシック･パラメータを持ち（立方体として）、例外を外して三角形の解
像度を変えることは不可能です。プリミティブは少数のポリゴンが必要な
、簡単な葉を作る解決方法として利用できます。
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Triangle Down（下三角）

下三角プリミティブは殆ど上三角プリミティブと同一です。唯一の違いは
他方向にポイントしていることです。
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付録

ファンクション（数式）の説明

この章では、Xfrog の全ファンクション（数式）がどのようにグラフとその定義
範囲を備えているかを紹介します。数式は範囲定義（“Parameter Editor Window/
Controls/Double Sliders”をご参照下さい。）として指定されることができ、スラ
イダーの位置で定義された最初と最後の値の中間値計算が変化します。与えら
れた文脈の数式を使って結果を予期するには一定の数学知識が必要となりますが
、数式によって数学的に完全な形を作ることができます。１つの簡単な例として 
cos の数式があり、デフォルトのホーン･コンポーネントの “Shape” 定義に指定さ
れます。この数式によって、ホーンのスムーズな曲線を持った角の円錐が作られ
ます。
幾つかの数式は一定範囲値以内のみに定義されており、このような定義範囲では
有用な結果をもたらしません。次のグラフからどの異なった数式の方法で指定さ
れたスライダーの値がリマップされるか、どの範囲値で定義されているかが参考
になります。挿入値は数式に伝える値の範囲を特定し、結果値は数式で返される
値の範囲を特定します。

数式: y = sin x
記述: 正弦
挿入値: -∞ から ∞
結果値: - 1 から 1

数式: custom
独自の式を作ることができます。

数式: id
記述: 同値
変更しない値を残す。 (y = x)

- π 1
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数式: y = cos x
記述: 余弦
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: - 1 から 1

数式: y = tan x
記述: 正接
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: - ∞ から ∞

-10 10

数式: y = asin x
記述: 逆正弦
挿入値: - 1 から 1
結果値: - π から π

-1 π

数式: y = acos x
記述: 逆余弦
挿入値: - 1 から 1
結果値: - π から π

-1 π

- π 1
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数式: y = atan x
記述: 逆正接
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: - π/2 から π/2

数式: y = sinh x
記述: 双曲線正弦
挿入値: - 1 から 1
結果値: - π から π

-10 10

数式: y = cosh x
記述: 双曲線余弦
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: 0 から∞

-10 10

数式: y = tanh x
記述: 双曲線正接
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: - 1 から 1

-2 2

- 2 2
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数式: y = exp x
記述: 指数 
  基本数式 e=2.7182818

挿入値: - ∞ から ∞
結果値: 0 から ∞

数式: y = log x
記述: 対数 
  基本 e=2.7182818

挿入値: 0 から ∞
結果値: - ∞ から ∞

-10 10

数式: y = sqr x
記述: 平方 x (x2)
挿入値: - 1 から 1
結果値: 0 から π

-1 1

数式: y = sqrt x
記述: x の平方根
挿入値: 0 から ∞
結果値: 0 から ∞

-1 1

- 10 10
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数式: y = ceil x
記述: 切り上げ
  x に等しく或いは以上

挿入値: - ∞ から ∞
結果値: - ∞ から ∞

数式: y = floor x
記述: 切り捨て
  x に等しく或いは以下

挿入値: - ∞ から ∞
結果値: - ∞ から ∞

-10 10

数式: y = rnd x
記述: [-x..x]間の乱数

挿入値: - ∞ から ∞
結果値: 0 から ∞

-1
1

数式: y = rndabs x
記述: x*絶対値(乱数(1))
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: 0 から ∞

-1 1

- 10 10
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数式: y = abs x
記述: 絶対値(x)
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: 0 から ∞

数式: y = phi x
記述: x*1.618034
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: - ∞ から ∞

-1 1

数式: y = smooth x
記述: smooth clamp in 0..1
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: 0 から ∞

-2 2

数式: y = clamp x
記述: clamp in 0..1
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: 0 から ∞

-2 2

- 1 1
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数式: y = pi x
記述: x*3.1415927
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: - ∞ から ∞

数式: y = rad x
記述: x*3.1415927/180
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: - ∞ から ∞

数式: y = ftime x
記述: キーフレーム･シークエンスの時間 ( 0 と 1 の間)
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: 0 から 1

数式: y = frame x
記述: キーフレーム･シークエンスの現フレーム数
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: 0 から ∞

数式: y = iter x
記述: 最後の反復コンポーネントで生成された数
挿入値: - ∞ から ∞
結果値: - ∞ から ∞


