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ARワークフロー

EVO 1934

キャプチャ 1952

VR

バーチャルリアリティナビゲーターを開く 1955

HTC Viveを使用した仮想カメラトラッキング 1956

イベントのスケジュール設定 1958
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disguiseとは？

disguiseソフトウェアはリアルタイム3Dシミュレーター＆メディアサーバーです。従来の照明器具、LEDスクリーン、プロ

ジェクションサーフェスを1つの使いやすいパッケージに統合しました。

制作前

disguiseは、リアルタイムの3Dステージビジュアライザー、メディア再生、タイムラインを統合しています。ステージをモデ

ル化し、あらゆる角度から即座に観ることができ、ビデオやスチールコンテンツをタイムラインにドロップして、時間のかか

る再レンダリングなしにステージ上で再生できます。そのため、プロジェクトの初期段階では非常に有効なコミュニケー

ションツールとなります。提案されたデザインのリアルタイムシミュレーションを見せることは、従来のレンダリングやフライス

ルーに比べて、より早く、より安く、より効果的です。制作前の段階において、デザイナー、クライアント、アーティスト

は、実際にステージを作る必要なく、コンテンツを素早く視覚化し、アーティスティック面の決定を下すことができます。
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ステージビジュアライザーは、制作前の段階で必要不可欠な3Dビジュアライゼーションおよびシミュレーションツールとして使用されています。

リハーサルおよびライブ製作

しかし、disguiseは単なるビジュアライゼーションに留まらず、ショーを提供するための従来のツール(ライティングデス

ク、オーディオ、オートメーションシステム)と統合するようにデザインされています。disguiseのソフトウェアには、従来の

メディアサーバーに搭載されているビデオ再生機能に加えて、タイムラインベースの高度な番組制御機構が搭載され

ています。ステージ・ビジュアライザーと組み合わせることで、disguiseは、実際にステージが作られるよりもずっと前に、

デザイナーがショー全体を編集し、シーケンスを組んで、クライアントに提示しサインオフを得ることができます。

実際のステージがセットアップされると、disguise(完全にシーケンス化されたショーを含む)を本番のリハーサルに持ち

込んでプラグインし、プレイできます。ステージビジュアライザーによって実際のステージの非常にリアルなシミュレーション

が可能になり、多少の調整を除けば、ショーはステージビジュアライザー上と同じように実際のスクリーンに映し出され

ることが保証されています(そのためのツールも用意されています)。

「ザ・ウィークエンド・ツアー２017」の本番リハーサルで使用されているdisguise。

この付加価値はシンプルで、時間、つまり費用を節約できます。disguiseによって重要な作業を前倒しして行えるた

め、本番のリハーサルに入って費用を使い始める前に正しい判断を下すための時間を割くことができます。disguiseが
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制作チームの中心となって全員がすべてを確認できるようにすることで、ミスを早期に発見し、美的盲点を見つけて

回避し、ステージの可能性を最大限に引き出すコンテンツを制作しています。

disguiseは、「ザ・ウィークエンド」ショーを時間通りに予算内でステージに届ける上で不可欠なツールとして用いられます
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主な要素

disguiseソフトウェアは、タイムラインレベル、ステージレベル、フィードレベルの3つの主要要素で構成されています。

Disguiseでは、この3つのレベルを分離し、その間のマッピングをリアルタイムで行うことことを重視しています。どのレベ

ルの変更も他のレベルとは独立して行うことができ、スクリーンのレイアウトや出力フォーマットを変更しても、コンテンツ

を変更する必要はありません。

タイムラインレベル

タイムラインレベルは、複数のコンテンツレイヤーを含むタイムラインで構成されています。タイムライン上ではビデオや生

成コンテンツの複数のレイヤーを作成し、配置できます。キーフレームを追加することで、再生速度、明るさ、色など

のプロパティをコントロールできます。ブレンドモードを使って複数のレイヤーを1つのキャンバスに合成できます。市販の

ビデオ編集ソフトに慣れ親しんだユーザーには馴染み深い環境です。

タイムラインのコンセプト

タイムラインレベルのシーケンス映像と生成コンテンツ
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ステージレベル

ステージレベルは、ステージをシミュレートします。様々な形状のスクリーンをいくつでも作成できます。各スクリーンは、

3Dシーン内の任意の位置、方向、スケールに配置でき、任意の解像度 (一方向で最大8k)に設定できます。さらに

各スクリーンには、解像度を調整できる独自のターゲットキャンバスが用意されています。何でもスクリーンにすることが

でき、3Dビル全体も可能です。プロジェクター、LEDスクリーン、DMX照明器具を念頭に置いてコンテンツをデザインで

きます。

ステージは、disguiseが接続される実際のステージを、1ピクセルごとに正確にシミュレートして作成できます。タイムラ

インのレイヤーで生成されたコンテンツは、スクリーンのターゲットキャンバスにマッピングされ、あらゆる視点からコンテン

ツを3Dでビジュアル化できます。

ステージレベルの概念図
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スーパーボウルのセットをビジュアライズし、シミュレーションするステージレベルで

フィードレベル

最も低いレベルである「フィードレベル」は、d3をステージ上のLEDスクリーン、プロジェクター、プラズマディスプレイ、

DMXライトなどの実世界に接続する際に用いられます。これにより、受信側のLEDプロセッサー、プロジェクター、照明

システムの要求に応じて2D出力スクリーンのコンテンツをフォーマットできます。

フィードレベルの概念図
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スーパーボール用のプロジェクターシステムに、スクリーンの内容をフィードレベルでフォーマットします。

リアルタイムマッピング

Disguiseでは、タイムラインレベル、ステージレベル、フィードレベルを分離し、それらの間のマッピングをリアルタイムで行

うことを重視しています。どのレベルの変更も他のレベルとは独立して行うことができ、スクリーンのレイアウトや出力

フォーマットを変更しても、コンテンツを変更する必要はありません。
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レベル間の概念図のリアルタイムマッピング。
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Designer概要

Designerはdisguiseプロダクションスイートのソフトウェアのみのバージョンで、設計者、プロジェクトマネージャーおよび

技術者のために構築されています。

Designerによって自身のノートパソコンあるいはデスクトップ・コンピュータでショーを設計、構成、表示でき、本番では

ラックマウント式のシステムに移転できます。さらに制作リハーサルでは、Designerを使用してノートパソコンからショー

をマルチ編集できます。Designerプロダクトに関するより多くの情報は、disguiseウェブサイトのDesignerページをご

確認ください。

注意 : Designerでは、MultiEdit機能を使用してラックマウント機器上でショーをリモート編集できますが、

マスターとしてショーを実行することはできません。

http://www.disguise.one/en/
https://www.disguise.one/en/products/designer/
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動作環境

警告 : リリースr15以降、32ビットのオペレーティングシステムはサポートされません。

オペレーティングシステム Windows 7 SP1 + Platform Update, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 - 64-bit.

GPU 2GB Video RAM , DX11 compatible (現在単一のグラフィックスカードのみサポートされます)

CPU Intel i7第3世代

メモリ 4GB RAM

オーディオ すべて可能

ストレージ 50+GB

Designerの実行に推奨される

オペレーティング・システム
Windows 7 SP1 + Platform Update, Windows 8,

Windows 8.1, Windows 10 - 64-bit.

GPU 1GBビデオRAM、DX11互換性

CPU Intel i5第2世代

Designer実行に要求される最小
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メモリ 2GB RAM

オーディオ すべて可能

ストレージ 8GB

オペレーティングシステム

disguiseソフトウェアの最新バージョンを実行するには、Windows 7 SP1 + Platform Update, 8, 8.1または 10, 64-bit

をインストールしており、ドングルベース、あるいはr18に導入されたソフトウェアベースのdesignerのライセンスが必要で

す。

すでにインストールされている場合、または実行に問題がある場合、またシステムのオペレーティングシステムが

Windows 7 64-bitより古い場合、あるいは、ライセンスをお持ちでない場合は、サポート・チームにご連絡ください。

注意 : Windows 8.1上のNVIDIAグラフィックスカードの問題は、最新のNVIDIAドライバR331.82に更新す

ることにより解決できます。古いドライバでは、disguiseをフルスクリーン、あるいは複数のディスプレイで実

行できません(ドライバ/DirectX変更によりASSISTANCEモードのみサポートされます)。

Designerを最新バージョンにアップグレードする方法については、ソフトウェアを更新するのサブチャプタをご確認くださ

い。

仮想マシン - Parallels
Parallelsのような仮想マシンは、disguiseがDirectX11を要求するため、disguiseソフトウェアを実行できません。Mac

プラットフォームで作業を行う場合は、Bootcampのご利用をお勧めします。

System-Requirements.html/Designer-overview.html
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
System-Requirements.html/Download-and-Install.html
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disguiseのダウンロードとインストール

ダウンロード・インストーラーの起動

注意 : ソフトウェアを更新する前に、.d3ファイル(プロジェクトフォルダ全体ではない)の手動バックアップ・コ

ピーを作成します。これは特定のプロジェクト内のフォルダーに位置しています。新しいリリースの実行に問

題が発生した場合は、このバックアップ.d3ファイルに復元することができます。

1. USBライセンススティック(該当する場合 )がPCに接続されていないことを確認します。

2. PCがインターネットに接続されていることを確認します。

3. 最新の実行可能なdisguiseリリースをこちらからダウンロードします。このリリースはDesignerのユーザー向け

で、専用ハードウェアでのみ使用できます。

を選択します。体験版のご依頼は、こちらからフォームに必要情報をご入力ください。

disguiseソフトウェアのインストール

ステップ1:インストール場所

最初のスクリーンで、プログラムファイルにインストールディレクトリを選ぶプロンプトが表示されます。

1. ダウンロードされた実行ファイルを開きます。

2. ブラウズを選択して、インストールディレクトリーを変更します。

https://download.disguise.one/
https://www.disguise.one/en/get/get-the-trial/
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3. OKを選択して、d3インストーラー・ウィンドウに戻ります。

4. インストールディレクトリを確認してから、次へを選択します。既存のdisguiseソフトウェアインストールをアッ

プグレードする場合、インストーラーは現在のインストールディレクトリを検知してこのディレクトリを使用しま

す。

d3プログラム・ファイルのインストールディレクトリを選ぶ

ステップ2:エンドユーザライセンス許諾契約( EULA )
EULAと関連するすべてライセンス条項を読み同意するようプロンプトが表示されます。

1. EULAと関連するすべてライセンス条項を読みます。

2. 同意するを選択して続行します。
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disguiseプロダクションスイートのエンドユーザライセンス許諾契約

ステップ3:コンポーネント選択

次に、インストールしたいコンポーネントを選択するプロンプトが表示されます。

1. コンポーネントをクリックで選択します。

2. 選択されたコンポーネントを確認してから、次へを選択します。
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インストールするコンポーネントの選択

注意 :サポートコンポーネント (例：QuickTimeあるいはCodeMeterドライバ)を既にインストールしているこ

とをインストーラーが検知した場合、インストーラーは、不必要な再インストールを回避するためにそのコ

ンポーネントの選択を解除する場合があります。

ステップ4:プロジェクト・ディレクトリ選択

初回インストール: disguiseソフトウェアを初回インストールする場合、プロジェクトのディレクトリーを選ぶプロンプトが

表示されます。デフォルトで、これはドキュメント・フォルダーにありますが、別の高速ストレージ・ドライバ(例：SSDドラ

イブ)を選択することもできます。

旧バージョンからのアップグレード : disguiseシステムの非常に古いバージョン(R9あるいはR10ベータ)からアップグレー

ドする場合、自動的に現在のプロジェクトフォルダーが検知・使用され、プロジェクトフォルダーディレクトリーを変更

するスクリーンは表示されません。R9ユーザーは、blipdatad3にデータを置くことが一般的です。R10以降から、

ジャンクションを使用せずプロジェクトフォルダーの位置を自由に選ぶことができます。
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ステップ5:インストール

ファイルが適切な位置にインストールされます。

インストールが完了してから、閉じるを左クリックします。

disguiseソフトウェアインストール解除

1. Windowsスタート・メニュー(スクリーンの左下 )を開きます。

2. コントロール・パネル、プログラムと機能を開きます。

3. d3をダブルクリックします。

4. スクリーンの指示に従います。

注意 : インストール/アンインストール中に予期しない問題が発生した場合、自動生成されたコンソー

ル・ファイルをサポートチームに送信してください。この手順は診断の章を参照してください。

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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さらに便利なサポートライブラリーをインストールできます。ご自身のPCにインストールされたその他ソフトウェアによっ

て使用されない場合は手動でインストール解除できます。以下が含まれます:

CodeMeterドライバを選択

QuickTime Playerを選択

Javaランタイム環境を選択
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ライセンシング

概要

Designerライセンスには、物理ドングルおよびソフトウェアのみの2種類があります。

物理ドングルはUSBベースで、Designerのほか、Notchをはじめとする他のライセンスもホストできます。

ソフトウェアべ―スのオプションは使用する機器にインストールしますが、現在機器間で移動させることができません。ソ

フトウェアベースのオプションは、頻繁に機器を切り替えず、ポータビリティを必要としない場合に理想的です。

警告 :現在ソフトウェアベースのライセンスでNotchブロックをあらかじめ視覚化することはできませ

ん。これはNotchライセンスの制約によります。

ドングル ソフトウェアベー
ス

ポータビリティ はい いいえ

ノッチの事前視覚化 はい いいえ

ライセンスの即時アクティベート いいえ はい

ライセンスのタイムブロック はい いいえ

ドングルなしでdisguiseソフトウェア実行 いいえ はい

ドングルベースのライセンス

ライセンス取得
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1. ドングルベースのライセンスは、2つの部分から構成されます。

a. 一つ目は、disguiseから購入できる物理的なCodemeterドングルです。ユーザーは別の

Codemeterドングルを使用することもできます。例えば、NotchドングルもまたDesignerライセンス

をホストすることができます。

b. 2つ目はライセンス自体で、disguiseウェブストアからの購入後リンクの形でメール送信されます。

2. 2つの項目を取得してから、ライセンスをアクティベートできます。

ライセンスのアクティベート

1. disguiseソフトウェアの最新バージョンをダウンロードし、マシンにインストールされていることを確認します。

2. USBドングルが差し込まれていることを確認します。

3. Google Chromeで web depotに進みます。

4. disguiseウェブストアからの確認電子メールに記載されたチケット IDを入力します。チケット IDフォーマットは

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXです。

5. 取得をクリックします。

6. 次のページでライセンスをアクティベートをクリックします。

DesignerライセンスはUSBドングル上に保存され、disguiseソフトウェアの初回起動からの使用時間を数え始めま

す。

disguiseソフトウェアを起動

ライセンスのインストール後、起動またはロードするプロジェクトを作成に進むことができますdisguiseソフトウェア。

ライセンス情報の確認

ライセンス情報は、｢マネージャー

http://www.disguise.one/getlicense
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ヘルプ> d3ライセンス｣から確認できます。

ソフトウェアのみベースのライセンス

ライセンス取得

1. ソフトウェアベースのライセンス(ドングルなし)は物理的なUSBドングルは必要なく、ウェブ注文の完了後すぐ

にPC上でアクティベートできます。

2. アクティベートコードを取得することで、ライセンスをアクティベートできます。

ライセンスのアクティベート

1. disguiseソフトウェアの最新バージョンをダウンロードし、マシンにインストールされていることを確認します。

2. Google Chromeで web depotに進みます。

3. disguiseウェブストアからの確認電子メールに記載されたチケット IDを入力します。チケット IDフォーマットは

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXです。

4. 取得をクリックします。

5. 次のページでライセンスをアクティベートをクリックします。

Designerライセンスはご自身の機器にインストールされ、使用時間を数え始めます。

disguiseソフトウェアを起動

ライセンスのインストール後、起動またはロードするプロジェクトを作成に進むことができますdisguiseソフトウェア。

http://www.disguise.one/getlicense
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ライセンス情報の確認

ライセンス情報は、｢マネージャー

ヘルプ> d3ライセンス｣から確認できます。
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バージョンの確認

実行中のソフトウェアのバージョンは、幾つかの方法で確認できます。

注意 :一度に1つのバージョンのdisguiseソフトウェアしかインストールされていない可能性があります。

オプション 1
システムにインストールされている最新のリリースを確認するには、マネージャー>ヘルプ >マネージャーについて、に

アクセスしてください。



50

マネージャーダイアログについて

オプション 2
さらにマネージャのメニューバーにマウスを乗せると、現在のバージョン番号を表示するツールチップ・ボックスが表示さ

れます。
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メニューバーにマウスを乗せるとバージョン番号のツールチップ・ボックスが起動します

オプション 3
または、disguiseソフトウェアを起動すると、プロジェクトを読み込みながら、起動画面が表示されます。これは、画

面右下のロゴと、バージョン識別子で構成されています。メジャーリリース(リリース13、14、15など)と、ビルドリビジョ

ン(リビジョン35000、36000など)の2つの数字から構成されています。

現在のリリースとビルドリビジョン番号がプロジェクトのロード中に表示されます。
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オプション 4
また、どのリリースとビルドリビジョンを実行しているかを「プログラム設定」メニューで確認することができます。

プログラム設定メニューを開くには:

1. ダッシュボード(画面上部のバー)から d3を右クリックします。

2. d3についてを左クリックします。

現在のリリースおよびビルドリビジョン番号が、d3プログラム設定メニューに表示されます。
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Macbook Pro Retinaディスプレイの問題

アップル社は2012年、NVidia 650Mを搭載する高解像度ディスプレイを備えた一連のMacbook Proをリリースしまし

た。Appleはこれらの機器にBootcampドライバセットを搭載し(MBPでWindowsをサポートために使用される)、それ

以来最新版をリリースしています。Macbook ProのBootcampドライバは、プログラム起動時にさまざまなスクリーン

解像度を提供します。これは、Designerの起動時にエラーを引き起こす場合があります。

解決方法

1. http://www.nvidia.co.uk/page/drivers.htmlから650Mの最新のNVidiaドライバをインストールします。

2. Aeroテーマを無効化します。

a. Windowsデスクトップを右クリックします。

b. 個人設定をクリックします。

c. 「Windows 7ベーシック」テーマを選びます。

3. Aero Peekプレビュー(Windows 7)を無効化します。

a. Windowsタスクバーを右クリックして、プロパティを選択します。

b. チェックボックスでデスクトップのAero Peek プレビューを無効化します。

以上によってRetina Macbook Proに関わる問題の多くが解決できます。まだ問題が解決しない場合には、サポート・

チームに連絡してください。

http://www.nvidia.co.uk/page/drivers.html
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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ビデオキャプチャ

Designerソフトウェアは、ウェブカメラやその他のデバイスのようなあらゆるDirectShowデバイスからのビデオをキャプ

チャできます。

ライブ動画入力をセットアップする方法は、disguiseでライブ動画入力をセットアップする方法をご確認ください。

http://en.wikipedia.org/wiki/DirectShow
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Viruses and malware
Viruses and other malware are potential problems that should be considered when using any software.

Recommended virus scanner
One option you can use to scan your machine for viruses and malware without reducing performance is

ClamWin.ClamWin is an open source virus scanner that does not have any active background scanning and

can be run from a USB pen drive or other.You can also download ClamWin Portable, which is a very handy

portable app.

http://www.clamwin.com/
http://portableapps.com/apps/security/clamwin_portable
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d3Manager概要

d3Managerは、通常のWindowsデスクトップアプリケーションとして動作します。

マネージャーでは、以下のことを行うことができます:

自身のマシンにインストールされているプロジェクトを確認する。

ネットワーク上で実行されているマルチマシンセッションを確認する。

ネットワーク上のどのマシンがdisguiseソフトウェアを実行しているか、どのバージョンを実行しているかを確認す

る

ネットワーク上のラックマウントマシンへD3をリモートインストールする

ローカルのプロジェクトフォルダに素早くナビゲートする。

任意のローカルプロジェクトを実行する。

プロジェクトのフォルダサイズを表示する

アシスタンスモードでローカルプロジェクトを実行する( Skypeなどのリモート診断セッション用)。

実行中のセッションにエディターとして参加する。

診断用アーカイブ(プロジェクト、非メディアファイル、コンソール、テレメトリを含む)を作成し、サポートチームに

送信する。

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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新規プロジェクトを作成

ウインドウズでdisguiseマネージャーを使って、disguiseの外か、ソフトウェア自体の中に新しいプロジェクトを作ること

ができます。

d3Managerに新規プロジェクトの作成します

1. d3Managerを実行します。

2. ファイルをクリックし、次に新規プロジェクトをクリックします。

またはキーボードショートカットのCTRL Nを使うこともできます。

3. プロジェクト名を入力し、作成をクリックします。

disguiseソフトウェア内に新規プロジェクトを作成します

1. disguiseソフトウェアを実行します。

2. ダッシュボード(画面上部のバー)からd3を右クリックし、プロジェクト設定 ...を左クリックします。

3. 新規プロジェクトのテキストフィールドに新規プロジェクト名を入力し、Enterを押します。

4. ソフトウェアを終了し、新しい.d3ファイルを実行します。

Creating-a-new-project.html/Manager-Overview.html
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Template project
You can define a template project that all new projects are created from.

A template project can be any project that you have already created in Manager.Whenever you define a

template project, next time you create a new project, the template project will be copied.Once you have created

the new project, the template is not referenced in any way, and changes in either project will need to be updated

manually.

Define project template

1. Right click a project folder in manager

2. Choose the Set as template for new projects option
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The project will now have a template indicator in Manager.

Remove template

1. Right click the template project folder in Manager.

2. Left click the Clear project template option.
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Manager will no longer use this project as the template for new projects.
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Starting an existing project

To start an existing project:

1. Select the project name in the projects list.

2. Click the arrow next to the project name to view all the project files inside the projects folder.

3. Double-click a project file to launch the project.

4. Alternatively, select the project and click the disguiseicon at the bottom of d3Manager.d3Manager will

now launch the selected project file.
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Re-launching the last active project
This allows you to re-launch the last active project that was opened.

To open the last active project:

1. Open the d3Manager.

2. Click the disguise Icon at the bottom.

Notice that as soon as you select any project in the list the last active project can no longer be

opened using the disguise Icon.
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Opening a project from file list
This opens the project from the file list.If nested expand the project folder by clicking on it or pressing the

spacebar.

To open the project from the file list:

1. Double click on the project

Or alternatively

2. Right-click the project in the file list.

3. Select Run project from the drop down selection.
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Opening a project in assistance mode
This opens the project in assistance mode for remote access support, for example if you want to share you

GUI screen over Skype or any other remote access service.

To open the project in assistance mode:

1. In the projects list, first select the project you would like to open.

2. Select Help from the menu bar.

3. Select Open project in assistance mode from the drop down selection.
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Opening the disguise Projects folder

To open the Projects folder:

1. Select File from the menu bar.

2. Select Open projects folder from the drop down selection.
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d3Manager - Networked Machines
By clicking on the network tab of the d3Manager, you can view machines on the same network that have

d3Manager installed.

d3Manager network view
You can view: The machines name, the version of software it currently has installed, the type of hardware the

machine is, and the status.

Install disguiseソフトウェアRemotely
It is possible to install the current build you have installed on your machine onto another machine on the network

through the d3Manager.This can be useful for updating software on slave machines from a Director or editor.

d3Manager network view
You can view: The machines name, the version of software it currently has installed, the type of hardware the

machine is, and the status.

1. Select the machine you wish to install disguiseソフトウェアon.

2. Select the install remotely button

d3Manager Accessing project folders on networked
machines
To access the projects folder on a networked machine via the d3Net manager, follow these steps:

1. Navigate to the network tab in the d3Net manager

2. Select the desired active machine

3. Double click on the machine name to open the projects folder
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Joining a session from file list
Join session allows users with disguiseデザイナー to access projects over the network for multi-user editing.

To join a session from the file list

1. Ensure that the session icon is visible in the session column.If not you may have a networking issue

or you haven't set up your Director/Actor network correctly.

2. Double-click the project in the file list.

3. Select Join session from the popup selection.
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Viewing machines in a session
It's possible to view which machines are in a session, without joining it.

Hover your mouse over the .d3 file in Manager to see the machine names currently in that session.
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Hovering over the file shows the name of machines in that session.
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Joining a session in assistance mode from the Help
menu
This allows the user to join a network session as an editor and allow remote support for the user if a

problem occurs.

To join session in assistance mode from file list:

1. Ensure that the session icon is visible in the session column.If not you may have a networking issue or

you haven't set up your Director-Actor network correctly.

2. Select the project name in the project list.

3. Under the Help menu select the Select Join session in assistance mode from the drop down

selection.
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Adding and removing project folders
This allows you to add or remove multiple project folder locations, enabling you to have multiple project

locations simultaneously.

Adding a project folder:

1. Click the settings icon +

2. Click + Add disguise Projects folder in the drop down selection and select a new folder.

Removing a project folder:

Click - Remove disguise Projects folder.Notice that this will not delete the actual content of the folder, it

just gets removed from the d3Manager.
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Expanding and collapsing projects folders
This allows you to expand and collapse your project folder which enables you to see multiple project files

within your project

To open the projects folder:

1. Select Edit from the menu bar.

2. Select Expand / Collapse from the drop down selection.
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ヘルプメニューの概要

マネージャーのヘルプメニューには様々な機能があります。このメニューでは、インストールに関する現在の情報や、ラ

イセンス情報 ( Designerドングルの残り日数 )を確認できます。
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プロジェクト履歴ファイル

d3を実行するたびに、.d3プロジェクトファイル(例えば、myProject.d3 )は、プロジェクトフォルダ内の履歴というフォルダ

に自動的にコピーされます。

プロジェクトのバックアップファイルの場所は、現在の.d3プロジェクトファイルが破損したり、読み込みに失敗した

場合に使用されます。

バックアップコピーのファイル名には、日付と時間のスタンプが押されます。履歴フォルダ内のファイルには、直近1時間

以内に作成されたものが10個、直近1日以内が24個、直近1週間以内が7個、直近1ヶ月以内が4個、そして直近

1年以内が12個と常に管理されています。万が一、何らかの理由でプロジェクトファイルを紛失したり、破損したりして
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も、5分前と同じようにプロジェクトにアクセスできます。(または自動保存の持続時間 ;次の「自動保存の設定」の項を

参照してください)。

バックアップした.d3プロジェクトファイルを復元する

バックアップ版のプロジェクトを復元するには:

1. 履歴フォルダにある.d3プロジェクトファイルをプロジェクトフォルダにコピーします。

2. 日付のサフィックスを削除して、ダブルクリックで実行します。

注意 : コピーした .d3ファイルの名前を変更せず、日付の拡張子を削除した場合、自動バックアップされ

た .d3 ファイルは、2つの日付の拡張子を、各々の後に作成します。

注意 :すべてのタイムスタンプはUTCで、マシンの現在のタイムゾーンではありません。

オブジェクトを永久に削除した後に復元する

ゴミ箱から空にされたオブジェクトは、現在の .d3プロジェクトファイルから永久に削除されます。オブジェクトを取得する

には、履歴フォルダーにある、以前の .d3プロジェクトファイルを復元します。さらに、以前のバージョンにオブジェクトを

ロールバックすることも可能です。

警告 :自動保存では、メディアファイル(音声ファイル、静止画ファイル、メッシュファイル、動画ファ

イル)はバックアップコピーされません。特定のプロジェクトフォルダ全体のバックアップコピーを定期

的に作成し、外付けハードドライブまたはネットワークストアに保存してください。
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Autosave
By default, the software saves the complete project every 5 minutes, as long as video is not playing (this is

because saving takes time, which interrupts video playback).Autosave also generates a snapshot of the

current project in the history folder contained within the project folder.

Changing the frequency of autosave

1. Right-click the State tab to open up the Program settings menu.Select Project Settings

2. Edit the autosave frequency (min) property to the number of minutes between saves.

Autosave Frequency (Minutes) property of the Program Settings menu is used to edit the number of

minutes between saves.

Manual save

To force the software to save all objects, hit Alt+w.Only objects that have changed will be saved.
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警告 : automated saves do not make backup copies of media files (audio files, still images,

mesh files and video files).You should make regular backup copies of the entire specific

Project folder(s) and store them on an external hard drive or network store.For more

information on where your specific Project folder is located please see the sub-

chapter Projects location/structure.
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Checkpointing projects
Once you have finalised your show, you can lock it to the version of the software that you built it with, by

creating a so called checkpoint.

Checkpoints are useful if you want to lock your project to a specific software version for portfolio purposes, to

have a known-working state you can go back to, e.g. for demos.We recommend to create checkpoints only after

a project has been finished.

Checkpoints are intended for archiving / demonstration purposes, not for running shows.

注意 : Checkpoints are not intended for - running shows - they are intended for archiving /

demonstration purposes and saving project file backups; d3 automatically saves your project

file regularly and on exit.

警告 : At present, Director/Actor operation is not guaranteed to work for projects with active

checkpoints.Disable the checkpoint if you encounter issues starting a Director/Actor

session.

警告 : generated checkpoints do not make backup copies of media files (audio files, still

images, mesh files and video files).You should make regular backup copies of the entire

specific Project folder(s) and store them on an external hard drive or network store.

What a checkpoint does
A checkpoint means that:

A backup of the .d3 file is stored in the checkpoints folder.

A backup of the entire software install is stored in the checkpoints folder.

The project is "locked" to the version of software that you built it in. Instead of the installed version (e.g.

r14), the one from the checkpoint (e.g. r12) is executed.
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Therefore you can freely upgrade to the newest version of the software, knowing that the show will

continue to run exactly the same way as the day you built it.

You can still upgrade the show later on (See "How to disable a checkpoint" below).

How to create a checkpoint

1. Right-click d3 from the dashboard (bar at the top of the screen).Next select Project Settings.

2. Type the name of the new checkpoint into the new checkpoint text field and hit Enter.

New Checkpoint property is used to create a checkpoint that allows you to open the project file in a

later version of d3

3. Wait until a label saying d3 checkpoint complete pops up.This should not take more than a few

seconds but may be longer depending on the size and number of resources of the project.

This will create a new folder called checkpoint in the specific Project folder.For information on where

the specific Project folder is located please see the sub-chapter Projects location/structure.Assuming

that you do not rename this folder the project will now run from this local folder, rather than the main d3
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installer.

Checkpoint folder created in the specific Projects folder when a checkpoint is saved, the project will now

run from this folder.

Opening a checkpointed project created in an old release

1. All checkpointed projects created in an earlier release than r11 need to be copied

to c:/blip/data/d3

2. Open the project from thed3 Manager but make sure to add a projects folder that links

to c:/blip/data/d3

How to disable a Checkpoint

1. Make a copy of the .d3 file.

2. Rename the checkpointfolder, for example _checkpoint_old_ .

The d3 project will now run from the main d3 installer on your system.

注意 : When you upgrade a .d3 project file, it may become incompatible with older versions of d3

(such as the checkpointed version).If you want to go back to the checkpoint (by restoring the

"checkpoint" folder) you may also need to restore a backup copy of your .d3 project file from your

history folder.
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Project snapshots
Project Snapshots allows users the ability to save the state of a project at a time as a Snapshot.Users can

then recall these snapshots to compare different points in time within a project.

Overview
Project snapshots are an advanced saving function of disguiseソフトウェア.They are intended to allow users to

restore a known state of the project in a single action (a snapshot).The use case for this feature was for

recording "shots" on a film set, but they can be used for many other functions.

Workflow
Snapshots are created in a similar way to saving the project
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1. Press CTRL S to save a snapshot, or use the Snapshot manager

2. Name the snapshot if needed (this is recommended)

3. Restore the snapshot later to restore the entire project state and revert once you wish to go back to the

current state

Example

Creating New Snapshots

Using Shortcut

Snapshots saved with a shortcut are applied with a default name, to save with default names open the

snapshot manager.

To save a Snapshot press [CTRL+S] (Saving a snapshot will save the projects current state and all

resources)

Using Snapshot Manager

Saving a Snapshot with the snapshot manager allows users to give snapshots custom names

To save a snapshot first open the snapshot manager [CTRL +O]

Type a name of the snapshot into the snapshot name entry field at the top of the snapshot manager.

(Designer will automatically timestamp the saved Snapshot name)

Press the OK button.(The snapshot will be added the list below)

Browsing Snapshots
The previously saved Snapshots will be added to the Snapshot List within the Snapshot Manager.Snapshots

are filtered by their timestamp of the creation.To browse a Snapshot created at a certain time simply expand
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the corresponding separator to view the Snapshots contained.Snapshots are filtered by the following:

Restored Snapshot - The last snapshot you restored.

Restore Backup - Revert to the state before the last snapshot was restored

Last Hour - Snapshots created in the last hour

Last 24 Hours - Snapshots created today

Last 48 hours - Snapshots created yesterday

Last 7 Days - Snapshots created this week

Last 30 Days - Snapshots created within the last month

Older - Snapshots created older than a month ago

Restoring a Snapshot
A saved Snapshot can be recalled to return to another state of the project.

Left-click on a Snapshot within the Snapshot List to restore to that state.

The Snapshot List will update to show the current restored snapshot.

Recover Backup

A backup of the current project state occurs every time a snapshot is restored.

Left-click on Recover Button to revert to a backup

Backups are overwritten when a new snapshot is restored.

Renaming a snapshot

Right-click on a Snapshot within the Snapshot List to open an options widget

In the rename field type a new name.
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Click OK

Archiving a snapshot

Right-click on a Snapshot within the Snapshot List to open an options widget

Click OK on Archive Snapshot

(Archiving a snapshot will move the snapshot file on disk to an archive folder, archived snapshots will be

removed from the archive list)
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コンソールファイル

番組のプリプロダクション中に予期しない問題が発生した場合は、自動生成されたコンソールファイルを送信してくだ

さい。例 :セッションの「ブラックボックス」データを、サポートチームへ送る。コンソールファイルを読むことで、サポートチー

ムは何が原因で問題が発生したのかを迅速に解読し、適切な解決策を即座に提示できます。

コンソールを探す。

1. マネージャーを開きます。

2. ヘルプメニューを開き、コンソールを開くを選択します。

mailto:support@d3technologies.com
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注意 : ソフトウェア本体でコンソールを表示することも可能です。Alt-Cを押して、コンソールを表示してくだ

さい。その他のショートカットについては、ショートカットの章を参照してください。

警告 : コンソールファイルは、ソフトウェアを実行するたびに上書きされます!問題が発生した場合

は、を終了し、コンソールファイルを一意の名前で保存してから、プロジェクトを再実行してくださ
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い。disguiseソフトウェア If you experience a problem, quit disguiseソフトウェア, save the

console file to a unique name and then re-run the project.
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診断アーカイブ

マネージャーから、診断用ZIPを作成できます。診断用zipとは、ソフトウェアの問題を診断するために必要なすべての

関連ファイルを含むzipファイルです。サポートにお問い合わせいただく際に、このファイルの提供をお願いする場合があ

ります。

プロジェクトの診断用 ZIPには以下が含まれます:

VideoFileおよびDxTextureフォルダーを除くプロジェクト全体。問題のデバッグに役立つ可能性があるため、

これらは別途お送りください。

コンソールファイル。

システム診断ZIPには以下が含まれています:

マシンのハードウェア、システム、ライセンス情報。

診断ZIPを作成するには:

1. マネージャーを開きます。

2. プロジェクト名を選択します。

3. ヘルプメニューからプロジェクト /システム診断を作成するを選択します。
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4. 診断用ZIPファイルがプロジェクトフォルダに作成されます。

注意 :作成されたシステム診断用ZIPファイルのファイル名と位置をメモします。これは、作成プロセス中に

開くDOSウインドウに表示されます。これは通常、ローカルのappdataの位置にあります。これを実現する

ためには、ウインドウズのファイルやフォルダの表示方法を変更する必要があります。

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/show-hidden-files#show-hidden-files=windows-7
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始める前に

最新のリリースをダウンロードし、インストールされている( DesignerまたはHardwareをお使いの場合 )ことを確認してく

ださい。

https://download.disguise.one/
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新規プロジェクトを作成

新しいプロジェクトは、ウインドウズのdisguiseソフトウェアの外でマネージャーを使って作成するか、disguiseソフトウェ

ア内でで作成します。

マネージャーで新規プロジェクトを作成

新規プロジェクトを作成するには、マネージャーセクションの新規プロジェクトを作成のページをご覧ください。
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開始と終了

プロジェクトを開くには

既存のプロジェクトを開くには、マネージャーページの「既存のプロジェクトを開く」のページを参照してください。

プロジェクトを終了するには

オプション 1:キーボードショートカットを使う

Escを押しながら、Enterを押します

これによりプロジェクトが保存され、ソフトウェアが終了します。

オプション 2:インターフェースを使う

1. 左上のd3アイコンを右クリックして、「プログラム設定」メニューを開きます。

2. 保存して終了を左クリックして保存し、終了します。

終了予定

一定の時間に終了するように設定したい場合は、以下を実行します：

1. 左上のd3アイコンを右クリックして、「プログラム設定」メニューを表示します。

2. 終了予定を左クリックして、テキストフィールドをハイライト表示します。

3. disguiseソフトウェアを終了する時刻をhh:mmの形式で入力してください。例えば、下の画像は15:00に終了

するよう設定されています。
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番組設定メニューを使って終了する
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GUIの概要

グラフィカル・ユーザー・インターフェース( GUI)の概要 :ダッシュボード、通知タブ、ステージビジュアライザー、タイ

ムライン。

ダッシュボード

システムのメインメニューで、あらゆるシステム機能にアクセスできます。標準的なオブジェクトエディターで、システムの

トップレベルの状態を表示します。それゆえにこの名前が付けられました。メニューは以下のとおりです(左から右) :



96

状態タブ

ダッシュボード上のd3 を右クリックして、オプションメニューを開きます。

プロジェクト名

プロジェクト名 :実行している.d3ファイルの名前で、実行元のフォルダではありません。

トラック

トラックを左クリックすると、トラックマネージャーが表示されます。このスクリーンにはトラックのリストが表示され、

そこから選択して編集 /再生できます。すべてのシーケンスとタイムライン情報は、トラックに整理されます。

ショー全体を1つのトラックに入れることも、複数のトラックに分けることもできます。

ステージ

ステージを左クリックすると、ステージレベルが表示されます。ステージレベルでは、ステージビジュアライザーを

使用して現在のステージをあらゆる角度から見ることができ、タイムラインからのビデオをリアルタイムでステージ

上に再生できるので、時間のかかる再レンダリングは必要ありません。

ステージを右クリックすると、ステージエディターが表示されます。これにより、会場の選択、スクリーンの追加／

削除、フロア寸法の変更、人数の変更、オブジェクトのオン・オフのラベリング設定、バーチャルプロジェクターの

レンダリングスタイルの設定、カメラの視点の変更などが可能になります。その後全く新しいステージを作成し、

ステージエディターを使って自由にステージを切り替えることができます。

フィード

フィードを左クリックして、フィードレベルを開きます。フィードレベルでは、フィードビジュアライザーを使用して、コ

ンテンツがステージレベルのバーチャル・スクリーンから物理的な出力ディスプレイ・ヘッドにどの様にマッピングさ

れているか確認できます。
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フィードを右クリックして、フィードエディターを開きます:フィードエディターは、スクリーンコンテンツを出力ヘッドに

どのように設定するかを制御します。その後全く新しいフィードを作成し、フィードエディターを使って異なる

フィードを自由に切り替えることができます。ボタンをクリックするだけで全く異なる出力デバイスに切り替えるこ

とができ、非常に便利です。The Feed editor controls how the screen content is configured on the output

heads. You can then create a completely new feed and use the Feed editor to switch freely between your

different feeds. This is very useful as you can switch to a completely different set of output devices at the

click of a button.

移動

移動を左クリックして、移動マネージャーを開きます。すべての外部ショーコントロールを管理するコントロールオ

ブジェクトのリストが表示されます。

トランスポートを右クリックし、トランスポートエディターを開きます。このメニューでは、ショーコントロールオブジェ

クトのプロパティを編集し、disguiseソフトウェアがどのように外部制御信号に反応または生成するかを決定で

きます。このメニューでは、MTC/SMPTEクロック追跡、DMX/Art-Net移動コントロール、MIDIショーコントロール

キューイング、MIDI移動コントロール、OSC、その他様々な接続プロトコルを設定できます。

デバイス

デバイスを左クリックして、DeviceManagerを開きます。詳しくはデバイスの章をご覧ください。

デバイスを右クリックすると、デバイスメニューが表示されます。デバイスメニューにはアクティブなデバイスのリスト

が表示され、そこからデバイスマネージャーを開き、インストールされている内部または外部のデバイスを一覧

表示できます。デバイスの例としては、MIDIコントロールサーフェス、DMXマネージャー、ビデオ入力カードなど

があります。

ビデオ入力やオーディオ出力のパッチングはここで行います。

輝度

マスター出力の輝度を変更するには、白の輝度バーまたはテキストフィールドを左クリックします。テキストフィー

ルドには、0(ゼロ)から255(フル)までの任意の数値を記入できます。これが最小値と最大値になります。輝

度が0のときは、バーが赤く点滅します。
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輝度コントロールを右クリックして、輝度エディターを開きます。これにより輝度の下限値、上限値、数値プロ

パティの単位ステップ、ダンピングファクターの編集が可能になります。

注意 :なお、これは出力の輝度に適用されます。ビジュアライザー内の表示は変わりません。

注意 :マルチトランスポート環境では、輝度フィールドは編集できません。

ボリューム／ミュート

マスターオーディオのボリュームを変更するには、白いボリュームバーまたはテキストフィールドを左クリックします。

テキストフィールドには、0( ミュート )から255(フル)までの任意の数値を入力できます。これが最小値と最大

値になります。出力音量がミュートになると、インジケータが赤く点滅します。

ボリュームコントロールを右クリックすると、ボリューム／ミュートエディターが表示されます。ここでは、オーディオ

ボリュームの最小値と最大値、数値プロパティの単位ステップ、ダンピングファクターを編集できます。

注意 :マルチトランスポート環境では、ボリュームフィールドは編集できません。

出力モード

フェードアップを左クリックすると、出力モードエディターが開きます。

フェードダウン(赤いボタンが点滅 )
現在のマスターレベルから黒へのスムーズなフェードダウンを行います。フェードダウン時にはインジケーターが赤くなり、

出力が黒であることを示します。
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フェードアップ(緑 )
出力レベルを最大にします。

一時停止 (赤い点滅ボタン)
最後にアクティブになったフレームを保存し、そのフレームを次の通知が来るまで出力デバイスに保持します。これによ

り、LEDプロセッサーやプロジェクターにラインナップ・コンテンツを出力する場合などに、ステージビジュアライザーでショー

の作業を続けることができます。

通知タブ

通知タブでは、ファイルの欠落やデバイスエラーなどの通知やエラーメッセージの一覧が表示されます。

ステージビジュアライザー

スクリーンの中央にステージビジュアライザーが表示されます。ステージとスクリーンの3Dビジュアライゼーションが表示さ

れ、バーチャルカメラをステージ上で移動させることができます。ステージ・レベルからフィードレベルに切り替えると、ス

テージビジュアライザーはフィードビジュアライザーに変わります。

タイムライン

スクリーン下部のエディターはトラックプレイヤーと呼ばれています。トラックプレイヤーは、タイムラインのコントロールに使

用します。



100

一番上のバーはタイトルバーと呼ばれ、トラック名が表示され、トラック内の現在の時間、セクション、オーディオガイド

が読み上げられます。

レイヤエディターはタイトルバーのすぐ下にあります。どのレイヤーがアクティブか、タイムライン上のどこにあるかが表示さ

れます。

次のトラックバーは、色のついたセクションブロックで識別できます。各セクションにはそれぞれ異なる色があり、1つのブ

ロックは1つのバーに相当します(デフォルトでは、1つのバーは4秒に相当します)。

セクションブロックの下には、テキストのタイムラインノートが表示され、続いてスクリーン下部に移動コントロールボタン

(再生、停止など)が表示されます。
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ステージのナビゲーション

オブジェクトの周りを回転させます

1. 回転させたい物体の上にマウスポインターを移動させます

2. マウスの左ボタンを長押しします

3. マウスを左右または上下にドラッグし、オブジェクトの周りを回転させます

4. マウスボタンを離すと、回転の動作が終了します

ズームイン／アウト

オプション 1

1. マウスの右ボタンを長押しします。

2. マウスを前後にドラッグし、ズームイン、ズームアウトします。

オプション 2

マウスのスクロールホイールを使って拡大・縮小ができます。



102

オプション 3

Qキーを長押しすると、ズームインします。

左のAキーを長押しすると、ズームアウトします。

オブジェクトへのズーム

ステージ上のオブジェクトを左クリックします。

Fキーを押すと、そのオブジェクトにズームします。

注意 : これらは、フィードレベルにマウスフォーカスがある場合にのみ動作します;つまり、背景をクリックして

からでないと機能しません。you should click the background before these will work.

カメラのパンニング

カメラを追跡すると、カメラの向きを変えずに左右上下に動かすことができます。

ミドルクリック(マウスにホイールがある場合はそれをクリック)してドラッグ、または

タブキーを押しながら、マウスを左右上下に動かします。
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Bookmarking camera positions

Recalling a camera position

Hit one of the function keys ranging from F2-F11.

Storing a camera position

Hold down the left Alt key, then hit one of the function keys ranging from F2-F11.This stores the current

camera position on that function key.

Resetting the camera to its default position

Hit the function key F12 This will make the camera return to its central default position, i.e.south-north

facing, 10 meters behind the origin position (0,0,0) in 3D space.

Camera Bookmarks List
To open the Camera Bookmarks List window

1. Right-click the stage

2. Select the Camera tab

3. Select the Camera Bookmarks List option 

Or alternatively
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Press Ctrl + B

Name
You can enter a custom name for each bookmark.

Position
You can view or edit the position for each projector bookmark position.

Rotation
You can view or edit the rotation for each projector bookmark position.

Field of View (FOV)
You can view or edit the Field of View for each projector bookmark position.

Goto
Left-click the button to recall a camera position using the Camera Bookmark list.
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Store
Left-click the button to store the current visualiser camera position as that camera bookmark

Lock
Lock the Camera Bookmark from accidental edits.

注意 : When using some keyboards such as on a bootcamped Mac, you may need to use the

keyboard shortcut fn.+F2-F11 to recall camera positions and fn + Alt+F2-F11and to store a camera

position.
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キーボードのショートカット

disguiseソフトウェアは、キーボードショートカットの完全リストを提供します。

キーボードショートカットの完全リストを表示するには:
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F1を押します。トップにある検索フィールドを使用して、必要なショートカットを迅速に見つけます。

F1を押すと、ステージレベル内のショートカットウィンドウにアクセスできます

F1を押すと、ショートカットウィンドウが閉じます。

注意 : F1ウィンドウはコンテキストに依存し、現在アクティブなレベルに応じて変更されます。例えば、

フィードレベルではステージレベルとは異なるリストが表示されます。
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注意 : これは決定的なリストではなく、ローカルマシンに合わせて生成されるため、地域や言語によって異

なる場合があります

F1を押すと、disguiseでオブジェクトのプロパティの説明を表示することもできます。この機能の詳細については、オブ

ジェクトのエディットのサブチャプターにある「オブジェクトのプロパティの説明」をスクロールダウンしてご覧ください。

ショートカット

一般

アクション ショートカット

終了 エンターをエスケープする

保存 ALTW

コンソール* ALT C

コンソールをデバッグする* ALT D

プロファイラー* CTRL ALT P

ホールド /ホールドを解除する ALT P

スティッキーウィンドウ(ピン留め) ** CTRL+、ヘッダー状のXを左クリックする

サイドのウインドウを閉じる エスケープ

すべてのウィンドウを閉じる(ピン留めしたものを除く) SHIFT + ESCAPE

スクリーンショット *** ALT X

ロック CTRL ALT L

アンロック タイプする(小文字 ) - hydrogen

コピー CTRL C
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アクション ショートカット

切り取る CTRL X

貼り付ける CTRL V

ヘルプメニュー F1

オプションを表示する 右クリック

強制GUI ALT G

出力フィードのプレビュー1:1 ALT F

最後のアクションを元に戻す CTRL Z

直前のアクションをやり直す CTRL Y

フェードアップ/フェードダウン バックスペース

測定ツール メッシュとオブジェクトの頂点からALT + ドラッグ

測定ツールを取り消す 測定値の数値テキスト上をALT +右クリック

*詳細は、診断の章をご覧ください。

詳細は、オブジェクト /オブジェクトエディターの概要の「ウィンドウをスティッキーにする」のセクションをスクロールダ

ウンしてご覧ください。

* * *詳細は、スクリーンショットの作成のサブチャプターをご覧ください。

エディター

アクション ショートカット

フィールド値を変更する スクロールまたはキーパッドのアップ/ダウン

フィールドの値を少し変更する CTRL +スクロールまたはキーボードのアップ/ダウン

フィールド値を大幅に変更する SHIFT +スクロールまたはキーボードのアップ/ダウン
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アクション ショートカット

入力したテキストを送信する 入力

すべてのテキストを選択する 左ダブルクリックまたはCTRL A

キーフレームノードを追加する 左クリック

キーフレーム・ノードを削除する 右クリック

選択したキーフレームを削除する 削除

すべてのキーフレームを選択する CTRL A

キーフレームを選択する SHIFT +左クリック& ドラッグ

選択したキーフレームを編集する 右クリック

次のキーフレームへジャンプする ]

前のキーフレームへジャンプする [

前後のキーフレームを同時に調整する(パラメーターフィールドで

のスクロール時に動作、キーフレームエディタでは直接動作しな

い)

CTRL + SHIFT

ズームイン／アウト ALT +マウスをスクロールする

フィールドエディターでの次のシーケンスへ変更する キーパッドのアップ/ダウン

複数のキーフレーム・エディターを開く CTRLパラメーターを左クリックする

ステージレベル

アクション ショートカット

オブジェクトの周りを回転させる 左クリックしドラッグする

パンミドル タブをクリックまたはホールドする
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アクション ショートカット

ズームイン マウスのミドルボタンでスクロールする

ズームアウト マウスのミドルボタンを離す

カメラブックマークに移動する F2からF12

カメラのブックマークを保存する ALT + F2から F11

オブジェクトを選択する 左クリック

オブジェクトを編集する 右クリック

オブジェクトへのズーム オブジェクトを左クリックしてFを押す

Manipulatorsを有効にする CTRL + M

ワールド /オブジェクトスペースをトグルする G

Manipulatorsオフセットモード E

Manipulators回転モード R

Manipulatorsスケールモード T

タイムライン

アクション ショートカット

再生 入力

セクションの終わりまで再生 スペースバー

再生とループ 右シフト

次のセクションへ移動する >

前のセクションへ移動する <
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アクション ショートカット

0.25ビート前へ移動する '

0.25ビート後ろへ移動する ;

次のバー(または時間量 ) キーパッド右

前のバー(または時間量 ) キーパッド左

選択したバーへ移動する 入力

セクションを分割 ALT S

セクションをマージ ALT M

メモを追加する CTRL N

タグを追加する CTRL T

クォンタイザーを開く ALT Q

レイヤーを作成する CTRL L

レイヤーをコピー／ペーストする CTRL C / CTRL V

レイヤーを分割する CTRL K

レイヤーを分離する Iを押しながらレイヤーをクリックする

レイヤーの名前変更 CTRL R

レイヤーをミュートする Mを押しながらレイヤーをクリックする

レイヤーを選択する shiftキーを押しながら左クリック＆選択ボックスをドラッグする

バーを選択する shiftキーを押しながら左クリック＆選択ボックスをドラッグする
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アクション ショートカット

トラックを最小化 /最大化する
CTRL -

CTRL +

レイヤーライブラリを開く CTRL ALT L

数量化

アクション ショートカット

次のマーカーに移動する ]

前のマーカーに移動する [

バーの最初にくるようにビートを設定 Shiftと左クリック

フィードエディター

アクション ショートカット

選択したフィードレクタングルを分離する Iを押しながら左クリックする

選択したフィードレクタングルを削除する 削除

ビューポートでのフレームの選択範囲 F

ビューポートですべてにフレームをつける A

選択範囲を少しずつ動かす キーパッドの左 /右 /上 /下

すべてのフィードレクタングルを選択する CTRL A

フィードレクタングルをコピーする CTRL C

フィードレクタングルを貼り付ける CTRL V
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ディレクター/アクター

アクション ショートカット

アクターを更新する ALT R

アクターを再起動する CTRL ALT R

すべてのアクターを起動する CTRL ALT S

すべての機器を終了する CTRL ALT Q

プロンプトなしにすべてのマシンを終了させる SHIFT ESC ENTER

すべての機器を強制終了する CTRL ALT X
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対応ファイル形式

disguiseソフトウェアは、ビデオ、オーディオ、静止画、3Dモデルなどの複数のコンテンツフォーマットに対応しています。

最適なパフォーマンスを得るためには、これらのフォーマットを使用することが重要です。ここに記載されているフォーマッ

トのみが正式にサポートされています。

動画ファイル

disguiseソフトウェアは、以下のコーデックを使用したQuicktime .movファイルに対応しています：

QuickTime DXVバージョン2。ダウンロードセンターからDXVコーデック( MacまたはWindows用 )をダウンロー

ドしてください。

QuickTime HAP、HAP Alpha、HAP-Qです。MacまたはWindows用のHAPコーデックは、ダウンロードセン

ターからダウンロードしてください

QuickTimeアニメーション。

警告 :デルタフレームには対応していません。動画はすべてのフレームにおいてキーフ

レームを指定して書き出す必要があります。

NotchLC。

プリマルチプライドとストレート /マット・アルファの比較

動画や画像にレンダリングされるアルファは、出力時に合成されたときの表示に影響する微妙な違いがあります。プ

リマルチプライドとストレート・アルファでは、どちらを使用するかによって異なるブレンドモードが必要になります。

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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disguiseソフトウェアではどちらが良いということはありませんが、プリマルチ・アルファを使用したコンテンツを使用する

場合は、ストレートアルファに使用するアルファではなく、プリマルチ・アルファのブレンドモードを使用する必要がありま

す。

尚、純粋なアルファのワークフローでは、グラデーション全体を通してフェードされる色が完全な強度である必要があ

りますが、アルファ成分のみがフェードされるため、アルファの背景に対してファジーなエッジを作成する場合は、プリマ

ルチ・アルファが通常唯一のオプションとなります。コンテンツ制作のパッケージではそのような作成は困難であるた

め、このような場合はプリマルチ・アルファに頼る方が理にかなっています。

動画ファイルおよび静止画の最大解像度

disguiseソフトウェアは、片方向16384ピクセルまでの動画ファイルと静止画に対応しています。

すべてのヘッドが同じ解像度にゲンロックされている場合、4x4proサーバーは、HAPまたはDXV(アルファな

し)にエンコードされている時には最大32本のHDビデオを同時に再生することができます。

注意 :対応するビデオロードについては、disguiseのウェブサイトの各製品ページをご覧ください。

r14.3以前のオーディオファイル

量子化されたトラックのオプション 1:

.mp3

ステレオ16ビット

44.1Khz、固定ビットレート。現在、d3は44.1KHzにのみ対応しており、それ以外の周波数ではエラーが発

生します。

256 Kb/秒は品質とファイルサイズのバランスがとれた推奨値です。

http://www.d3technologies.com/products/4x4pro
http://www.disguise.one/en/
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量子化されたトラックのオプション 2:

.wav

ステレオ16ビット

44.1KHz

量子化されたトラックのオプション 3:

.aiff

ステレオ16ビット

44.1KHz。現在、d3は44.1KHzにのみ対応しており、それ以外の周波数ではエラーが発生します。

Quicktime.movファイルに埋め込まれたオーディオ用 :

.mov

非圧縮

ステレオ16ビット

44.1KHz。現在、d3は44.1KHzにのみ対応しており、それ以外の周波数ではエラーが発生します。

注意 :マルチチャネルオーディオのサポートについては、出力のマルチチャネルオーディオのページをご覧く

ださい。

r14.4以降のオーディオファイル

これらのオーディオファイルフォーマットは、オーディオレイヤーで使用できます：
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以下のプロパティの非圧縮WAVファイル

符号なし8ビット、符号あり16ビット、24ビットまたは32ビットPCM、32ビットまたは64ビット浮動小数点エン

コーディング

最大192kHzのサンプルレート

1または2チャンネル

以下のプロパティの非圧縮AIFFファイル

符号なし8ビット、符号あり8ビット、16ビット、24ビットまたは32ビットPCM、32ビットまたは64ビット浮動小数

点エンコーディング

最大192kHzのサンプルレート

1または2チャンネル

以下のプロパティのMP3

最大320kpsのCBR(可変ビットレートは非対応 )

8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHzのサンプルレート

ステレオ、ジョイントステレオ、モノラル

注意 :本ソフトウェアは内部的に32ビット浮動小数点オーディオパイプラインを使用しているため、オー

ディオ出力に合わせたサンプルレートで32ビット非圧縮WAVエンコーディングを使用することで最高のパ

フォーマンスが得られます

r15.2以降のオーディオファイル

これらのオーディオファイルフォーマットは、オーディオレイヤーで使用できます：
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以下のプロパティの非圧縮WAVファイル

符号なし8ビット、符号あり16ビット、24ビットまたは32ビットPCM、32ビットまたは64ビット浮動小数点エン

コーディング

最大192kHzのサンプルレート

以下のプロパティの非圧縮AIFFファイル

符号なし8ビット、符号あり8ビット、16ビット、24ビットまたは32ビットPCM、32ビットまたは64ビット浮動小数

点エンコーディング

最大192kHzのサンプルレート

以下のプロパティのMP3

最大320kpsのCBR(可変ビットレートは非対応 )

8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHzのサンプルレート

ステレオ、ジョイントステレオ、モノラル

静止画

disguiseが対応している静止画フォーマットの優先順位 :

.png(アルファチャネル対応 )

.jpeg (アルファチャネル非対応)

.bmp (アルファチャネル対応 )
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.tiff (アルファチャネル対応 )

.exr(静止画のみ;disguiseexr配列のリアルタイム再生は非対応 )

注意 :サポートされる最大のテクスチャサイズは16k x 16kです。disguiseは、非常に大きなテクスチャ解

像度 ( 4k～16k)をHAP / DXV Quicktimeムービーに変換すると、より速く処理できます。タイムライン上

を遷移する静止画が多い場合は、HAP / DXV Quicktimeムービーに変換する必要があります。

イメージシーケンス

TGA

TIFF

DPX

8ビットと10bitは必要に応じてサポートされます。すべてのフォーマットは、アルファチャンネルの使用( 10bitDPXを除

く)、および任意のフレームレートをサポートしています。

注意 :他のフォーマットでも動作する場合はありますが、上にリストされたもののみが正式なテストで確

認済みです。

詳しくは、イメージシーケンスをご覧ください。

3Dメッシュ

.Objファイルのみ。

ビデオスクリーンのメッシュファイルとして使用する.objファイルは、UVマップが必要です。
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プロップのメッシュファイルとして使用する.objファイルは、UVマップの必要はありません。

注意 : disguiseソフトウェア用の3Dメッシュの準備については、3Dの基礎知識のサブチャプターを参照し

てください。

アレンビック・ファイル

メッシュのアニメーションにより優れたサポートを提供するため、disguiseソフトウェアはアレンビック( .abc)ファイルをサ

ポートしています。ファイルをメッシュオブジェクトフォルダに入れてプロジェクトに取り込み、通常はOBJを選択するとこ

ろをファイルを選択するだけです。

現在対応しているもの:

Xform

PolyMesh

現在非対応なもの

カーブ

ポイント

カメラ

SubD

NuPatches

FaceSet

ライト

マテリアル

カスタムデータ
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アレンビックファイルの書き込み

ステージ上のアレンビックオブジェクト ( メッシュなど)を選択する。
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プロジェクト設定

disguiseソフトウェアでは複数の標準的なプロジェクト設定が用意されており、ステートメニューからアクセスできます。

このトピックでは、メニュー内の各設定とそのアクセス方法について説明します。
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プロジェクト設定へのアクセス

1. ダッシュボードのインターフェイスの左上にある「d3」を右クリックします; d3Stateオプションウィンドウが表示さ

れます。

2. メニューのプロジェクトの設定を左クリックすると、プロジェクトの設定メニューが表示されます。

プロジェクトタブ

新規プロジェクト

新規プロジェクトの作成

プロジェクトファイルのアーカイブ化

「名前を付けて保存」が基本となります。名前を入力すると、履歴フォルダに定義した名前のプロジェクトファイルが

作成されます。

新規チェックポイント

チェックポイントプロジェクトの作成。チェックポイントされたプロジェクトは時間的に凍結され、特定のdisguiseバー

ジョンにロックされます。

チェックポイントを復元

前回作成したチェックポイントを復元します。

自動保存の頻度

自動保存の頻度を分単位で定義します。デフォルトでは5分に設定されています。
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タイムラインの右下に、5秒のカウントダウンする「自動保存」インジケータが追加されました。

未使用のオブジェクトをアーカイブする準備

プロジェクトファイルの外にアーカイブディレクトリを定義するためのバッチファイルを生成し、disguiseソフトウェアから

ファイルをリリースします。詳しくは、古いメディアをアーカイブするのトピックをご覧ください。

.d3ファイルを解凍する

高度なユースケースでは、.d3プロジェクトファイルのコンテンツを新しい「解凍」フォルダに解凍します。詳しくは、「オブ

ジェクトのインポートとエクスポート」をご覧ください。
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タグ付きファイルをアセットに集約する

古いプロジェクトをアップグレードしてバージョニングを用いるのに使用されます。

「ユーザーインターフェース」タブ

フレームレート率

GUIのレンダリングを行うフレームレートの割合。このオプションは、パフォーマンスのために応答性を断念する際に使

用されます。このオプションは低レイテンシーモードでは有効ではありません。

1はフルフレームレートを表します

1/2はハーフフレームを表します

1/3は1/3のフレームレートを表します

ツールチップ

ツールチップが表示されるタイミングを制御します。この設定のオプションは -

F1キーを押したときのみ

1秒後 (デフォルト )

2秒後

3秒後

キーウィジェットの持続

この機能を有効にすると、キーウィジェットは、作成時または同じプロパティを持つ新しいレイヤーの選択時にも開い

たままになります。
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UI透明度の無効化

この設定をオフにすると、UIウィンドウの透明度がオフになり、パフォーマンスが向上します。

ユニット表示設定

ユニット表示設定

「明るさ」「音量」「色」の数値の表示方法を設定します。

オプションは次の通りです:

標準化( 0～1)

割合 ( 0-100%)

8ビット ( 0-255)

ムービー出力タブ

動画書き出しのフォーマット

ステージ & フィードムービーの出力フォーマットを定義します。この設定のオプションは -
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写真 -JPEG(音声なし)

アニメーション(音声なし)

MPEG-4(オーディオあり) (デフォルト )

フォト -JPEG mov( OLD QuickTimeプレーヤー)

HAP (音声無し)

動画書き出しのFPS

出力されるムービーのレンダリングに必要なFPSを設定します。

ステージ動画書き出しの解像度

ステージムービーがレンダリングされる解像度を設定します。

書き出し動画にヘッドを追加

書き出し動画の初めに秒数を追加します。

動画書き出しにテールを追加

書き出し動画の最後に秒数を追加します。

スクリーンショットタブ

出力フォーマット

スクリーンショットの出力形式を定義します。この設定のオプションは -
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JPEG

BMP

PNG(デフォルト )

TIF

DDS

タイムラインコントロールタブ

グローバルなレイテンシモード

動画出力システムのバッファリングのレベルとレンダリング間隔を定義します。

オプションは次の通りです -

フルスピード超低遅延 (バッファリングなし)

フルスピード低遅延( 1フレームバッファ)

フルスピード(デフォルト )( 2フレームバッファ)

ハーフスピード低遅延 (フレームレートの半分、1フレームバッファ)

ハーフスピード(フレームレートの半分、2バッファ)

フレームバッファは映像出力システム上のもので、その他のシステムの処理によって更に遅延が発生します。

グローバルなリフレッシュレート

プロジェクトのリフレッシュレートを設定する。詳細は、プロジェクトのリフレッシュレートを設定するのトピックを参照して

ください。
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タイムラインオーディオデバイス

デフォルトのタイムラインのオーディオデバイスを設定します。

デファードジャンプ

この機能を有効にすると、プレイ中に左右の矢印キーを押してトラックバーをジャンプさせても、ジャンプ元のバーを

見失うことはありません(このバーも点滅し続けます)。

グローバルなクロスフェードの長さ

プロジェクト全体のユニバーサルクロスフェードモードと時間を設定します。

停止時にリセット

停止ボタンの動作を定義します。バーの開始地点にリセットするか、そのままにしておくことができます。オプションは

次の通りです:

常時

量子化された場合 (デフォルト )

決して

ビデオ情報のオーバーレイ

ビジュアライザーの各画面に幾つかの情報を重ねて表示します。この設定のオプションは -

なし(デフォルト )

解像度
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滑らかさ

フレーム/タイム
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d3Stated3オプション

d3Stateオプションメニューには、disguiseソフトウェアの主要な設定項目が多数含まれています。

d3について -ソフトウェアのバージョンやライセンス情報を表示する「d3について」のダイアログを表示します。
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プロジェクト設定 -プロジェクト設定エディターを開きます。詳しくはプロジェクト設定をご覧ください。

メモ.. -メモで自由形式のテキストを入力すると、ネットワーク上で同期され、プロジェクト内で共有されます。詳しく

は、メモをご覧ください。

メディア

古いメディアの管理 ... -古いメディアの管理エディターを開きます。詳しくは古いメディアの管理をご覧ください。

メディアの取り込み履歴 ... - メディアの取り込み履歴のダイアログを開きます。詳しくはメディアの取り込み履歴をご覧

ください。

d3net

d3netマネージャー... -マルチマシンネットワークを管理するd3netマネージャーを開きます。詳しくはd3netの概要をご

覧ください。

SockPuppet

パッチ割り当て... -パッチ割り当てエディターを開きます。詳しくは、パッチの割り当てをご覧ください。

バンクエディター... -バンクエディターを開きます。詳しくはバンクエディターをご覧ください。

スナップショット

スナップショットマネージャー... -スナップショットマネージャーを開きます。詳しくは、プロジェクトのスナップショットをご覧く

ださい。

DMX

すべてのランプをオン -すべてのDMXフィクスチャーをオンにするショートカットです。

すべてのランプをオフ -すべてのDMXフィクスチャーをオフにするショートカットです。

非アクティブなDMXフィクスチャーを黒にフェード -コンテンツを表示していない非アクティブなDMXフィクスチャーを黒に

フェードする設定です。

静的なDMX値を強制的に送信 -静的なDMX値を強制的に送信します。

プログラム制御

パスワードロック -ソフトウェアのロックを解除するためのパスワードを定義します。デフォルトは「password」ですが、ユー

ザーが変更することができます。設定したパスワードを忘れてしまった場合や、誤ってソフトウェアをロックしてしまった場

Notes.htm
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合の緊急用パスワードは「HYDROGEN」です。

ロック -このボタンを左クリックしてソフトウェアをロックするか、ショートカットのCTRL ALT Lを使用します。

終了予定 -ソフトウェアが自動的に保存・終了する時間を設定します。

保存 & 終了 -ソフトウェアの保存と終了を行います。この操作は、ESCを押しながらENTERを押して実行すること

もできます。詳しくは、実行 &終了をご覧ください。
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オブジェクトエディターの概要

オブジェクトの概要

オブジェクトとは?
disguiseソフトウェア内のすべては、オブジェクトです。オブジェクトとは、名前の付いたプロパティのリストを持つ実体の

ことです。例えば、スクリーンオブジェクトには、オフセット、回転、スケール、解像度、メッシュ、ピクセルマスク、ポピュ

レーションマスクなどのプロパティがあります。これらのプロパティは、オブジェクトエディターを使って編集できます。

オブジェクトの種類

システム内のすべてのオブジェクトにはタイプがあります。例えば、ステージビジュアライザーのオブジェクトには、スクリー

ン、DMXLights、DMXLine、DimmableScreen、プロジェクター、プロップなどの種類があります。

スクリーンやプロップオブジェクトの追加方法については、次の章ステージをお読みください。スクリーンの種類の詳細に

ついては、スクリーンの種類の概要のサブチャプターをご覧ください。

スクリーンオブジェクトとそのエディター、disguiseソフトウェア内のすべてはオブジェクトで、オブジェクトのすべてのプ

ロパティはオブジェクトエディターを使って編集できます
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標準のオブジェクトエディター

オブジェクトのすべてのプロパティは、オブジェクトエディターを使って編集できます。例えば、スクリーンオブジェクトのプロ

パティは、スクリーンオブジェクトエディターを使って編集できます。場合によっては、より直感的なユーザーインター

フェースを提供するため、専用のエディターが作成されていることもあります。例えば、画面下のトラックプレイヤーは、

トラックタイプに特化したオブジェクトエディターです。

オブジェクトのエディターを開く

オブジェクトのエディターを開くには:

オブジェクト (ステージビジュアライザーの3Dオブジェクトなど)を右クリックします。

ウィンドウをスティッキーにする

メニューウィンドウをスティッキーにできます。メニューウィンドウとは、オブジェクトエディターなどのソフトウェアのウィンドウ

のことです。つまりソフトウェアを閉じて再起動しても、メニューは開かれたままになっています。これは、オブジェクトを編

集プロセスにおいて、ソフトウェアを閉じて再起動した後にすべてのオブジェクトエディターを再度開かなくてもすむように

したい場合に特に便利です。

ウィンドウをスティッキーにするには:

Ctrl +左クリックで、ウィンドウのクローズボタン( x)をクリックします。閉じるボタンのアイコンが変わるのがわかり

ます。

オブジェクトの名前を調べる

すべてのオブジェクトには固有の名前があり、この名前は標準的なオブジェクトエディターの上部にあるタイトルバーに

表示されます。
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オブジェクトの種類を確認する

オブジェクトの種類を確認するには、オブジェクトエディターのタイトルバーにカーソルを置くと、ポップアップテキストボック

スにオブジェクトの種類が表示されます。

オブジェクトタイプの説明は、オブジェクトエディターのタイトルバーにカーソルを置くと表示されます
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Object libraries
The object library is a quick way to access stored objects within the system.Each object type has its own

object library.

For example, the Screen uses a bitmap object as one of its properties in the Bitmap object editor.The bitmap

property has its own object library where you can select which bitmap you want to project onto a Screen object.

Using the Bitmap object library to select a bitmap to be projected onto a Screen object.

Selecting an object
You can open an object library by left clicking a property in the standard object editor.Left clicking any object in

the library will select that object.
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Selecting a bitmap object from the Bitmap object library

Organising objects in boxes
Objects are stored in named boxes and can be ordered from within those boxes (i.e.each box is like a

playlist).One object may also appear in more than one box.Left-clicking a box will show you objects of that

particular type only.

These boxes are represented by a list of tabs.Left-clicking a box tab opens up an array of objects below the box

tab while highlighting the selected box.For these reasons an object library can also be known as an object box

viewer.

Bitmap object boxes used to organise bitmaps by different types within the Bitmap object library

The all box contains all objects of that type, sorted either alphabetically or by date of creation (the most

recently added objects will come first).The trash box (represented by a trash-can icon) contains objects that

are no longer required.

All and Trash boxes used to organise bitmaps within the Bitmap object library

The Object Librarys top row contains a New Object field and a search text box.
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The Search box will help you locate objects more efficiently within the Bitmap object library

Reordering objects within an object box
Select the object box by left-clicking its tab.When the sort button is not highlighted, objects are displayed in the

order you choose.In this mode, you can click on any object, drag it left or right and release the mouse button to

drop it in its new place in the list.

Searching for an object
Left-click the search textfield at the top right corner of the object library and type in a search term.All object

boxes will be filtered to contain only those objects whose names contain the search term (case

insensitive).Clearing the search text field restores the view of all available objects.

Removing an object from the library
Click the all box tab and drag the object thumbnail to the trash box tab.

Restoring a deleted object
Click the trash box tab.Find the object you want to restore and drag it back to the all box tab.

Emptying the trash
To permanently delete the removed objects, right click the trash box tab and select empty trash.

Empty Trash deletes objects permanently from an object library
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警告 : this operation cannot be undone.The objects in the trash-can are permanently

deleted.If you wish to restore an object that has been emptied from the trash, you will need

to go to a previous .d3 Project file in the History folder.Please see the sub-chapter

Auto-backup for more information.

Moving an object from one box to another
Simply drag the object thumbnail and drop it on top of the tab of the destination box.This will copy the object

rather than moving it.By default, the object will be added to the top of the box.

Removing an object from a box
Drag the object from the box and drop it onto the desktop background.

Creating a new object box
Right-click any box tab to see an option that says new box followed by an editable text field.Left-click the text

field, type in the name of the new box and hit Enter (or click ok).This will create an empty box with that name.

Renaming an object box
Right-click the object box tab to see an option that says rename box followed by a text field.Type in the new

name and hit Enter or click ok .

Renaming the User Manual box to User Manual 1
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Removing an object box
Right-click the object box tab and select remove box .

Organising boxes to reflect folder structure
By default, creating a folder within the objects folder on the drive will create a new box with that name.

If the folder contains other folders, then left-clicking this box will show you a second level of boxes, representing

the lower level of folders.Boxes that represent folders cannot be removed, reordered or renamed; they are

indicated with a small folder icon at the left of the box tab.



145

Managing Objects

Right-clicking the title bar of a standard object editor will open the Object options menu.

Object options menu for a Screen

Renaming an object
The first option is rename, followed by an editable text field.

To rename an object:

Type the name of the object in the rename text field and hit Enter (or click the ok button to the right of

the text field).If the new name already exists, a small message will pop up explaining this.

Duplicating an object
The second option is duplicate , followed by an editable text field.

To duplicate an object:

Type the name of the object in the duplicate text field and hit Enter .
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Locking and unlocking an object
Objects can be locked to prevent other users from accidentally editing their contents.A locked object shows a

red title bar with the word [LOCKED] appearing to the right of the object name.

Locking an object prevents other users from accidentally editing their contents

A locked object can still be edited to test what happens when you edit its properties.However, the modified

properties will not be saved when exiting d3.Unlocking the object will cause the values to be saved as normal.

To lock an object:

Left-click lock from the Object options menu.

警告 : people sometimes fail to notice the red title bar and make edits to locked objects,

expecting them to be saved.Disguise does not warn you that the changes have not been

saved when quitting without unlocking.Therefore be careful when you are using this

option.A future release will issue a warning if locked objects have been edited and give you

the option to save them.

Unpacking an object
For step-by-step instructions on how to import/export objects and from one project to another, please see the

Importing/ExportingBetween projects.

Rolling back an object to a previous version
The final option in the Object options menu, roll back, is used to roll back an object to a previous version.
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Any time you exit the software, the state of every object is saved.Hitting Alt-W will also save the state of every

object in the software (only objects that have changed will be saved).Every object stores the previous seven

versions, including date-stamps, for when they were created.

To rollback an object to a previous version:

1. Open the objects editor and right click the title bar.This will open the Object options menu.

2. Select rollback from the Object options menu, then you will see a list of version date-stamps.

3. Left-click the date-stamp you want to roll the object back to.

The disguise software saves the last seven versions of an object with their date-stamps, opened by right-

clicking an objects title bar and left-clicking Rollback

If the object cannot be roll-backed because it has been deleted, or the current .d3 Project file becomes

corrupted or otherwise fails to load, it is possible to revert to a previous version of the .d3 Project file.For

information on this feature please see the above sub-chapter Auto-backup.

For information on how to use the other options from the Object options menu please see editing objects topic.
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オブジェクトの編集

オブジェクトのプロパティの種類

オブジェクトのプロパティは、4つのタイプに分類できます。スクリーンオブジェクトとそのエディタを例を使って、この4つのタ

イプの例を以下に説明します。

オブジェクトのプロパティは、4つのタイプに分類できます:数値、オプション、オブジェクト、配列です。

数値

数値プロパティでは、数値の記入を求められます。

オプション

オプションプロパティは、固定されたオプションリストの中から選択できます。
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オブジェクト

オブジェクトのプロパティは、他のオブジェクトを参照します。

上の例では、メッシュをオブジェクト・プロパティとして強調しています。この例では、メッシュプロパティはRectangleメッ

シュに設定されています。

配列

配列プロパティは、オブジェクトのプロパティが他のオブジェクトのリストを指している場合に、それを編集するために使

用します。

上の例では、メッシュプロパティを左クリックして、メッシュオブジェクトライブラリを開いています。オブジェクトライブラリに

は、凹面や円柱などのメッシュオブジェクトが含まれており、これらを矩形メッシュオブジェクトと交換できます。

Rectangleオブジェクトが他のオブジェクトのリストを指しているので、これは配列プロパティの例です。

以下の情報では、4種類のオブジェクトプロパティの編集方法について詳しく説明しています。

数値プロパティの編集

幾つかの方法で、数値のプロパティを編集できます:

スクロールホイールで調整する

プロパティ名またはテキストフィールドを左クリックし、マウスのスクロールホイールを使って数値プロパティを調整します。

ホイールを1ステップ動かすごとに、ステップの値が加算・減算されます。左のShiftキーを押しながらだと10倍速く、左の

Ctrlキーを押しながらだと10倍遅くステップします。

矢印キーで調整

プロパティ名またはテキストフィールドを左クリックし、矢印キーで値を調整します。矢印キーをクリックするたびに、ステッ

プの値だけ値が調整されます。

数値を直接入力する

プロパティ名またはテキストフィールドを左クリックし、古い値に代わる新しい値を入力します。

数式を入力

プロパティ名またはテキスト・フィールドを左クリックし、(1 + 5)*4のように数式を入力します。Enterキーを押すと、数

式が結果に置き換えられます。
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数値プロパティの最小値と最大値を変更します。

オブジェクトのプロパティ名を右クリックすると、小さなエディタが開き、4つの値が表示されます:最小、最大 、ステップ

およびダンピング。デフォルトでは、min > maxのとき、制限はありません。min < maxの場合、数値のプロパティは自動

的に最小 /最大の範囲に制限されます。

スクリーンオブジェクトのScaleプロパティの最小値と最大値の制限

数値プロパティのステップを変更する

ステップ値は、数値のプロパティが変化する際の増分を制御します。

スクリーンオブジェクトのスケールプロパティのステップ値

ダンピング

数値パラメーターがMIDIサーフェスコントロールにリンクされている場合、ダンピング値は入力されるMIDI値を0-255の

範囲 ( MIDIは0-127の範囲のみ)に平滑化できます。ダンピング値を高く設定すればするほど、変換はよりスムーズに

なります。



151

スクリーンオブジェクトのスケールプロパティのダンピング値

disguiseソフトウェアでMIDIコントロールサーフェスと数値パラメータをリンクさせる方法は、式のセクションを参照してく

ださい。

オプションプロパティを編集する

オプションのプロパティ名または値を左クリックすると、利用可能なオプションの小さなメニューが表示されます。必要な

オプションを左クリックします。

オプションプロパティは、Screenオブジェクトのコンテンツの表示方法を決定するものです。

オブジェクトのプロパティを編集する

プロパティが参照するオブジェクトを調査または編集するには、オブジェクトプロパティ名またはサムネイルを右クリックし

ます。
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メッシュを右クリックして、オブジェクトのプロパティ(この例では長方形 )にアクセスします。

配列のプロパティを編集する

オブジェクトを別のオブジェクトに入れ替えるには、オブジェクトのプロパティ名またはサムネイルを左クリックします。オブ

ジェクトライブラリーが表示されます。オブジェクトのサムネイルを左クリックして、そのオブジェクトを選択します。

メッシュを左クリックしてメッシュオブジェクトライブラリにアクセスし、オブジェクトを別のオブジェクトに交換できます。

オブジェクトのプロパティの説明

disguiseソフトは、さまざまなオブジェクトの特性について有益な説明を提供できます。disguiseでオブジェクトのプロパ

ティの説明を表示するには:

F1キーを押します。

マウスカーソルをオブジェクトに合わせます。そのオブジェクトのプロパティの説明を提供するテキストボックスが

表示されます。
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F1キーを押しながらマウスカーソルを特定のプロパティに合わせると、便利なテキストボックスでオブジェクトのプロ

パティが説明されます。

F1を押すと、このモードが終了します。

F1を押すとショートカットメニューが表示されます。ショートカット・メニューの詳細、およびdisguiseのすべてのショート

カットを学ぶには、ショートカットのサブチャプターを参照してください。

セパレータ・タブ

オブジェクトエディタには、セパレータタブと呼ばれる要素があります。これは、横向きの三角矢印 (閉じているとき)また

は下向きの三角矢印 (開いているとき)が付いた薄い灰色のバーとして表示されます。セパレータ・タブは、エディター・

テキスト・フィールドやコマンド・アクションを隠し、それらを適切なグループにまとめます。セパレータ・タブを左クリックする

と、開閉できます。

スクリーンオブジェクトエディタを様相、アウトプット、階層に分割するセパレータタブ
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Multi-edit
As of r16, you can select and edit most user creatable objects in a single editor.

Selecting multiple objects
Objects can be selected from their manager by holding CTRL and left clicking each individual item, or by

holding shift and selecting the first and last object in a range.
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Editing multiple objects

1. Right click the selected objects from the manager or list.

2. The multi editor opens.

3. Select the items in the editor you wish to edit.

To select all, use hold SHIFT, left click the first and then last.

To select a sub set, hold CTRL and left click the desired objects.

4. Enter a new value for the field you are editing, press enter to apply that to all other selected items.
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注意 : Not all objects in disguiseソフトウェア currently support multi-edit functionality, so

occasionally you may find something that does not work with this functionality.If this occurs, please

contact disguise support.

Managing parameters displayed by multi editor
You can show/hide columns in the multi editor by right clicking the header and toggling parameters on and off.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Object assignment hotkeys
In r17.3 keyboard shortcuts can be set for user creatable objects, such as mappings, videoClips, Textures

etc, allowing them to be placed on keyframe editors via a keyboard shortcut.

Assigning hotkeys
Open an Object manager, such as VideoClip or Texture.This can be done from a layer by left clicking the

parameter to open the keyframe editor.

1. Left click the small arrow in the titlebar or right click anywhere in title bar.

2. The quick select slots editor is displayed.

3. Select a slot by left clicking, this highlights the target slot.

4. Select an object from the view by left clicking it.
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5. The target slot is populated with the resource (as opposed to adding a keyframe to the keywidget).

6. Close the quick select slots to re-enable clicking a resource in the object view to target the timeline.

Using hotkeys
When a keyframe editor is open that has objects that have hotkeys assigned, press the corresponding number

on your keyboard to quickly add that object as a keyframe at the current playhead position.

Removing hotkeys

1. Left click on a number slot

2. Left click Clear Selected or Clear All to remove all assignments.

The role of None:

By default the rest of the hotkeys (5, 6, 7, 8, 9, 0) are assigned to None.This does not represent empty for

properties such as Palette & Media/Video.The assignment of “None” within these properties to a number slot

is of utility as it can be used to cut a video to black.For properties such as Mapping “None” represents the state

of being empty.
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Object tracking source

Overview
Object tracking source, added in r16, allows the user to easily link an object in disguiseソフトウェア stage to an

automation object.This helps to make it clearer, which automation devices are controlling which elements in the

stage and enables the user to assign whole sets of axis to an object at a time.

Workflow

1. Create objects in the stage, such as screens, projectors, props etc.

2. Create an automation device.

3. Configure the automation device.

4. Assign the tracking source of the object to the automation device.

Example

Generated workflow
When setting up your automation device, create the axis as normal, but do not set the property field or object

field.

1. Right click an object to open its properties.

2. Left click the Tracking Source field.

3. Assign the object to a set of incoming automation axis.

../../Configuring/Devices/Automation/Old_Creating-a-new-Motion-Controller.html


161

4. Surface should use chosen axis orbit/ position information.

Offset and Rotation fields should turn green to indicate that they are being controlled by

automation.

5. To clear, click the Tracking Source field and select None.

Per axis workflow
When setting up your automation device, create the axis as normal, but do not set the property field or object

field.

1. Right click an object to open its properties.

2. Left click the Tracking Source field.

3. Enter a new objecttrackingsource name and click OK.

4. Use the editor to assign each automation axis to a property of the object.I.E. Axis 1 controls X offset.

Offset and Rotation fields should turn green to indicate that they are being controlled by

automation.

5. To clear, click the Tracking Source field and select None.

6. Also try to set and then adjust the frame of reference in order to transform the input positions.E.g.units

or stage center.
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オブジェクトのインポート／エクスポート

プロジェクト間でオブジェクトを転送する

Disguiseでは、1つのプロジェクトからオブジェクトをエクスポートし、それを別のプロジェクトにインポートすることができま

す。例えば、トラック、ステージオブジェクト、デバイスを1つのプロジェクトから別のプロジェクトにエクスポートできます。オ

ブジェクトがプロジェクト内の他のリソースに依存している場合 (例：トラックに幾つかの異なるマッピングを使用するレイ

ヤーが含まれている場合)、ソフトウェアはすべての依存オブジェクトを同じエクスポートパッケージに自動的にバンドル

します。

ここでは、トラック、サーフェス、スクリーンのポジションレシーバーをProjectAからProjectBに転送する方法を説明しま

す。disguiseソフトウェアの他の多くの種類のオブジェクトは、説明されている手順を踏むことでエクスポートおよびイン

ポートができます。

注意 : r14.4以降では、インポート機能を使用する前に、エクスポートされたオブジェクトと同じ名前のデバ

イスをProjectBで作成する必要があります。これは将来のリリースで修正される予定です。

注意 : ビデオファイル、ビットマップ、スクリーンメッシュなどのアセットは、ウィンドウズの新しいプロジェクトの

フォルダに手動で転送する必要があります

ワークフロー

1. ProjectAでオブジェクト ( トラック、レイヤー、デバイスなど)を作成します。

2. エクスポートするオブジェクトエディターのヘッダーを右クリックします。

3. エクスポートオプションをクリックします。このファイルは、プロジェクトの出力フォルダにある個別のD3EXPORT

ファイルに書き込まれます。

4. ProjectBのプロジェクトフォルダに、パッケージフォルダを作成します。

5. ProjectAの出力フォルダにあるD3EXPORTファイルを、ProjectBのパッケージフォルダにコピーします。

6. ProjectBに全く同じ名前のオブジェクトを作成します。
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7. 新規作成したオブジェクトのオブジェクトエディターのヘッダーを右クリックします。

8. インポートオプションをクリックして、インポートしたいファイルを選択します。

9. オブジェクトの中で、インポートしない項目を左クリックします。

10. エディタの上部にある「選択したオブジェクトをインポートする」のボタンをクリックします。

例

トラックを別のプロジェクトに転送する

ProjectAからトラックをエクスポートするには:

1. エクスポートするトラックのあるProjectAを起動します

2. トラックのタイトルバーを右クリックして、トラックエディターを開きます

3. トラックエディターのタイトルを右クリックします

4. エクスポートを左クリックします

プロジェクトフォルダ内の出力サブディレクトリにファイルが作成されます。このファイルには、トラックの内容、レイヤー、

およびトラックが参照するリソース(ビデオファイル、マッピング、オーディオパッチなど)が含まれます。
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トラックをProjectBにインポートするには:

1. ウインドウズで、プロジェクトフォルダにパッケージという新しいサブディレクトリを作成します

2. エクスポートしたファイルを、ProjectBの新しいパッケージフォルダにコピーします
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3. ProjectBを起動します

4. mytrackという新しいトラックを作成します(インポートするトラックと全く同じ名前でなければなりません)。

5. トラックのタイトルバーを右クリックして、トラックエディターを開きます

6. トラックエディターのタイトルを右クリックします
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7. インポートを左クリックします

8. インポートするファイルを選択します

リストが表示され、mytrack、およびmytrackと一緒にエクスポートされた依存リソースが含まれます。同じ名

前のオブジェクトがすでにProjectBに存在する場合は、それをクリックするとProjectAからのバージョンで上書

きされるのを防ぐことができます。
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9. 選択したオブジェクトをインポートするをクリックすると、選択したオブジェクトがProjectBに入ります

サーフェス(または他のステージオブジェクト )を別のプロ

ジェクトに転送する

ProjectAからサーフェスをエクスポートするには:

1. ProjectAでスクリーンを右クリックします

2. スクリーンエディターのタイトルを右クリックします

3. エクスポートを左クリックします

サーフェスをProjectBにインポートするには:

1. ProjectA/出力からエクスポートされたものをProjectB/パッケージにコピーします

2. ProjectBで、my surfaceという名前の新規サーフェスを作成します(インポートするサーフェスと全く同じ名前

でなければなりません)。
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3. mysurfaceのタイトルを右クリックします

4. インポートを左クリックします
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5. インポートするファイルを選択します

6. 選択したオブジェクトをインポートするをクリックすると、エクスポートされたデータがmysurfaceのプロパティに

上書きされます

ScreenPositionReceiver(またはその他のデバイス)を別

のプロジェクトへ転送する

ProjectAからScreenPositionReceiverをエクスポートするには:

1. ProjectAでデバイスエディターを開きます

2. スクリーンエディターのタイトルを右クリックします
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3. エクスポートを左クリックします

ScreenPositionReceiverを ProjectBにインポートするには:

1. エクスポートしたファイルを、ProjectA/出力からProjectB/パッケージにコピーします

2. ProjectBで、新しいScreenPositionReceiverをmypositionreceiver という名前で作成します(インポート

するデバイスと全く同じ名前でなければなりません)。

3. mypositionreceiverのタイトルを右クリックします
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4. インポートを左クリックします

5. インポートするファイルを選択します

6. ProjectBに上書きしたくないオブジェクトの選択を解除します。選択したオブジェクトをインポートするをクリッ

クし、選択したオブジェクトのデータをインポートします
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コンテンツマネジメント概要

コンテンツマネジメントは、コンテンツバージョン管理、プロキシ管理およびフレーム置換から成る3つの広いエリアに分

類されます。

コンテンツバージョン管理

disguiseソフトウェアは、ビデオ・ファイル名のバージョンタグを読み取ります。(_vXXX、『 XXX』は1文字以上の

数字で、任意で文字が後続する)

ソフトウェアの実行中でも、新しいコンテンツバージョンをアクターをコピーすることができます。(実行中のファイル

に上書きしない場合のみ)

ファイルの新バージョンが到着すると、ソフトウェアは自動的にタイムライン上のより古いすべてのバージョンを置

換します。

アセットを即時により古いバージョンに戻すこともできます。

新しいコンテンツがマシンに到着すると、リフレッシュする必要なく即時に利用可能になります。

コンテンツがアクター上で利用できない場合、disguiseは、タイムライン上のレイヤーに色をつけて(間違った

バージョンは黄、コンテンツがない場合は赤 )警告を表示します。

プロキシ管理

ノートパソコン上で多数の大きなビデオファイルでショーを並べ替える場合は、低解像度バージョン(プロキシ)と

置換できます。

プロキシファイルはビデオファイル名に'_proxyXYZを追加することで示されます。XYZは任意の数字となってい

ます。より数字が大きいほど解像度がより低いことを示します。

ビジュアライザーでは、disguiseはカメラ・ポジション(ステージビュー)または表示位置とズーム(フィードビュー)を

使用して、表示するプロキシレベルを選択します。
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フレーム置換

ビデオファイルの新バージョンで、ビデオファイル全体のフレームのサブセットのみを置換することができます。

バージョン管理タグの後にタグ'_frameXYZ'を追加すると(フレーム番号はXYZ)、disguiseはこのビデオファイル

をファイルへの「パッチ」として解釈します。

これは、クリップあるいはショートランの損傷した単一のフレームや誤ったフレームを置換する場合、作業時間

を節約できます。

警告 : フレーム置換機能では、使用するバージョン管理タグが、置換されるファイルよりも高いこ

とが必要です。

を選択します。例えば、「Video_v1.mov」と呼ばれるファイルのフレーム130からのコンテンツを置

換するには、置換ファイルに「Video_v2_frame130.mov」の名前を付けます。

メディア取り込みの履歴ツール

disguiseは新しいコンテンツを分析し、メディア取り込みの履歴ツール内に表示します。

これは、ファイル名の命名やスペルのミスを見つけて修正するために使用されます。
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対応ファイル形式

disguiseソフトウェアは、ビデオ、オーディオ、静止画、3Dモデルなどの複数のコンテンツフォーマットに対応しています。

最適なパフォーマンスを得るためには、これらのフォーマットを使用することが重要です。ここに記載されているフォーマッ

トのみが正式にサポートされています。

動画ファイル

disguiseソフトウェアは、以下のコーデックを使用したQuicktime .movファイルに対応しています：

QuickTime DXVバージョン2。ダウンロードセンターからDXVコーデック( MacまたはWindows用 )をダウンロー

ドしてください。

QuickTime HAP、HAP Alpha、HAP-Qです。MacまたはWindows用のHAPコーデックは、ダウンロードセン

ターからダウンロードしてください

QuickTimeアニメーション。

警告 :デルタフレームには対応していません。動画はすべてのフレームにおいてキーフ

レームを指定して書き出す必要があります。

NotchLC。

プリマルチプライドとストレート /マット・アルファの比較

動画や画像にレンダリングされるアルファは、出力時に合成されたときの表示に影響する微妙な違いがあります。プ

リマルチプライドとストレート・アルファでは、どちらを使用するかによって異なるブレンドモードが必要になります。

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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disguiseソフトウェアではどちらが良いということはありませんが、プリマルチ・アルファを使用したコンテンツを使用する

場合は、ストレートアルファに使用するアルファではなく、プリマルチ・アルファのブレンドモードを使用する必要がありま

す。

尚、純粋なアルファのワークフローでは、グラデーション全体を通してフェードされる色が完全な強度である必要があ

りますが、アルファ成分のみがフェードされるため、アルファの背景に対してファジーなエッジを作成する場合は、プリマ

ルチ・アルファが通常唯一のオプションとなります。コンテンツ制作のパッケージではそのような作成は困難であるた

め、このような場合はプリマルチ・アルファに頼る方が理にかなっています。

動画ファイルおよび静止画の最大解像度

disguiseソフトウェアは、片方向16384ピクセルまでの動画ファイルと静止画に対応しています。

すべてのヘッドが同じ解像度にゲンロックされている場合、4x4proサーバーは、HAPまたはDXV(アルファな

し)にエンコードされている時には最大32本のHDビデオを同時に再生することができます。

注意 :対応するビデオロードについては、disguiseのウェブサイトの各製品ページをご覧ください。

r14.3以前のオーディオファイル

量子化されたトラックのオプション 1:

.mp3

ステレオ16ビット

44.1Khz、固定ビットレート。現在、d3は44.1KHzにのみ対応しており、それ以外の周波数ではエラーが発

生します。

256 Kb/秒は品質とファイルサイズのバランスがとれた推奨値です。

http://www.d3technologies.com/products/4x4pro
http://www.disguise.one/en/
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量子化されたトラックのオプション 2:

.wav

ステレオ16ビット

44.1KHz

量子化されたトラックのオプション 3:

.aiff

ステレオ16ビット

44.1KHz。現在、d3は44.1KHzにのみ対応しており、それ以外の周波数ではエラーが発生します。

Quicktime.movファイルに埋め込まれたオーディオ用 :

.mov

非圧縮

ステレオ16ビット

44.1KHz。現在、d3は44.1KHzにのみ対応しており、それ以外の周波数ではエラーが発生します。

注意 :マルチチャネルオーディオのサポートについては、出力のマルチチャネルオーディオのページをご覧く

ださい。

r14.4以降のオーディオファイル

これらのオーディオファイルフォーマットは、オーディオレイヤーで使用できます：
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以下のプロパティの非圧縮WAVファイル

符号なし8ビット、符号あり16ビット、24ビットまたは32ビットPCM、32ビットまたは64ビット浮動小数点エン

コーディング

最大192kHzのサンプルレート

1または2チャンネル

以下のプロパティの非圧縮AIFFファイル

符号なし8ビット、符号あり8ビット、16ビット、24ビットまたは32ビットPCM、32ビットまたは64ビット浮動小数

点エンコーディング

最大192kHzのサンプルレート

1または2チャンネル

以下のプロパティのMP3

最大320kpsのCBR(可変ビットレートは非対応 )

8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHzのサンプルレート

ステレオ、ジョイントステレオ、モノラル

注意 :本ソフトウェアは内部的に32ビット浮動小数点オーディオパイプラインを使用しているため、オー

ディオ出力に合わせたサンプルレートで32ビット非圧縮WAVエンコーディングを使用することで最高のパ

フォーマンスが得られます

r15.2以降のオーディオファイル

これらのオーディオファイルフォーマットは、オーディオレイヤーで使用できます：
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以下のプロパティの非圧縮WAVファイル

符号なし8ビット、符号あり16ビット、24ビットまたは32ビットPCM、32ビットまたは64ビット浮動小数点エン

コーディング

最大192kHzのサンプルレート

以下のプロパティの非圧縮AIFFファイル

符号なし8ビット、符号あり8ビット、16ビット、24ビットまたは32ビットPCM、32ビットまたは64ビット浮動小数

点エンコーディング

最大192kHzのサンプルレート

以下のプロパティのMP3

最大320kpsのCBR(可変ビットレートは非対応 )

8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHzのサンプルレート

ステレオ、ジョイントステレオ、モノラル

静止画

disguiseが対応している静止画フォーマットの優先順位 :

.png(アルファチャネル対応 )

.jpeg (アルファチャネル非対応)

.bmp (アルファチャネル対応 )
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.tiff (アルファチャネル対応 )

.exr(静止画のみ;disguiseexr配列のリアルタイム再生は非対応 )

注意 :サポートされる最大のテクスチャサイズは16k x 16kです。disguiseは、非常に大きなテクスチャ解

像度 ( 4k～16k)をHAP / DXV Quicktimeムービーに変換すると、より速く処理できます。タイムライン上

を遷移する静止画が多い場合は、HAP / DXV Quicktimeムービーに変換する必要があります。

イメージシーケンス

TGA

TIFF

DPX

8ビットと10bitは必要に応じてサポートされます。すべてのフォーマットは、アルファチャンネルの使用( 10bitDPXを除

く)、および任意のフレームレートをサポートしています。

注意 :他のフォーマットでも動作する場合はありますが、上にリストされたもののみが正式なテストで確

認済みです。

詳しくは、イメージシーケンスをご覧ください。

3Dメッシュ

.Objファイルのみ。

ビデオスクリーンのメッシュファイルとして使用する.objファイルは、UVマップが必要です。
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プロップのメッシュファイルとして使用する.objファイルは、UVマップの必要はありません。

注意 : disguiseソフトウェア用の3Dメッシュの準備については、3Dの基礎知識のサブチャプターを参照し

てください。

アレンビック・ファイル

メッシュのアニメーションにより優れたサポートを提供するため、disguiseソフトウェアはアレンビック( .abc)ファイルをサ

ポートしています。ファイルをメッシュオブジェクトフォルダに入れてプロジェクトに取り込み、通常はOBJを選択するとこ

ろをファイルを選択するだけです。

現在対応しているもの:

Xform

PolyMesh

現在非対応なもの

カーブ

ポイント

カメラ

SubD

NuPatches

FaceSet

ライト

マテリアル

カスタムデータ
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アレンビックファイルの書き込み

ステージ上のアレンビックオブジェクト ( メッシュなど)を選択する。
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コンテンツバージョニング

コンテンツバージョニングはdisguiseソフトウェアの強力な機能で、ファイル名に基づいてメディア・ファイルを容易バー

ジョン化し、続いて置換することができます。リハーサル全体にわたってコンテンツ開発が継続され、disguiseプログラ

マーが、異なるアセットバージョン間を切り替える迅速な方法を必要とするようなショーに役立ちます。

ビデオコンテンツを含むメディア・ファイル保存場所の詳細は、メディア・ファイルの配置トピックをご確認ください。

新しいファイルは以下のいずれかを含んでいます:

バージョンタグなし(myfile.mov)。

数値のバージョンタグ(myfile_v2.mov)、

日付バージョンタグ(myfile_v20210602a.mov)

日付バージョンタグはYYYYMMDDLフォーマットで、Lの部分がa、b、c...などとなります。

日付バージョンタグもまたYYYYMMDDHHMMに拡張でき、HHが時間でMMが分になります。

バージョンタグはアルファベット順に分類されます、つまり_v20210602bは_v20210602aよりも新しいバージョンとみなさ

れます。

disguiseソフトウェアは、バージョンタグを削除してステムファイル名を作成し、そのステム名で新しいビデオクリップを作

成します。

パスネーム全体でバージョンタグが2つ以上存在する場合があります、つまり必要な場合は各バージョン日のフォル

ダーを作成することが可能です。しかしながら、これはエラーが発生するリスクがあることに注意してください。つまり誤っ

てファイル名に異なるバージョンタグを追加してしまうと、結果は予測できなくなります。

ファイルの新バージョンを追加するには、VideoFileフォルダーの古いバージョンの横に新バージョンをコピーします。

disguiseソフトウェアは自動的に既存のクリップとステムファイル名をマッチさせ、新バージョンをロードします。これは直

ちに再生されます。

disguiseソフトウェアは、タイムラインのどこで発生してもより古いバージョンのファイルを置換します。
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例

アセットバージョンの確認

1. ビデオクリップエディタを開きます(ビデオレイヤーのビデオクリップを右クリックします)。

2. バージョンタブを選択し、アセットを右クリックすると、ファイルコンテンツのシンプルなグラフィックが表示されま

す

‘glowing_circles_v2.mov追加後のglowing_circles.mov’のVideoClipとVideoAssetエディター



185

注意 : VideoAssetエディターを開いて各バージョンの隣の「オン」ラベルをクリックして設定を｢オフ｣にする

ことにより、ファイルの旧バージョンに戻すことができます。
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Adaptive Proxies

The disguise software recognises proxy videofiles with a ‘_proxy’ tag.

myfile_proxy1.mov is ‘proxy 1 (half-resolution) of an asset called myfile.mov’

myfile_proxy2.mov is ‘proxy 2 (quarter-resolution) of an asset called myfile.mov’

myfile_proxy3.mov is ‘proxy 3 (1/8-resolution) of an asset called myfile.mov’

You are free to create any number and mix of proxies for video assets that you wish.

The proxy tag number is optional.Proxies with numbers do not have any stipulations, however we

recommend that proxy1 is half resolution, proxy2 is quarter resolution, proxy3 is one-eighth resolution, and so

on.

Example
You have four 4K screens in your project, which you wish to sequence on an HD laptop.Your usual view would

be zoomed out so that all four screens fit into your viewport.In this case, disguise would recognise that each

screen is under 500 pixels across in the visualiser, and would therefore step the content down to proxy3 (1/8th

resolution).

(Note that you won’t be able to see the difference)
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If you zoom in so that only a single screen is in the visualiser, disguise would increase the resolution being

played on that screen, but stop playing content for all off screen surfaces :
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Zoomed in view selects higher-resolution proxies, stops rendering other screen.

Proxies will never be played onto any surface that goes out to the stage.If a machine is an Actor or a non-

dedicated Director, if a screen or projector appears in any of its feed rectangles, then that machine will only

play full-resolution content on that surface.

In time-pressured situations, it may be useful to update to a new proxy version on the editor or Director, so that

sequencing can progress while waiting for the full-resolution version to render and copy.The timeline will

always warn you when the copy being rendered to stage is different than the one in the visualiser.

注意 : proxies are only used on Dedicated Directors or Editors
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カラープロファイル

カラープロファイルはdisguiseソフトウェア内のオブジェクトで、コンテンツが制作される色空間と、出力される色空間の

特定を可能にします。それによってdisguiseソフトウェアは、求められる色の詳細を保存するために2つの色空間の間

で変換することができます。

概要

disguiseソフトウェアは新しい機能として、画面だけでなく、コンテンツにもカラープロファイルを適用できます。

カラープロファイルは色空間仕様およびガンマ・カーブから構成されています。

カラープロファイルはLEDスクリーン、DMXスクリーンおよびDMX Lightsスクリーンのオブジェクトでサポートされます。

色空間

色空間は、特別の信号チェーン(コンテンツソース>-表示デバイス)内で達成可能な色の範囲を定義します。異なる

信号チェーンは異なる色空間を可能にします。これは、色の深さ(8ビットあるいは10ビット )とは直接関連しませんが、

一定の関係が存在します。色の深さは、利用可能な色空間の解像度の増加として解釈できます。

コンテンツチェーンを考慮する場合、色空間は重要になります。これはコンテンツが制作される色空間がチェーン全体

にわたって保存され、同じ色空間で出力できることを保証するためです。

disguiseソフトウェアの色空間はsRGBです-別名 Rec.709としても知られています。

ガンマ

RGB(赤、緑、青 )で色を示す場合、全出力の部分として、各りん光体から発せられる光の量が指定されます。しか

しここで実際に指定しているものは、出力装置 (プロジェクター、LEDプロセッサーなど)上のピクセルにかけられる電圧

です。これらのデバイスは、電圧に直線的には応答しません。そこでガンマカーブが、コンテンツとディスプレイの非線形

の関係を修正する方法として使用されます。

ワークフロー

カラープロファイルは、disguiseソフトウェア内の個別のオブジェクトで、コンテンツに適用できます。ワークフローは、カ

ラープロファイルマネージャーで新しいカラープロファイルを作成する部分と、そのプロファイルをコンテンツに適用する部

分の2つで構成されています。
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コンテンツカラープロファイルの適用

コンテンツレイヤーを開きます。

コンテンツサムネイルを右クリックします。

カラーシフト タブを開きます。

カラープロファイルのプロパティを使用して、クリップに新しいカラープロファイルを適用します。

カラープロファイルの作成

ビデオレイヤーを開き、コンテンツを適用します。

メディアのサムネイルを右クリックし、カラーシフトのタブを展開します。

カラープロファイルの新規作成。
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名前フィールドに新しいプロファイルの名前を入力します。

Enterを押下するかOKをクリックします。

プロファイルエディターでは、色空間およびガンマカーブを指定します。
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Colour shifts
A colour shift is a discrete object within disguiseソフトウェア that allows you to alter the colour properties of a

piece of content.

ビデオクリップにカラーシフトを適用する

個々のビデオクリップにカラーシフトオブジェクトを添付し、そのビデオクリップを使用する度に同じようにカラーシフトで

きます。その後このビデオクリップをキーフレームエディター上に配置し、ビデオクリップを連続させることができます。こ

れを行うには：

1. Create aビデオ layer.

2. Open the Video Clip editor by right-clicking on the media thumbnail in the layer editor.
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3. Note: making changes to properties of a clip alters the state of the clip, and any changes made will

appear in each instance where the clip is used.For this reason, it is recommended to make a duplicate

of the clip and then make changes to the duplicate, keeping the original in its unaltered state.
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To duplicate the video clip, begin by right clicking the header of the clip options and typing the name of

the new video clip into the duplicate text field and hitting Enter .ビデオクリップエディターのタイトルバー

が変更され、新しいビデオクリップのオブジェクトエディターになっています。The video clip will also be added

to the Video keyframe editor at the current playhead position.

4. ビデオクリップエディターからカラーシフトを左クリックします。This will open the Colour Shift manager

showing a list of colour shift objects.ビデオクリップに割り当てられたカラーシフトオブジェクトが無題の場合

もありますが、その場合はそのクリップに固有のものです。Renaming the colour shift object will add it to

the ColourShift manager, allowing it to be used by multiple clips.

5. 新しいカラーシフトオブジェクトの名前 (例：彩度 )を新しいカラーシフトテキストフィールドに入力し、Enterを

押して、カラーシフトオブジェクトを作成し、ビデオクリップに添付します。これによりカラーシフトエディターが開

きます。For information on the Colour shift properties please visit the section 'Colour Shift' in the

Common layer properties sub-chapter.
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6. プロパティを編集します。この例では、彩度スケールプロパティを0に減らして、ビデオクリップの彩度を下げて

います。
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ACES
The Academy Colour Encoding System (ACES) is a colour space management workflow specifically

designed to make capturing and displaying video in the correct colour format easier to achieve in film

pipelines.

Overview
ACES (Academy Color Encoding System) is an open device-independent color management and image

interchange system. It enables creation of digital masters suitable for long term archiving. It is also a set of

developer tools: a suite of encoding specification, transform definitions and guidelines, archive-ready image

data and metadata container specification. In simple language - it allows color transformation/conversion

across screens.

Supporting ACES inside of disguiseソフトウェアallows disguise to be used as part of a colour-managed workflow

alongside other ACES-compatible software such as Davinci Resolve, Autodesk Maya, Foundry Nuke and

Unreal Engine.

For more information on colour spaces and colour management please visit this link,

Why does ACES define multiple colour spaces?
To be able to transform between these spaces, a space wide enough to contain the entirety of both the larger

space and the smaller space is required. To this end, ACES defined the AP0 colour space, used in ACES-

2065-1, which is the largest red triangle in the diagram. It is intended to be a futureproof archival colour space

and so contains all possible colours in the CIE diagram, but in a red, green, blue triple rather than the more

awkward CIE XYZ format.

For day-to-day use, ACES also defines the AP1 space, which is intended to be larger than all colour space

formats currently in use (i.e. rec2020 and P3-DCI). AP1 is used in the ACEScc, ACEScct and ACEScg

spaces.

Colour-management.htm
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ACES defines multiple different colour spaces, each with their own intended purpose:

ACES-2065-1 is the only space using the AP0 colour primaries. It is intended for transforming between

different ACES colour spaces, and for archival purposes.

ACEScc uses the AP1 colour space with a log-based transfer function and is intended for use as an

intermediate format in colour grading, where a log curve is preferred to preserve maximum detail in

brightness gradients.

ACEScct is identical to ACEScc but with a “toe” that keeps black values away from zero.

ACEScg uses the AP1 colour space with a linear transfer function and is intended for use as an output

format for graphics renderers, which produce linear output natively.

ACESproxy is similar to ACEScc but is specified for fixed-point output rather than floating-point output,

in the case where floating-point transport is not available, e.g. if the image must be transferred via SDI.

Note that disguise does not implement ACESproxy.

Each of these colour spaces has specific strengths for specific workflows.

disguise works in ACES-2065-1, for maximum compatibility with these as well as other colour spaces users

may require.

Workflows

Within disguise

1. Right click the d3state editor in the dashboard and select Project settings

2. Set the Colour management option to ACES. The transform options will not be available unless the

project is set to ACES mode.
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3. On every video clip/asset, right click on the thumbnail from the Media field of any content layer.

4. Expand the Colour shift tab.

5. Set the Input transform to the format that the content was authored in.
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6. The content should reflect more accurately in the visualizer.



201

Note that you can view the content library in table form and use Select All to bulk change a whole

folder.

7. On all LED screens in the visualizer, right click and set the Output transform to the desired format for

the LED processors.
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Note that all screens can be bulk selected from the stage editor and edited at once.

8. Optional: A LUT file can be applied using a LUT layer.

注意 : In previous versions of disguise, LUTs had to correspond with the colour space of

the project. Now in the LUT layer, a pre and post transform can be applied to mix LUTs and

colour spaces by conforming to the ACES workflow.

On the connected hardware

1. Set the output transform to match the chosen format set on the LED screen objects.

注意 : Note that disguise does not embed any HDRmetadata in the video signal so the

display device must be set at the other end to the matching format.
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Additional notes:

Author any static video content in the colour space and gamma curve that you are intending to

use.

For true HDR video playback from video content, a DPX 10-bit image sequence is best.

For Generative Layers there is no Input Transform to pick.

RenderStream-Render Engine Workflow
If the disguise project is configured for ACES transforms, the incoming RenderStream content from a third

party render engine can be configured to HDR for compatibility. In this example we demonstrate with Unreal,

but the ACES workflow may also be used with other render engines.

1. Choose your colour space in Unreal

2. Set Execute Console Command nodes:

r.HDR.Display.OutputDevice

r.HDR.Display.ColorGamut

3. Set after Event BeginPlay in the project blueprint: these settings tell the project to output in this format

when the stream begins.

In the disguise project

1. In the Project settings, set the Colour management option to ACES.

2. In the RenderStreamレイヤー layer in disguiseソフトウェア, right click the asset to enable ACES Colour

Management and set transform to the incoming format as determined in the Unreal output settings.
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注意 : The ACEScg format is tested in house and supported by Unreal for 10bit and HDR.

3. On all LED screens in the visualizer, right click and set the output transform to the desired format for

the LED processors.

注意 : Note that all screens can be bulk selected from the stage editor and edited at once.

On the connected hardware

1. Set the output transform to match the chosen format set on the LED screen objects.

2. Note that disguise does not embed any HDRmetadata in the video signal so the display device must

be set at the other end to the matching format.

ACESand the colour-managed workflow
ACES intends to provide a universal base for a colour-managed workflow, replacing individual bespoke

systems, to allow for accurate interchange between organisations as well as within, and for archival purposes.

ACES makes use of two important core concepts, “display-referred content” and “scene-referred content”.

Before your content enters an ACES pipeline, generally, it is “scene-referred”. Once it has left the ACES

pipeline, generally, it is “display-referred”.

Content which is produced by a camera or by a 3D renderer is “scene-referred”; that is, the values stored in

the image are interchangeable only with other images from that camera or renderer using the same settings.

By contrast, “display-referred” content has a direct relationship between the values stored in the image and

the expected colour and intensity of the image when displayed on a calibrated display.

As a user of imaging software outside of a colour-managed workflow, there are some unintuitive aspects of

using a colour-managed workflow. The ACES pipeline is designed to bring your content from designated input

or intermediate formats, such as ARRI LogC, Canon CLog3, or ACEScg to designated display output formats

such as sRGB, rec2020 or P3-DCI. While ACES provides transforms for bringing output content back into

ACES space, and these transforms are often necessary (e.g. if you have a camera that outputs rec709

content), the intention is that the pipeline is end-to-end with a single output stage. Bringing display-referred

content into ACES and putting it through a pipeline again is not transparent.
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Visit this link for a helpful ACES colourspace to RGB converter.

https://acescolorspace.com/rgb
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Frame Replacement
In disguise, if you want to replace a range of frames in a piece of content, you can render only those frames

that have changed, and tag them with a frame index.

The file that you are replacing frames with needs to have its own version number, so if the original video is

"myfile_V2", then the n in the format:

‘myfile_v3_frameXXX.mov’ where XXX is the first frame number to be replaced.Note that frame 0 is the first

possible frame in the clip, not 1.

For example:
the file ‘myfile_v3_frame187.mov’ replaces frame 187 onwards in ‘myfile_v2.mov

注意 : If you want to replace a set of frames in clip version V, the new clip should have a higher

version number (V+1), not the same number.

VideoAsset editor for ‘myfile.mov’ after adding myfile_v3_frame187.mov
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Media Ingestion History

There are two ways to access the Media Ingestion History:

Right click the d3 state menu in the dashboard and select Media Ingestion History

In the VideoAsset editor (by pressing the ‘find fragment -’ button).

In the latter case, the media import history editor is brought up with the search field pre-populated with the name

of the asset.

The Media Ingestion History can highlight any spelling or version number mistakes with the file naming which

may affect the Content Version Control.

Media Import History showing misspelled file stem name myfiel instead of myfile

There is a search feature for finding files.The search is fuzzy, so it will find all misspellings as well as correct

files.

Errors can be fixed directly in the Media Ingestion History by doing the following:

1. Right click incorrect asset name.

2. Select the option ‘move to asset’ and click the correct asset.
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Correcting an erroneous import caused by the spelling mistake

注意 : You can clear the media ingestion history from a project prior to running the project; right click

on the project file in the d3Manager and select "Clear Ingestion History".This will cause disguise to

rescan all media when the project is launched
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Manage old media

Manage old media is a tool within disguiseソフトウェア that allows the user to generate a list of unused versioned

media within the project and archive it.As this tool only works specifically with versioned content files, it is

generally used to cleanup the project and remove 'old' versions of content that are no longer used.

Versioned content uses tags such as "File_v1" or "File_20170602a".For more information, please refer to the

content versioning topic.

Accessing Manage old media

1. Right click the d3 state menu in the dashboard.

2. Left click Manage Old Media.
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Manage old media option.

Using Manage old media

1. Left click the Unlock button in the Manage Old Media editor.

The button will generate two lists, in use media and unused media, in the output folder of the project

file.These are for manual reference and deletion.

2. Left click the archive button and an automated process will move unused media to the "Archiver"

folder in your project's output folder.This can be deleted or transferred to a new location or external

storage location.
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Manage old media editor, with all files selected.

Text files written to the output folder, following an archive process.

注意 : You can specify a number of old versions to keep in the Manage Old Media editor.
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Archive unused objects

Archive unused objects is a tool to remove extraneous, unused files from a project.Similar to Manage old

media, this feature refers to objects such as video files, meshes, textures and audio files.This can be useful in

the case of low available storage on a machine, or simply making a project more organized.

Accessing Archive unused objects

1. Right click the d3 state menu in the dashboard.

2. Left click Project settings.
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Archive unused objects option.

Using Archive unused objects
Left click Prepare to Archive unused objects.

Clicking the Prepare to Archive unused objects will present a pop-up estimating how much free space will be

gained.

If you proceed, disguiseソフトウェアwill generate a new folder within the output folder of your project called

"Archiver"; this folder contains two text files and two scripts.

The text files ("Used" and "Unused") will create a list of the used and unused files found in the project.

The scripts will automate the process of either moving the unused media to the archiver folder or copying to a

folder you're prompted to specify.

注意 : This process is different than Archive project file which is a way of saving your file without

copying & pasting then renaming the d3 project file.
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Duplicating video clip instances
Video clips can be duplicated just the same as other objects within disguiseソフトウェア.This proves useful

for managing a single piece of content that has multiple sets of properties.

Distinction between VideoFile and VideoClip
VideoFile is the piece of content you place in the VideoFile folder which lives inside your Objects folder in your

project file.

VideoClip is an object inside disguiseソフトウェア that contains the VideoFile (or VideoFiles when versioning is

being used) as well as properties that you can apply to that file, outside of the normally keyframable

parameters.These properties are things such as FPS, In & Out frames and are covered in more detail in the

content properties topic.

Duplicating a VideoClip
Duplicating video clip assets is extremely useful if you want a piece of content that has different properties, such

as in and out frame but is the same VideoFile.

You could simply copy the content in the VideoFile folder, but this creates a hard copy of the file which therefore

increases storage space and means that disguiseソフトウェアhas to deal with a whole separate VideoFile, which

reduces efficiency.

By duplicating the VideoClip asset, you can have one single piece of media which has different properties

applied to it while still being a separate piece of media to choose from the VideoClip editor.

Example
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Open theビデオ layer.

Expand the media tab.

Open the video object keyframe.

Right click on an VideoClip from the picker to open it's properties.

Right click the header of the properties editor.

Choose duplicate .
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Note how a separate instance of this clip now displays in the video_clip picker.This clip can have a

different set of content properties than the original.
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イメージシーケンス

イメージシーケンスは、イメージの連続シーケンスをビデオとして再生します。

イメージシーケンスを有効化する

VideoFile内のフォルダで.seqで終わるフォルダーは、イメージシーケンスとして取得されます。このトピックの要件に一

致する限り、従来のビデオ・ファイルと同じように動作します。

サポートされるフォーマット :

TGA

TIFF

DPX

8ビットおよび10ビットがサポートされます。フォーマットはすべて、アルファチャンネルの使用 (10ビットのDPXは例外 )お

よびあらゆるフレームレートをサポートします。

注意 :その他フォーマットも利用できる場合がありますが、上にリストされたもののみが正式なテストで確

認済みです。
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シーケンス要件

サポートされるフォーマットと共に、disguiseソフトウェアが認識できるイメージシーケンスを作成する場合に従うべき

規則があります。これらの規則は安定した予測可能な再生を保証するためのものです。

フォルダー内のイメージ名の末尾はフレーム番号を指定します。例えば:My_video_00035.tifはシーケンスの

36番目のフレームになります。

追加の注意事項として、イメージ名はフォルダー名の前に付けます。

例 :My_video.seq\My_video_00035.tif。

番号は必ず0から始めます。

フレーム0とシーケンスの最終フレームの間の数字が飛ばないようにします。

同じイメージシーケンスフォルダー内でファイル形式を混合することはできません。

イメージシーケンスの取得

イメージシーケンスは、常に30fpsでインポートされます。再生 fpsはクリッププロパティから変更できます。

disguiseソフトウェア実行中にシーケンスにフレームを追加し、直ちに再生することもできます。再生に影響するた

め、フレームの受信中にシーケンスを再生することは推奨されません。

同様にdisguiseソフトウェアの実行中にイメージシーケンスのギャップを埋め、完了後にシーケンスを再生することが

できます。

フレームをシーケンスから削除する場合、まずプロジェクトを終了する必要があります。

イメージシーケンスフォーマットにエラーがある場合は通知されます。

コンテンツ管理

バージョンとフレーム置換、プロキシタグは、フォルダー名の.seq部分が末尾に存在する限り、通常のビデオと同じ

方法で作動します。
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例えば:My_video_v2_frame150.seqはMy_video.seqのフレーム置換になり、フレーム150からスタートします。タグ

は.seqフォルダにのみ適用され、イメージファイル自身には適用されません。

フレーム採番規則は、フレーム置換でも同じです。My_video_v2_frame150.seq内のフレームは、0から番号が付

けられます。

シーケンスがファイル名の終わりに.seqをつけずにインポートされてしまった場合、次のステップに従ってインポートされ

た数千件のイメージファイルを削除することができます:

1. プロジェクトを閉じます。

2. 不足している.seqをフォルダー名に追加します。

3. プロジェクトを開きます。

4. ビデオクリップエディタの不足タブを右クリックして、不足している項目を削除を選択します。短い動作休止

の後、イメージが削除されます。

性能

特定のパフォーマンス最適化により、TGAとTIFFには以下の設定が推奨されます。

TGA

RLE圧縮は使用しない

1ピクセル当たり24ビットで表示する必要な場合のみアルファチャンネルを含める

TIFF

IBM PCバイトオーダーを使用する

LZW圧縮は使用しない

セグメントサイズは、フレームの高さと等しくする(これはほとんどの場合デフォルトで、編集できません)

1ピクセル当たり24ビットで表示する必要な場合のみアルファチャンネルを含める
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DPX

完全に10ビットのパイプラインでうまく作動しない場合は、1つのチャネル当たり8ビットで表示する
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10bitコンテンツ

10bitコンテンツはr16で新しくサポートされています。このトピックは、注意が必要な既知のワークフローの課題を示す

ことを目標とします。

10bitコンテンツは、その他任意のコンテンツ同様にdisguiseソフトウェアプロジェクトに追加されます。詳細につ

いてはメディアファイルの配置をご覧ください。

10bitコンテンツは、disguiseソフトウェアが8ビットあるいは10bitモードであるかにかかわらず再生できます。

DPX10bitコンテンツのみ完全な作動試験を行っています。

10bitDPXファイルはアルファチャンネルを持つことはできません。

NotchLC10bitがサポートされます。これは技術的に最も高性能の10bitフォーマットdisguiseソフトウェアサポー

トです。

埋め込みHDRデータは現在サポートされていません。トーンマップ(LUTファイルの)を出力に適用しなければな

りません。

DPXシーケンスのビット深さは、8ビットモードの場合提供されません。

16ビットのファイル形式サポートは以下のとおりです:

オブジェクト /DxTextureからロードしたファイルは、d3のもとのビット深さまたは現在のビット深さにかかわらず、

r16では8ビットまでダウングレードされます。

オブジェクト /VideoFileからロードしたファイルは、d3の現在のビット深さにダウングレードされます。

PNGはダウングレードの際に一定の処理を実行する場合があります。
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Alembic Files
Alembic files are animated 3D mesh objects that can be imported and used within disguise.

Configuring an Alembic file within disguise

1. Open your project folder

2. Copy your working alembic file into the Mesh folder

3. Run your project

4. Right click on the Stage menu

5. Left click on the venue to assign one to the project.If the default 'none' is selected, create a new venue

6. Right click on the venue name and click on the + symbol to add a new prop.A prop can be a regular

mesh or alembic file located in the Mesh folder

7. Right click on the name of the newly created prop and under the Mesh property, select the alembic file

8. In the timeline, create an AnimateObjectPreset layer

9. Left click on the layer to open it's layer editor, and open the keyframe editor for the Config tab

10. Create a new screenconfiguration named "off" and hit the + icon to add the alembic prop to the

layer.Leave all fields at the default 0

11. Duplicate this configuration and name it "on"

12. Right click on the header bar to open the "on" configuration's properties menu, and set the Animate

field to 1.

13. Keyframe these two configurations to have the alembic file animate in the visualizer.The time between

the "on" and "off" configurations will determine the speed the animation plays back.

14. Enter a playmode in the timeline to see the file animate.
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Recommended Blender settings for object animation
and export
Please note, for questions about the UI or specific animation workflow of Blender, it is best to contact Blender

support.This guide is intended only for the specific export settings needed with the disguise workflow.

1. Set the project's units to Meters.

2. Import or create the mesh of your prop object in Blender.

3. Create an empty and animate it with either the keyframe or graphs editor.

4. Attach this null to your object using an object constraint or modifier.

5. Play your animation to ensure that the object is now attached to the null.

6. Select the null and the object.

7. Export the alembic file using the below settings:

Renderable Objects Only

UVs

Pack UV Islands

Normals

Important Notes about Alembic Files

Alembic files can only be brought in as prop objects, they cannot be used as UV mapped content screens.

There are some restrictions on the types of alembic files supported in disguise.Please refer to these

recommended alembic export settings if your custom alembic file is not rendering within disguise.

The object must not contain:

Curves

Points
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Camera

SubD

NuPatches

FaceSet

Light

Material

Custom data
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Slideshows
Slideshow is a new feature of r14.1 that enables fast and easy output of a sequence of content with a

minimum of sequencing time.

Although these sequences rely on file location and name, they can be edited while the software is running.

They allow an automated slideshow style operation of video or still images within the software.A good example

of this is running advertisements pre-show.It would take too long to sequence the adverts individually within

disguise, so utilising a slideshow allows you to place one piece of content within disguise that may consist of

many pieces of content in reality.It also allows you to change the content outside of disguise without affecting

the sequencing.

Creating slideshows
A slideshow is any folder within VideoFile that ends in “.slideshow”.This functions similarly to the versioning or

proxy tags, and tells d3 that the contents of the folder is to work as a single clip made up of multiple files.
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Video file folder

Slideshows can be populated with any filetype that could be placed inside the VideoFile folder, in any

combination.The order that the slideshow plays back these pieces of content is determined by their filenames

- slideshow works in alphabetical order.
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bob.slideshow showing 3 videos

Slideshows are accessed inside disguise, just in the way normal videofile content is.On the video layer, open

your media object keyframe and select your slideshow.

bob.slideshow now available as standard video content
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The slideshow behaves just like a regular video file in disguise, so playmodes, colourshift, audio routings, etc

are all applicable.Transition Time will enable a crossfade between each piece of content, as if each piece of

content were separately keyframed into the module.

bob.slideshow on the video keyframe editor

Clicking unlock clips will allow you to rename (ie: reorder), and delete slideshow clips without having to restart

d3.When in unlocked mode, the slideshow cannot be played back.
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Content management and slideshows
Versions, proxies and frame replacements are all compatible with slideshows.Versions can exist within the

same .slideshow folder.The disguise software will automatically use the highest version content it can find.
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VideoClip object

Overview
When sequencing video files in disguiseソフトウェア, you are actually sequencing VideoClip objects, which are

the container disguiseソフトウェアuses to identify the media file, its properties, versions as well as other specific

properties.

Duplicating VideoClip objects
Sometimes it's useful to have a single video file that has different settings for different parts of the show.For

example, you may wish to have Video 1 with in and out frames at default in one part of the show, but change

the in and out frames to a different setting later one.Instead of making a hard copy of the file in the VideoFile

folder of the project, you can simply duplicate the VideoClip object in disguiseソフトウェアand change the

VideoClip object properties.This saves media drive space, and also allows for better internal handling of the

media files.

To duplicate a VideoClip object:

1. In the VideoClips editor, which can be accessed via theビデオ,レガシービデオor VideoTrigger layers,

left click the Video property under the media tab.

The VideoClips manager opens.



231

2. Right click a VideoClip

The VideoClip editor will open, containing the properties of that VideoClip.

3. Right click the header of the VideoClip editor

4. Select Duplicate, give the duplicate a name, and then hit Enter or OK.
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5. You will now see the duplicate VideoClip available in the manager, but only one piece of content will

be in the VideoFile folder.You can edit the settings of the duplicate clip to be different to the original.

Multi Editing VideoClip objects
Its possible to Multi-Edit most objects in disguiseソフトウェア, but due to the VideoClip objects being items used

for sequencing, the method to multi-edit them is slightly different.

To multi-edit a VideoClip:

1. In the VideoClips editor, which can be accessed via theビデオ,レガシービデオor VideoTrigger layers,

left click the Video property under the media tab.
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The VideoClips manager opens.

2. Left click the Edit VideoClips button.

3. The Multi Editor opens, select clips by using CTRL or SHIFT and alter their properties accordingly.

See the Multi-Edit topic for more information.
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Rendering media overview

Stage/Feed movies
Stage movies and Feed movies can be rendered in d3.Stage movies can be used to provide the client or

production team with the latest update on the project, and Feed movies allow rendered project content to be

played back on a conventional media server.

Before rendering the Stage/Feed movies please specify the video output settings by reading the following sub-

chapter video output settings.

Screenshots
If there is not enough time for rendering a movie screenshots can be made.See the rendering screenshots topic

to see how.
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ビデオ出力設定

ステージやフィード動画をレンダリングする前に、出力映像のサイズ、フレーム数、コーデックを設定することが重要で

す。これを行うには：

1. ダッシュボード(画面上部のバー)からd3を右クリックし、プログラム設定メニューを開きます。

2. プロジェクト設定 ...を選択します。

3. 動画出力 セクションには、ステージ/フィード動画の設定を指定するプロパティが含まれています。

動画出力プロパティ

動画書き出しのフォーマット

動画のコーデックを選択します。オプションは以下の通りです: 写真 -JPEG(音声なし) , アニメーション(音声な

し) , .mp4(音声あり)  ,または写真 - JPEG mov (古いクイックタイムプレーヤー) ..mp4 オプションのみ、ファイルに音

声を書き込みます。一般に、最初の2つのオプションは、音声を必要としないので、再生用のフィード動画を書き込む

のに使われます。.Mp4 オプションは、主にステージムービーに使用されます。ステージムービーは音声を必要とすること

が多く、また、インターネット経由で送信するためにできるだけコンパクトにする必要があるためです。

出力動画 fps
出力する動画の速度をフレーム/秒単位で指定します。任意のフレームレートを使用できますが、一般的な値は24、

25、29.97、30です。
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出力動画サイズ

出力する動画のサイズをピクセル数で指定します。

出力する動画にヘッドを追加 (秒 )
このオプションは、ファイルの冒頭に余分の秒数を追加します。他のシステムで再生するために短いセクションを書き出

すときに便利です。

出力動画にテールを追加 (秒単位 )
このオプションは、ファイルの末尾に余分の秒数を追加します。他のシステムで再生するために短いセクションを書き出

すときに便利です。
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スクリーンショットのレンダリング

ステージやフィードレベルのスクリーンショットを作成できます。

次のような用途に使用できます:

特にStageムービーのレンダリングに十分な時間がない場合、クライアントやプロダクションチーム全体がプロ

ジェクトの最新状況を正確に把握できます。

出力設定時に、LEDプロセッサに表示されるフィードレクタングルの位置を一致させます。

スクリーンショットの作成方法 :

1. スクリーンショットの保存に使用するファイル形式は、以下のセクションの説明のように指定してください。

2. トラックプレーヤーがショットの一部を隠している場合は、トラックプレーヤーの左上にあるxアイコンを左クリック

して閉じます。トラックプレーヤーを再度開くには、d3 Stateエディター(画面上部のバー)でトラックを左クリック

します。

3. Alt-X を押します。スクリーンショットは、特定のプロジェクトフォルダ内のスクリーンショットという新しいフォルダに

保存されます。特定のプロジェクトフォルダの場所については、プロジェクトの場所 /構造を参照してください。
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その他のd3ショートカットについては、ショートカットのサブチャプターをご覧ください。

警告 :スクリーンショットフォルダ内のスクリーンショットを削除したり、名前を変更したりしないよう

お勧めします。スクリーンショットの名前を変更したり削除したりする場合は、「screenshot_

00000」「screenshot_00001」「screenshot_00002」のように、スクリーンショット名が数字の順に

隙間なく並ぶようにしてください。そうしない場合、新しいスクリーンショットを作成した際に最新の

スクリーンショットが上書きされ、失われます。

スクリーンショットのファイル形式を指定する

1. ダッシュボード(画面上部のバー)からd3 を右クリックし、プロジェクト設定メニューを開き、プロジェクト設定を

選択します。

2. スクリーンショットタブで、出力形式を左クリックし、ファイル形式のメニューからオプションを選択します。ファイル

形式は、次の5つから選択できます: .png .jpeg .bmp .tif .dds。
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プログラム設定メニューの「出力スクリーンショット形式」プロパティで、5つのスクリーンショットファイルの保存形

式を指定します。
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Rendering Stage movies
Stage movies render the content in the Stage levels Stage Visualiser, allowing the client or entire

production team to know exactly what the latest update is on the project.

注意 : before rendering a Stage movie the AnimateCamera2 layer can be used to create camera fly-

throughs of the show.Please see the AnimateCamera2 layer sub-chapter for more information.

How to render Stage movies

1. Specify the settings of the Stage movie as described in the previous sub-chapter video output settings.

2. Hold down the left Shift key and click-drag a rectangle across the Track bars to be rendered.

3. Open the Track bars menu by right-clicking the selection rectangle.

4. Type in the name of the Stage movie into the write movie (stage) text field.
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5. Hit Enter to render the Stage movie.The Stage movie will be saved in a new folder called output inside

the specific Project folder.For information on where the specific Project folder is located please see the

sub-chapter Projects location/structure.

If there is not enough time to render a Stage movie screenshots of the stage may suffice.For more information

on this useful feature please see the rendering screenshots sub-chapter.
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Rendering Feed movies
Feed movies render the feed outputs in the Feed level, allowing rendered project content to be played back

on a conventional media server.

For more information on configuring outputs please see the chapter Output Feeds.

How to render Feed movies

1. Specify the settings of the Feed movie as described in the previous sub-chapter video output settings.

2. Hold down the left Shift key and click-drag a rectangle across the Track bars to be rendered.

3. Open the Track bars menu by right clicking the selection rectangle.

4. Type in the name of the Feed movie into the write feed movie text field.

5. Hit Enter to render the Feed movie.The Feed movie will be saved in a new folder called output inside

the specific Project folder.For information on where the specific Project folder is located please see the

sub-chapter Projects location/structure.
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Write Feed Movie option from the Track bars menu is used to render a Feed movie, opened by right-

clicking the grey selection rectangle.

注意 : disguiseソフトウェアDesigner limits the maximum resolution of a feed movie to 2160x2160.
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Generate content table
Generate Content Table allows users to export a list of content used in the project.

Generating a content table

1. Open the track manager by left clicking track from the dashboard.

2. Right click the All box (or whichever box you wish to export a table of).

3. Left click the Generate content table option.

4. A notification will appear upon successful generation of the content table.

Viewing a content table
The content table is written as a text file (.txt) to a newly created Table folder inside the Objects folder of the

project.

Open your project folder by navigating through the windows file structure to its location.For more information

see Project structure.
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1. Open the Objects folder.

2. Open the Table folder.

3. Open the newly created .txt file in the Table folder.
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Project structure

Each specific Project folder contains the .d3 project file.For example, if you have a project called my project, the

Project file will have the name:

my project.d3

and a number of sub-folders:

History which contains auto save files and shows after a project has been running long enough for auto

save to occur.

internal which contains files internal to the software, such as thumbnails.

objects which contains all media files.

Packages which is used to package data and move it between projects, this is a user created folder and

is not present by default.
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Each specific Project folder contains by default the Project file and two sub-folders called Internal and

Objects.

注意 : all media files for a project must be stored in the specific Project folder.This ensures that when

you copy the specific Project folder from one device to another, all relevant files will be copied as

well.
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Project location

Where are all of my projects stored?
All of the specific project folders are stored in the assigned d3 Projects folder which is set during the installation

of d3.The default location is My Documents/d3 Projects

However, from r11 and onwards you can now use multiple project folder locations and change the active

projects location in the Manager.
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メディアファイルの配置

プロジェクトのメディアファイルはどこに配置しますか?
プロジェクトのメディアファイルは、オブジェクト内に保存されています。オブジェクトフォルダは、特定のプロジェクトフォル

ダ内にあります。

特定のプロジェクトフォルダの配置場所については、上記のサブセクションプロジェクトの/ストラクチャを参照してくださ

い。メディアフォーマットの正確な仕様については、対象ファイルのフォーマットのページをご覧ください。

オブジェクトフォルダ内には、以下のサブフォルダがあります:

AudioFileには、すべてのオーディオファイル( .mp3 .wav, .aiff)が含まれています。このオーディオは、d3のタイム

ライン上で量子化されるオーディオ用のみであることに注意してください。

DxTextureには、ピクセルマスクとパレットファイルを含むすべてのテクスチャファイル( .png .jpeg .bmp .tif)が含ま

れています。

メッシュすべての3Dオブジェクトメッシュ( .obj)が含まれています

Notchfileには、Notchからエクスポートされたnotchブロックが含まれています。

recordingfileには、disguiseのデバイス録画機能で生成されたデバイス録画ファイルが含まれています。

VideoFileには、すべてのビデオファイル( .mov)が含まれています

静止画は、オブジェクト /VideoFileフォルダに配置することで、ビデオファイルと同様に動作します。

この機能は、実際のコンテンツが届くのを待つ間にプロキシコンテンツを扱わなければならない場合に有用で

す;実際のコンテンツをシステムに取り込む際に、コンテンツマネージャーはプロキシよりも優先させます。

静止画をプロップのテキスチャーとして使用する

テクスチャーとして使用する静止画は、オブジェクト /DX テキスチャーフォルダに入れます。

サポートされる最大のテクスチャサイズは16k x 16kです。
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注意 :静止画ファイルは、DxTextureフォルダまたはVideoFileフォルダのいずれかに保存できます。

DxTextureフォルダーに保存されたファイルは、ビットマップレイヤーでのみ使用できます。VideoFileフォルダ

に保存されたファイルは、ビデオレイヤーでのみ使用できます。

オブジェクトフォルダには、デフォルトで6つのサブフォルダがあり、特定のプロジェクトのメディアファイルを保存するた

めに使用されます。

デフォルトでは、新しいプロジェクトには一連のメディアファイルが含まれています。例えば、メッシュフォルダには9つのメッ

シュファイルが含まれています。メッシュフォルダについて詳細は、サブチャプター会場／プロップの概要をご覧ください。

disguiseプロジェクトにメディアファイルを配置し、アクセスする方法

1. メディアファイルがサポート対象ファイルのフォーマッで保存されていることを確認してください。

2. オブジェクトフォルダを開きます。
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3. メディアファイルの種類に応じて、適切なサブフォルダー内にメディアファイルを配置します。メディアファイルが

フォルダに追加されると、ソフトウェア内の対応するオブジェクトライブラリに追加されます。この例では、メッシュ

フォルダ内にpalace_screenというカスタムメッシュファイルが配置されています。

4. ソフトウェアを実行します。

5. 適切なオブジェクトライブラリからメディアファイルを選択します。

配置されたスクリーンメッシュファイルは、プロジェクトのメッシュオブジェクトライブラリからアクセスできるようになりま

す。
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注意 : プロジェクトのメディアファイルはすべて、特定のプロジェクトフォルダに保存する必要があります。これ

により、1つのデバイスから別のデバイスに特定のプロジェクトフォルダをコピーする際に、関連するすべての

ファイルがコピーされます。
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ビデオ・コーデック概要

disguiseソフトウェアは、様々なコーデックの再生にQuicktime .movビデオ・コンテナを使用します。

disguiseソフトウェアは、高度GPUコーデックDXV/HAP/HAP-Qを使用し、優れた品質 /性能のトレードオフを可能に

します。

HAP / DXV ：GPUに基づいた非常によく似た2つのコーデックで、同時に多数のビデオを優れた品質で再生できま

す。HDより大きい解像度にはHAPを利用します。

HAP-Q :  HAP/DXVの2倍の帯域幅を消費しますが、色の再現性や、トーンのグラデーションのあるコンテンツ(スカイ

ラインなど)の表示に適します。

Animation -完全ロスレスですが、帯域幅を消費します。

Notch LC - 10bit ltdが開発した新しいビデオ・コーデックです。視覚的な質および性能の両方の点から、HAPおよび

ロスレスイメージシーケンスの間に適することを意図しています。HAPに現在満足していなものの、ロスレス再生のコス

トが大きすぎるすべてのユーザーに役立ちます。
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DXV 2.1.1コーデック

disguiseソフトウェアでは多くのコーデックが使われますが、主要なビデオ・コーデックはDXVです。DXV 2.1.1コーデック

はGPU上ですべての圧縮を行なうため、CPUベースのコーデック(ProRes、MPEG、Photo JPEG)と比較してより優

れたメディア再生パフォーマンスが可能になります。すべてのコーデックは様々な圧縮手法による特性を持っており、

DXV 2.1.1もその例外ではありません。

DXV 2.1.1は、優れた成果および品質サイズ比を提供します。撮影されたビデオコンテンツを再生する場合、ワークフ

ローへの変更なしで非常に安定した結果が得られます。

下記の「撮影されたビデオ」セクションを参照してください。

グラデーションの強いグラフィックを再生する場合、ビデオにノイズを追加して圧縮アーティファクトを縮小することができ

ます。

以下の「グラフィックス&グラデーション」を参照してください。

DXV 2.1.1 Codecはこちらからダウンロードします。

注意 : DXV3はサポートされていません。

撮影されたビデオ

短編映画『Tears of Steel』からのスチル写真。ソースメディア、(1920×800 PNG)。

https://download.disguise.one/#resources
http://mango.blender.org/
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DXV 2.1.1

Photo JPEG

グラデーションのあるグラフィックス

DXV 2.1.1コーデックでは、圧縮後にアーティファクトが残っていることがあります。問題の一つはグラデーションの「バン

ディング」ですが、変換の前にメディアに小量のノイズ追加することにより緩和できる場合があります。

DXV
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DXV + 3%のノイズ

Photo JPEG
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HAP / HAP-Qコーデック

HAPファミリーには異なる目的を持った多数の特徴があります。

HAP
より低いビットレートで非常に大きなキャンバスの利用を可能にしますが、圧縮によるトレードオフを伴います。HAPは

圧縮プロファイルの点からDXVに非常に類似していますが、はるかに大きなキャンバスを可能にします。HDでキャンバ

スを準備する場合は、HAPの使用を推奨します。撮影フッテージを準備する場合、帯域幅と圧縮の面で多くの場

合HAPが選択されます。

HAP-Q
HAPの帯域幅の2倍を消費しますが、トーンでより詳細なディテールを使用できます。これはトーングラデーションが利

用されるコンテンツにおいて特に重要です。

HAP Alpha
HAP AlphaはHAPと同じ画質を持っており、かつアルファチャンネルをサポートします。HAP Alphaの帯域幅はHAP-Q

とおよそ同じです。

注意 : HAP/HAP-Q Codec はこちらからダウンロードしてください。

警告 : disguiseソフトウェアではHap-Q Alphaはサポートされていません。

HAP-Qのグラデーション使用法のグラフィックス

劣化を伴うーデックのほとんどは、トーンによるグラデーションに非常に敏感です。下記は、トーンによるグラデーションに

おいて品質順に並べたHAP-QおよびHAPの性能比較です。フルサイズで表示するにはイメージをクリックしてください。

https://github.com/vidvox/hap-qt-codec/releases/
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Original
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HAP-Q
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PhotoJPEG
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HAP/DXV
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トランスコーディングソフトウェア

MacまたはWindowsでDXV/HAP/HAP-Qコーデックをインストールした後で、After Effectなどのあらゆるレンダリング

ソフトウェアを利用することができ、また直接QuickTime Player Proで表示することもできます。

さらに任意の動画フォーマットからAdobe MediaエンコーダCCあるいはフリーウェアMPEG Streamclipを使って、

DXV/HAP/HAP-Q などの別コードにトランスコードすることができます。いずれもドラッグ・アンド・ドロップによるバッチト

ランスコーディングが可能です。

HAP/HAP-Q Codec はこちらからダウンロードしてください。

DXV Codecはこちらからダウンロードしてください。

MPEG StreamclipDXV Codecはこちらからダウンロードしてください。

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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After Effectsでノイズを入れる

メディアを別のコーデックに変換する前に小量のノイズを追加することは、圧縮アーティファクトを削減するための優れ

た方法です。

最も容易な方法は、After Effectsでノイズ効果を使用することです。

例

まず新規のAfter Effectsプロジェクトとコンポジションを作成し、レイヤーとしてコンテンツを追加します。

次にコンテンツレイヤーを選択し、そのツールバーから、エフェクト>ノイズ&グレイン>ノイズを選びます。あるいはこちらを

クリックし、コンテンツにプリセットを適用してから、After Effectsコンポジションにインポートします。

https://d3technologies.box.com/shared/static/7jovw9snul850r71xyet.zip
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次に効果プロパティボックスで、適用するノイズの量を設定します。2 - 3%が推奨されます。
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これでコンテンツを表示することができます。
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3D fundamentals overview

This sub-chapter will teach you the fundamental knowledge necessary to prepare 3D models for disguiseソ

フトウェア.

The London Ralph Lauren Flagship Store in disguiseソフトウェア.
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3D fundamentals overview
This sub-chapter will teach you the fundamental knowledge necessary to prepare 3D models for disguiseソ

フトウェア.

The London Ralph Lauren Flagship Store in disguiseソフトウェア.
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Exporting 3D models
Currently the disguise software only supports the .obj format for 3D meshes.This topic covers the .obj

export settings unique to Blender, 3ds Max, Maya, and Cinema 4D, which should be followed to ensure the

object is exported to the disguise software correctly.

3D Models Overview
Custom 3D models can be loaded in and utilized for your disguise scene visualisation.Currently the only

supported format of 3D models is .obj, for still and Alembic files .

Custom 3D objects can either have a baked in UV unwrap, or not.Objects with a UV unwrap can be used as

screen objects to display content, while non-unwrapped ones can only be used as Prop objects used for the

visualiser.

Outlined in these tabs are the needed export settings for a custom OBJ to be used in disguise.

Blender
Blender Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application.Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.
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Export settings for Blender

Maya
Maya Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application.Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.
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Export settings for Maya

3ds Max
3ds Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application.Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.

Deselect shapes, lines, hidden objects, normals, smoothing groups, material, and material

libraries.disguise does not support these.

If the object is to become a screen or a textured prop, select texture coordinates, which will export the
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object's UV map.

Select flip yz-axis to ensure the object is orientated correctly in disguiseソフトウェア.

Export settings for 3ds Max

Save the .obj file in the disguise Project folder in the following directory: Projects > Project Name > objects >

Mesh.

To read more about where to place media, see the Placing media files for a project page.

../../../../Getting-started/Project-Structure/Placing-media-files.html
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A list of .obj files exported from 3ds Max to a disguise Project folder.

注意 : We recommend triangulating faces before exporting models for use in disguiseソフトウェア.
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Cinema 4D
C4D Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application.Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.

Export settings for C4D
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Optimising 3D models
When preparing objects for disguiseソフトウェア there are a number of processes to consider.

Objects should be divided into Screens and Props.

Screens should only include the surfaces necessary to displayvideo content and may require re-

modelling by detaching or deleting unnecessary polygons.

Detached objects can be used in disguiseソフトウェアas props, which are helpful for simulating a show in

the Stage visualiser to present to the client.

Objects should not exceed 150,000-200,000 vertices and may require remodelling by welding

unnecessary vertices.

Dividing 3D models into screens and props
In a 3D application an object can be detached into multiple sub-objects.This is necessary when dividing a 3D

model into screens and props for disguiseソフトウェア.Screens are video displays such as LED panels,

projection surfaces and DMX fixtures, and props are scenographic elements such as audience seating, stage

floors and truss pieces.

Screens
A new disguise project contains the following .obj files to be used as screens:

rectangle.obj

cylinder.obj

concave.obj

dome.obj

注意 : the rectangle.obj, concave.obj and puffersphere.obj file is generated in the software and is

not visible in the mesh library.
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Complex screens, for example a building or a car, require 3D modelling and UV mapping tools available in 3D

applications.For further information see the LED screen examples and the Projection screen examples.

Props
Parts of an object which are not required to display video content can be used in disguiseソフトウェアas

props.The image below shows the Ralph Lauren London Flagship Store divided into two sub-objects: a

screen to display video content and a prop to simulate the building's top and bottom.In disguiseソフトウェア a

prop can be customised to simulate the object more realistically including the ability to map paint textures to

it.For further information see the Editing Props page.

The Ralph Lauren Flagship Store divided into a screen and a prop in disguise.

Deleting overlapping faces
Delete all overlapping faces from the object.It is important to understand when video content is mapped to the

screen in disguiseソフトウェア, any surfaces with overlapping faces will display overlapping content.To test this,

map a Radar layer to the screen.

Reducing the number of vertices
In disguiseソフトウェア, the Stage should not exceed 150,000-200,000 vertices.It is recommended to

reduce the total number of vertices by welding them together, which should be done in a 3D application.Be

careful not to delete too many vertices because this may lower playback quality, but on the other hand too many

vertices may lower playback performance.A balance between quality and performance is necessary.
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注意 : during a live show it is recommended to remove props from the Stage in order to optimise

playback performance.For further information see the Creating and removing props page.

Helpful resources

3ds Max

Editing geometry

Deleting faces

Welding vertices

Maya

Editing geometry

Deleting faces

Welding vertices

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-89D446C3-87F6-4A26-B168-2398E715F87A.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-B7EB1DBC-1D02-4C54-9EEE-C66C448E74DE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-697BAC48-F5F7-4B5B-9E98-DF979887AEA6.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/GUID-6392A0B4-8EEB-4620-8D0F-FF7BA954063D.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Editing_polygons_Reduce_the_number_of_faces_in_a_mesh.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Combining_separating_and_splitting_Merge_vertices_edges_or_faces_into_one_vertex.htm


278

Orientation
When preparing objects for disguiseソフトウェア they should be orientated accurately.

In the 3D application rotate the object in a south-north direction.Doing so will help ensure the object is

clearly viewed from the camera's home position in disguiseソフトウェア, which can be enabled by

selecting the F12 button.

To read more about camera controls, see the Navigating Stage sub-chapter.

The Ralph Lauren London Flagship Store orientated incorrectly in 3ds Max, set in a west-east direction.
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The Ralph Lauren London Flagship Store orientated correctly in 3ds Max, set in a south-north direction.

Helpful Resources

3ds Max

Orientating objects

Maya

Orientating objects

Scaling objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-CE714983-3FCD-4C76-BB3A-7B2C5B0C4F5E.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm


280

Position
When preparing objects for disguiseソフトウェア they should be positioned accurately.

In the 3D application align the object to the scene's origin.The origin is 0,0,0 in 3D space corresponding

to the x,y,z axes.

It is highly recommended to align the object's base to the origin on the vertical axis.Doing so will help

ensure the object's vertical position can be easily referenced in disguiseソフトウェア, which is particularly

helpful during projector calibration.

Pivot points
The .obj file format does not save pivot points.Therefore, before exporting objects to disguiseソフトウェア it is

important to understand if and how the object should rotate.

If the object should rotate around the origin, then in the 3D application offset the object from the origin

before exporting it to disguiseソフトウェア.

If the object should rotate around a pivot point, then in the 3D application align the object's pivot point to

the origin before exporting it to disguiseソフトウェア.In the software, the object can be offset to any

position and it will always rotate around this pivot point.

For further information see the Exporting 3D models page.
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The Ralph Lauren London Flagship Store offset from the origin in 3ds Max.

The Ralph Lauren London Flagship Store aligned to the origin in 3ds Max.
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Helpful Resources

3ds Max

Positioning objects

Maya

Positioning objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-14658086-ACD6-480D-A31D-8075C0F40633.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Scale
When preparing objects for disguiseソフトウェア they should be scaled accurately.

In the 3D application set the system unit to metres, because disguiseソフトウェアautomatically rescales

objects to metres.Doing so will help ensure the object is correctly scaled.If working in feet and inches,

you should rescale the object to metres before exporting it to disguiseソフトウェア.

If the object in disguiseソフトウェア is too large or too small it can be rescaled using the Screen editor.

注意 : Maya only exports objects to centimetres and therefore in disguiseソフトウェア they are

rescaled 100:1.To avoid this, before exporting the object to disguise, rescale it 1:100.

The Ralph Lauren London Flagship Store scaled incorrectly in 3ds Max, set to 1:10 scale.
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The Ralph Lauren London Flagship Store scaled correctly in 3ds Max, set to 1:1 scale.

Helpful Resources

3ds Max

Scaling objects

Maya

Scaling objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-DB3190F4-8110-4488-8ABA-7D4C801037A8.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Understanding .obj files
An .obj file is a format containing data for an object's vertices, polygons and texture coordinates.

The image below shows a disguise project containing common .obj files which can be separated into two

categories: Screens and Props.A Screen is an object representing a video display, for example a projection

dome, and requires a UV map to display video content.A Prop is an object representing a scenographic

element, for example a theatre venue, and does not always require a UV map.To read more about where to

place media, see the Placing media files for a project page.To read more about UV mapping, see the What is

UV mapping page.

Common .obj files contained in the disguise Start project.

Helpful Resources

Wavefront OBJ File Format Summary

http://www.fileformat.info/format/wavefrontobj/egff.htm


286

3D modelling / UV mapping overview
This chapter will introduce you to workflows used by the disguise support team to prepare projects.You will

learn 3D modelling and UV mapping techniques to create pixel-perfect LED panels, projection surfaces

and DMX screens.However, this chapter will not teach you how to master 3D applications.It is

recommended you have a basic knowledge of 3D modelling and UV mapping techniques before reading

further.

Why learn 3D modelling and UV mapping techniques?
It is important to understand why disguiseソフトウェア requires knowledge in 3D modelling and UV mapping

techniques.The disguise software features a 3D realtime simulator for visualising venues and video displays

including LED panels, projection surfaces, DMX fixtures, or any other video display technology.To simulate a

pixel-perfect screen in disguise which is complex in shape, for example a building or a car, a fundamental

understanding of 3D modelling and UV mapping techniques is required.For further information please contact

the Support Team.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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UV mapping overview

This sub-chapter will teach you the specific principles necessary to UV map 3D models for disguiseソフト

ウェア.

Topics include:

What is UV mapping?

How does disguise sample UV maps?

The UV map as the hardware output

The UV map as the content template

Editing UV maps

Exporting UV maps



288

UV mapping overview
This sub-chapter will teach you the specific principles necessary to UV map 3D models for disguiseソフト

ウェア.

Topics include:

What is UV mapping?

How does disguise sample UV maps?

The UV map as the hardware output

The UV map as the content template

Editing UV maps

Exporting UV maps
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What is UV mapping?
UV mapping is the process of generating a 2D representation of a 3D object.

This 2D representation is constructed from UV coordinates, which are commonly known as texture

coordinates.U represents the horizontal axis and V represents the vertical axis.Each UV coordinate has a

corresponding point in 3D space called a vertice.Together vertices form edges, edges form faces, faces form

polygons, and polygons form surfaces.The image below shows how a cube in 3D space can be unwrapped into

a texture in 2D space to generate a UV map.

A 3D cube being unwrapped into a 2D representation to generate a UV map.

A UV map can be generated automatically by a 3D application, for example 3ds Max, Maya, Cinema

4D and Blender, but normally the UV map requires editing manually.To read more about editing UV maps see

the Editing UV maps page.

Example UV map
The image below shows a plane constructed from four vertices with four corresponding texture coordinates.The

top-left vertice corresponds to the top-left texture coordinate and the bottom-right vertice corresponds to the

bottom-right texture coordinate.For further information see the LED screen examples and the Projection screen

examples.

http://www.autodesk.co.uk/products/autodesk-3ds-max/overview
http://www.autodesk.co.uk/products/autodesk-maya/overview
https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/
https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/
http://www.blender.org/
#editing-uv-maps
#led-screen-examples-overview
#projection-screen-examples-overview
#projection-screen-examples-overview
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A plane modelled and UV mapped in 3ds Max.The plane's top-left vertice corresponds to the top-left texture coordinate (1), and the bottom-
right vertice corresponds to the bottom-right texture coordinate (2).

Helpful Resources

3ds Max

UV mapping overview

Maya

UV mapping overview

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-8D4509A6-0C08-4E7F-A459-BE60959E57DE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-8D4509A6-0C08-4E7F-A459-BE60959E57DE.htm,topicNumber=d30e455229
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/UV_mapping_overview_Introduction_to_UV_mapping.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/UV_mapping_overview_Introduction_to_UV_mapping.htm,topicNumber=d30e218945


291

How does d3 sample UV maps?
In disguiseソフトウェア, all meshes used for displays such as LED screens or Projection surfaces require a

UV map to function.This is important because if a display does not contain a UV map it will display black

and cannot be used for any mapping or output.

A UV map tells disguise how to translate back and forth between the 2D source content and the mesh's 3D

polygons for visualisation and to enable disguise's 3D content mapping & projection mapping capabilities.

A UV map does not specify the aspect ratio or resolution of the mesh.UVs are defined in what is called

'normalised coordinates', which means they must have values between 0 and 1 on both the U and V axes, and

there should not be any gaps left at the edges of the UV 'box'.

This normalised property of UV maps enables you to select the appropriate resolution and aspect ratio based

on artistic and technical requirements from within the d3 visualiser.The aspect ratio of the display is usually

defined by the position and size of the 3D geometry of the mesh, while the resolution is determined based on

the LED product or projector type and positioning within d3, depending on the display technology used.Aspect

ratio is determined by the ratio between the horizontal and vertical dimensions of the display resolution.

For example, if disguiseソフトウェア is started with a standard 'rectangle' mesh on a display, the mesh has 4

vertices in each corner with normalised UV coordinates at (0,0), (0,1), (1,0), and (1,1).The display is set to

1920x1080 resolution.The software will sample source content 1920 times across each of the 1080 lines

stretching across the mesh polygons.If d3 wishes to know the 3D location of the second pixel on the second

line, the UV coordinate (0.0005, 0.0009), or (1/1920, 1/1080) is found, and d3 calculates the corresponding 3D

location.
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Screen in disguise sampling the UV map shown in 3ds Max.The screen's top left pixel is sampling the UV map's top left quad.

Normalising UV maps
Normalising is the process of scaling the UV map to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes.When disguise samples the UV map it will capture the entire UV space.Therefore, it is important to

normalise the UV map correctly while setting the resolution of the screen in disguise correctly, because together

these will determine how video content is mapped to the screen.

The normalised UV map is capable of generating uniform pixels across the 3D model if the resolution of the

screen is set correctly in disguiseソフトウェア.To do so, the resolution must be set to a non-square aspect, and

this is possible because disguise can read textures with different horizontal and vertical resolutions.However, a

non-normalised UV map is capable of generating uniform pixels too, although in this case the resolution

should be set to a square aspect in disguise, for example 1024x1024 pixels.However, here the disadvantage is

the UV map is sampling less UV space, resulting in more virtual pixels that will not be visible in disguise.To read

more about setting screen resolutions see the Screen properties page.
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The UV map has been normalised allowing for all pixels set in disguise's screen editor to be assigned on the screen.

Helpful Resources

Normalize UV's (Maya)

PolyUnwrapper (3ds Max plugin)

http://download.autodesk.com/us/maya/2009help/index.html?url=Edit_UVs__Normalize.htm,topicNumber=d0e261638
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/polyunwrapper
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Editing UV maps
Usually after you’ve generated an appropriate UV map you may still need to edit the UV coordinates

manually.Regardless if you have to do that or not you should always inspect the UV layout before exporting

the object.3d Max, Maya and Cinema4D offers powerful tools and plugins to do so.

The most commonly used operations for editing UV coordinates are:

Re-scale UV coordinates horizontally or vertically, or both.

Move UV vertices and/or faces.

Rotate UV coordinates.

Mirror UV coordinates.

Snap UV coordinates to each other.

Relax UV coordinates.

Normalize UV coordinates.
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UV editor of 3ds Max

UV editor of Maya
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UV editor of Cinema4D

UV editor of Blender
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Helpful resources

3ds Max

Unwrap UVWModifier

Edit UVW

Maya

UV editor

Viewing and evaluating UVs

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/13/ENU/Autodesk 3ds Max 2011 Help/index.html?url=./files/WSf742dab04106313366400bf6112a1cea097-7ed0.htm,topicNumber=d0e89004
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm#
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/GUID-73BF7546-3BF2-44F3-9192-15A024CEC173.htm#
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/UV_mapping_overview_Viewing_and_evaluating_UVs.htm,topicNumber=d30e219275
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Rendering UV maps to content templates
If rendering the UV map to a template image with the correct resolution ("correct" referring to sufficient

pixel density and square pixels) it can be used as a background image for a 2D animator.Assuming that the

animator creates graphics within the geometries and lines of the UV map, the rendered content will

perfectly map back again onto corresponding faces of the 3D model.

3ds Max, Maya and Cinema4d can render out the UV map to a preferred resolution with different shading

options.

Useful external link:

Render Uv's Dialog (3ds Max)

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm,topicNumber=d30e112595
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A good trick to ensure square pixels is, except applying a pixel perfect square using the bitmap layer described

in the Setting resolutions and rendering UV maps page, is to also bring the rendered UV template into

Photoshop and add a perfect square and circle to it.If applying the template as Direct map inside disguiseソフト

ウェア, the square and circle should still appear as a perfect square and circle.If not, your resolution is set

incorrectly.In order to verify correct mirroring of the UV coordinates, and to give the content creator an idea what

screen his making content for it’s also a good idea to write the name of the screen and its resolution.

For complex unwrapped surfaces you may need to highlight specific areas in the 2D unwrapped template, apply

the template in disguise and make a screenshot of it being applied onto the screen.
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The animator can now know what area in the 2D template that represents what part on the 3D model.Of course,

best approach is that the content creator has a copy of Designer so he/she can test out the content himself.

#.Ue1hNZVoYwM
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The UV map as the content template
As explained on the previous page, the UV map determines the output to the LED

processor.However, preparing UV maps for projection surfaces requires a different workflow.

Normally the projection surface is unwrapped into a texture that the content creator can generate video content

from, in a similar way to how artists texture 3D models in the video games industry.The UV map is rendered into

a content template to be placed as a background in Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects or any other

image / video editing application.The template's resolution is calculated from two variables: aspect and density.

The template's aspect ratio should match the UV map's to enable square pixels.This requires knowing

precisely how the UV coordinates have been mapped to the 3D model.If the aspect is calculated

incorrectly the rendered content may appear stretched across the projection surface.

The template's pixel density should match, or preferably exceed, the projector's to enable a 1:1 pixel

density.This requires knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection

surface.If the density is calculated incorrectly the content may appear pixelated across the projection

surface.

When video content has been rendered from the content template, it can then be Direct mapped to the screen in

disguise.The content will map perfectly to the 3D model if the UV map for the template matches the UV map for

the screen.In disguiseソフトウェア, virtual projectors can be configured to sample content from the screen, and in

realtime the sampled content is outputted to the physical projectors.Therefore, the projector outputs are

independent of the content, which means the creative workflow for the content creator is separated from the

technical workflow for the hardware technicians, as explained in The UV Map as the Hardware Output page.

Example
The example below demonstrates how the unwrapped UV map is rendered into a 2D image which can be used

as a background template for 2D animations.When re-applied onto the screen in disguiseソフトウェア, the same

template perfectly maps onto the 3D geometry.Virtual projectors are then sampling different parts of the screen

and sends the output to the physical projectors.In this example, three HD projectors are covering the

screen.This example below is identical to the example on the Pixel-perfect mapping page except the details

how to create the UV map.
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Step 1 - initial UV unwrap
The UV map has been unwrapped and normalised.See the Pixel Perfect Mapping page for more details how

to create the UV map.

The UV map of the linear screen has been unwrapped and normalized.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map.The template's

resolution was calculated by:

#pixel-perfect-mapping
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Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface,

across either the horizontal or vertical axis.

Dividing this value by the projection surface's dimension across the chosen axis, to calculate a pixel

density.

Multiplying the pixel density by the remaining axis' dimension, to calculate its resolution.

UVmap rendered to a content template.

It is important to measure the projection surface's dimensions based on the UV map.In this case, the total

length of the extruded spline should be measured, because the extrusion automatically generated

the normalised UV map.
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By calculating both the template's horizontal and vertical resolutions from a single pixel density value, the

content should enable square pixels.This is important because if the resolution is calculated incorrectly the

content may appear stretched across the projection surface.The template's resolution is 3698x1080

pixels.This was calculated by:

Knowing approximately 1080 pixels will hit the projection surface vertically.

1080 pixels / 5 metres (the projection surface's height) = 216 pixels per metre (hitting the projection

surface vertically).

216 pixels x 17.12 metres (the projection surface's length) = 3698 pixels (the horizontal resolution).

As a result, the aspect of the template's resolution should match that of the surface's dimensions.This can be

checked by:
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Dividing the template's horizontal resolution by the vertical resolution.

Dividing the surface's length by the physical height (remember to base the measurements on the UV

map, explained earlier).

In this case:

3698 / 1080 = 3.424

17.2 / 5 = 3.424

Both values are matching, which indicates the template's resolution is correct.To double-check this, a

uniform square and circle should be drawn on the template in an image editing application, for example Adobe

Illustrator, before the template is exported to disguise.If the square and circle appear uniform across the

screen in disguise the template's resolution is correct.

Step 3 - Mapping content to screens
The image below shows the content template directly mapped to the screen in disguise, which was exported

as an .obj file from 3ds Max.In disguiseソフトウェア, three HD virtual projectors have been configured to sample

content from the screen.Each virtual projector samples a different part of the screen, and in realtime the

sampled content is outputted to the physical projectors by three unique feeds.

注意 : Remember to set the resolution of the screen in disguise to match the content template by

opening the Screen editor.

http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
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Template re-applied on the screen in disguise.

Step 4 - Outputting content to projectors
The image below shows the three unique feeds to be outputted to the physical projectors.If a virtual projector

changes position its corresponding output will automatically update in realtime to show the virtual projector's

updated point of view.Therefore, if a virtual projector's position changes onsite, content does not require

rerendering, because the outputs are independent of the content.To read more about disguise's projector

simulation toolkit see the Projector simulation chapter, which explains how to quick calibrate, warp,

and blend projectors.
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The automatically generated outputs from the three virtual projectors.

Helpful Resources

Unwrapping UV maps 3ds Max

Unwrapping UV maps in Maya

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Editing_UVs_Unfold_a_UV_mesh.htm
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The UV map as the hardware output
Direct mapping means that content is being applied directly onto the UV map of the screen's mesh, inside

disguise's visualiser.But the UV map itself, set to the assigned resolution by the screen editor also turns

into the output that can be added to the displayhead and further sent to the LED processor.The output is

captured by the processor pixel per pixel and sent to the physcial LED technology.As LED processors only

can capture strict rectangular outputs it is therefore necessary to generate a precise grid-like UV map for

LED screens.

Creative and Technical workflow separation
With disguiseソフトウェア’s advanced capabilities of mapping surfaces in various ways (using the different

Mapping types), you are not bound not to make content only according to the layout of the UV map or resolution

of the screens.Content can for example be virtually projected using a Parallel map, Perspective map, Cylindrical

map, Radial map, or re-distributed using a Feed map.Only when using a Direct Map the content is applied

directly onto the UV coordinates.When virtually projecting the content onto the pixels using a Parallel map the

content instead gets "baked" it into the respective UV maps of all screens included in the map while the output

always stays in the format of the UV maps.

With this unique system, you can use multiple content templates (i.e.mapping types) throughout your

project while the outputs always stay in the same format defined by the UV map of the screens.As a result of

this the content workflow and the technical output get separated; the content people can work from content

templates that don't reflect the layout of the outputs.

In the example below a screen made of 20 Mistrips receives content from a Parallel map.The Parallel map

virtually projects the content into the UV coordinates of the object, i.e the content gets baked into the UV

coordinates as explained above.However, the output is still in the format of the UV map and is to be captured by

a LED processor.

#feed-mapping


311

Content rendered out onto a display head for an LED processor to receive from disguise.

Re-configure the outputs
If the output does not match the LED processor's specifications, it can be reconfigured using disguise's quick

editing controls including the ability to re-position, chop, mirror, and rotate the output.

This allows for even more freedom and separation between the creative and technical workflow.
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Same example as above but the output has been reconfigured using disguise's quick editing controls.
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Projection Examples Overview

This sub-chapter will teach you how to UV map Projection screens for disguiseソフトウェア.The following

examples revisit the UV mapping principles covered in the previous sub-chapter.Therefore, it is

recommended to read this first.

Topics include:

Cylindrical Mapping

Pelt Mapping

Perspective Mapping

Pixel Perfect Mapping

Planar Mapping

Shrink Wrapping

Spline Mapping
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Projection Examples Overview
This sub-chapter will teach you how to UV map Projection screens for disguiseソフトウェア.The following

examples revisit the UV mapping principles covered in the previous sub-chapter.Therefore, it is

recommended to read this first.

Topics include:

Cylindrical Mapping

Pelt Mapping

Perspective Mapping

Pixel Perfect Mapping

Planar Mapping

Shrink Wrapping

Spline Mapping
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Cylindrical mapping
Cylindrical mapping is suitable for projection surfaces wrapping around 360 degrees, for example a

cylinder or a bottle.

How the UV map is generated
The Cylindrical map will cylindrically project UV coordinates to the surface, by arraying the map around 360

degrees.This will enable symmetrical content to flow across the surface smoothly.However, because the UV

map is joined at a seam, asymmetrical content will not flow around the surface smoothly.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select cylindrical.

3. The cylindrical map will project UV coordinates from its normals to the surface.Therefore, it is

necessary to fit the cylindrical map's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an uneven distribution of UV coordinates.To fully unwrap the surface the UV map should be relaxed.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a coke bottle cylindrically mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show two content templates mapped to the screen in disguiseソフトウェア.The template's

resolution was calculated by following the same technique used for Shrink wrapped projection surfaces,

because when a surface is Cylindrically mapped it is problematic to calculate the resolution mathematically.

If a horizontal line is drawn across the template, in disguise it will seamlessly map to the screen.
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A 2D content template rendered from 3ds Max and applied to the coke bottle in disguise.Notice how the horizontal line maps onto the 3D
model seamlessly.

If a diagonal line is drawn across the template, in disguise it will reveal a seam when mapped to the screen.
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A 2D content template rendered from 3ds Max and applied to the coke bottle in disguise.Notice how the diagonal line reveals a seam at its
start and end points.

Helpful resources

Projecting cylindrical maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Flattening UVs in 3ds Max

Unfolding UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1DED6F38-8F4B-4E3D-86F3-3A727AC85888.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-F26DC276-6FFC-4059-B92E-0439A3A50CD8.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Pelt mapping
Pelt mapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, which are problematic to

unwrap using other mapping types, for example a body or a head.

How the UV map is generated
The Pelt map features a stretcher that can be manipulated by springs to pull the UV map outwards.This

enables precision control over the UV coordinates to ensure they are evenly distributed across the

most complex surfaces, which other mapping types are incapable of completely unwrapping.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the Unwrap UVW modifier.

2. From the list of projection types select pelt mapping.

3. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the

UV map has an uneven distribution of UV coordinates.

4. To fully unwrap the surface the pelt map's stretchers should be pulled outwards until the UV map

accurately represents the true shape of the projection surface.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-08EAEC2D-6532-4EE6-94EE-FFCD93581D49.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a human head pelt mapped in 3ds Max.
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Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template mapped to the screen in disguise.The template's resolution was

calculated by following the same technique used for Shrink wrapped / Cylindrical mapped projection surfaces,

because when a surface is Pelt mapped it is problematic to calculate the resolution mathematically.

Helpful Resources
Projecting pelt maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Perspective Mapping
Perspective mapping is suitable for projection surfaces to display content rendered to a single point of

view, for example building blocks animating into a building.However, perspective mapping is also suitable

for 2D content, as explained below.

How the UV map is generated
A camera can perspective project UV coordinates from its point of view to the surface.The UV map can then be

rendered to a content template to be placed as a background in Adobe After Effects.Here the content creator

can render 2D content and in disguiseソフトウェア the content will map perfectly to the screen.The 2D content will

appear correct from any point of view.

In a 3D application the content creator can also render 3D content by rendering 3D effects from a camera's point

of view.The render camera should match the position of the previous camera, and the 3D content should be

rendered to a resolution that matches the 2D content.The mapped 3D content will only appear correct from the

render camera's point of view.Therefore, both cameras should be positioned to the point of view from which the

audience will view the projection surface.
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Create a camera in your 3D scene.

2. Adjust its position, field of view and zoom, to capture the surface's outer edge.In the camera's

viewport safe frames can be enabled to show the captured area more clearly.

3. Select the surface and apply a Camera Map modifier.

4. From the Camera Map modifier pick camera.The camera will perspective project UV coordinates onto

the surface.

5. Select the Unwrap UVWmodifier.

6. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image here shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface.However, from the camera's

point of view the UV map will appear to have an even distribution of UV coordinates.
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Step 2 - Rendering UV maps to content templates

The images below show the content template and how its resolution was calculated.The template's

resolution was calculated from the render settings set to generate 3D content, because when a

projection surface is perspective mapped the UV map can be used to generate both 2D and 3D

content.Therefore, the 2D and 3D content should match in resolution.

The UV map can be rendered to a template to be placed as a background in Adobe After Effects, to

generate 2D content.

The UV map can have animated geometry baked into it in a 3D application, for example 3ds Max, to

generate 3D content.

The template's resolution is 4096x1576 pixels.This was calculated by:
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Knowing the aspect ratio of the camera's output (this is automatically generated by the camera output's

width and height, shown in the render settings).

Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface, across

either the horizontal or vertical axis.

Multiplying or dividing this value by the aspect ratio, to calculate a resolution for the remaining axis.

Therefore, the following calculations apply:

The camera's output has an aspect ratio of 2.599.

Approximately 4096 pixels will hit the projection surface horizontally.

4096 pixels / 2.599 = 1576 pixels (the vertical resolution).
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Render settings from 3ds Max.

The images below show the content template and examples of 2D and 3D content rendered from the UV map.
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A 2D content template of the Ralph Lauren London Flagship Store rendered from 3ds Max.
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Pixel-perfect mapping
Pixel-perfect mapping is suitable for projection surfaces bending across one axis, for example a wall

constructed from multiple angled surfaces.

How the UV map is generated
A spline can be extruded to recreate the surface with the UV map automatically generated.Because the UV

coordinates are generated by the extrusion, the UV map will have a perfectly even distribution of UV

coordinates.
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a spline that traces the surface's bottom edge.

2. Apply an Extrude modifier to extrude the spline to match the surface's height.

3. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked when extruding the

spline.Doing so will enable the extrusion to automatically generate a normalised UV map.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

6. Check the UV coordinates are correctly flipped by comparing the positions of the surface's vertices to

the UV map's texture coordinates.Before performing the check, ensure the surface is orientated and

viewed in a south-north (front-back) direction.The image below shows the surface's top-left vertice

corresponds to the UV map's top-left texture coordinate.This is correct.If the UV coordinates

were incorrectly flipped, in disguise, the video content would be mirrored across the screen

when Direct mapped, for example a Radar layer would scan the screen in the opposite direction.

The image below shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates.If the checker pattern appeared non-uniform, i.e.the checkers were

differently sized, this would indicate the UV map had an uneven distribution of UV coordinates.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A pixel-perfect UV mapped surface in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map.The template's

resolution was calculated by:

Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface, across

either the horizontal or vertical axis.

Dividing this value by the projection surface's dimension across the chosen axis, to calculate a pixel

density.

Multiplying the pixel density by the remaining axis' dimension, to calculate its resolution.
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UV map rendered to a content template.

It is important to measure the projection surface's dimensions based on the UV map.In this case, the total

length of the extruded spline should be measured, because the extrusion automatically generated

the normalised UV map
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By calculating both the template's horizontal and vertical resolutions from a single pixel density value, the

content should enable square pixels.This is important because if the resolution is calculated incorrectly the

content may appear stretched across the projection surface.The template's resolution is 3698x1080

pixels.This was calculated by:

Knowing approximately 1080 pixels will hit the projection surface vertically.

1080 pixels / 5 meters (the projection surface's height) = 216 pixels per meter (hitting the projection

surface vertically).

216 pixels x 17.12 meters (the projection surface's length) = 3698 pixels (the horizontal resolution).

As a result, the aspect of the template's resolution should match that of the surface's dimensions.This can be

checked by:



337

Dividing the template's horizontal resolution by the vertical resolution.

Dividing the surface's length by the physical height (remember to base the measurements on the UV

map, explained earlier).

In this case:

3698 / 1080 = 3.424

17.2 / 5 = 3.424

Both values are matching, which indicates the template's resolution is correct.To double-check this, a

uniform square and circle should be drawn on the template in an image editing application, for example Adobe

Illustrator, before the template is exported to disguiseソフトウェア.If the square and circle appear uniform

across the screen in disguise the template's resolution is correct.

Step 3 - Mapping content to screens
The image below shows the content template directly mapped to the screen in disguise, which was exported

as an .obj file from 3ds Max.In disguiseソフトウェア three HD virtual projectors have been configured to

sample content from the screen.Each virtual projector samples a different part of the screen, and in realtime

the sampled content is outputted to the physical projectors by three unique feeds.

注意 : Remember to set the resolution of the screen in disguise to match the content template by

opening the Screen editor.

http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
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Template re-applied on the screen in disguise.

Step 4 - Outputting content to projectors
The image below shows the three unique feeds to be outputted to the physical projectors.If a virtual projector

changes position its corresponding output will automatically update in realtime to show the virtual projector's

updated point of view.Therefore, if a virtual projector's position changes onsite, content does not require re-

rendering, because the outputs are independent of the content.To read more about disguise's projector

simulation toolkit see the Projector simulation chapter, which explains how to quick calibrate, warp, and

blend projectors using disguiseソフトウェア.

The automatically generated outputs from the three virtual projectors.

Helpful resources

Drawing splines in 3ds Max

Extruding splines in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-36DF6364-2624-4CE1-8AC0-5CEED91CB393.htm
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Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Planar mapping

Planar mapping is suitable for projection surfaces that have:

flat surfaces requiring one side to be UV mapped

shallow surfaces requiring multiple oblique sides to be UV mapped

for example a plane or a facade

How the UV map is generated
The Planar map will parallel project UV coordinates to the surface.Therefore, it is important to align the Planar

map's position, orientation and scale to the surface.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select planar.

3. The Planar map will project UV coordinates from its normals to the surface.Therefore, it is necessary

to fit the planar map's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image here shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates, for all areas facing towards the Planar map.As a result, those

areas have a higher UV density than the areas facingaway from the Planar map.For example, the windows'

side faces have a lower UV density, which will result in content appearing stretched.To avoid this the UV map

should be relaxed.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
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A 3D model of the Buckingham Palace planar mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map.The template's

resolution was calculated by following the same technique used for pixel-perfect projection surfaces.However,

the key difference is this template was calculated by measuring the dimensions of the Planar map object,

because in this case the Planar map automatically generated the normalised UV map.
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A 2D content template of the Buckingham Palace rendered from 3ds Max.

Helpful Resources

Projecting planar maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Relaxing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Shrink wrapping
Shrink wrapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, for example a sphere or a

car.However, depending on the creative requirements, a Pelt map may be more suitable.

How the UV map is generated
The Shrink wrap will spherically project UV coordinates to the surface, by truncating the corners of the map and

joining them at a single pole.This will enable content to flow across the surface smoothly, because the UV map

will only contain one singularity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select shrink wrap.

3. The shrink wrap will project UV coordinates from its normals to the surface.Therefore, it is necessary

to fit the shrink wrap's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVWmodifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an uneven distribution of UV coordinates.To fully unwrap the surface the UV map should be relaxed.

A 3D model of the Audi A7 mesh shrink wrapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template and how its resolution was calculated.When a projection

surface is shrink wrapped, it is problematic to calculate the resolution mathematically.However, it is possible

to calculate the resolution visually.The template's resolution is 3448x1424 pixels.This was calculated

following the steps below:

1. Export the projection surface as an .obj from the 3D application to disguiseソフトウェア.Remember to

export the .obj's  texture coordinates, as explained in the Exporting UV maps page.

2. In disguise add the .obj to the Stage as a Screen.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
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3. Create a Bitmap layer on the Timeline.

4. From the layer's DxTexture library, select a texture with a square aspect.

5. Direct map the texture to the screen.

6. Set the layer's scale mode to pixel-perfect.

7. From the screen's editor, set a resolution for the horizontal or vertical axis that matches, or preferably

exceeds, the projector's pixel density.This requires knowing precisely how many pixels produced by

the projector will hit the projection surface.

8. Increase / decrease the screen's resolution across the remaining axis until the texture appears

square.This will ensure square pixels are enabled.

9. Offset the texture using the pos x and y parameters, to check square pixels are visible across the

entire surface.
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A square Bitmap Direct mapped to the car screen in disguise.
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A content template rendered from the Audi A7 UV map with a paint texture baked into the shrink wrap.

Helpful Resources

Projecting shrink wraps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Flattening UVs in 3ds Max

Unfolding UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1DED6F38-8F4B-4E3D-86F3-3A727AC85888.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-F26DC276-6FFC-4059-B92E-0439A3A50CD8.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Spline mapping
Spline mapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, for example a coiled snake

or a winding road.

How the UV map is generated
The Spline map will extrude UV coordinates from a selected spline to be projected to the surface.This will

enable content to flow across the surface smoothly, because the UV coordinates will match the

surface's curvature.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a spline that snaps to the surface's bottom edge.

2. Plot all the vertices in the same vertical position to ensure the UV projection is orientated correctly.

3. Plot the spline across the surface's widest points to ensure the UV projection is assigned to

the entire surface.

4. Select the Unwrap UVWmodifier.

5. Select all of the surface's faces.

6. From the list of projection types select spline mapping.

7. From the spline map's parameters select pick spline.

8. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

9. Rotate and normalise the UV map, if necessary.

The image here shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a screen from the Little Prince musical spline mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template and how its resolution was calculated.The template's resolution

was calculated by following the same technique used for pixel-perfect projection surfaces.However, the key

difference is this template was calculated by measuring the total length of the extruded spline, because in this

case the extrusion automatically generated the UV map.

注意 : The 3D application should calculate the total length of the spline automatically.In 3ds Max

select the spline, Command Panel > Utilities > Measure.

The length of the spline can be measured by selecting it and then selecting Utilities > Measure.
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A 2D content template of a screen from the Little Prince musical rendered from 3ds Max.

Helpful Resources

Projecting spline maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
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Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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LED screen examples overview

This sub-chapter will teach you how to UV map LED screens for disguiseソフトウェア, which are controlled

either by DVI or DMX signals.The following examples revisit the UV mapping principles covered in the

previous sub-chapter.Therefore, it is recommended to read this first.Topics include:

Example 1: MiSTRIP star

Example 2: OLite column

Example 3: DNA spiral

Example 4: Millenia Tower
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LED screen examples overview
This sub-chapter will teach you how to UV map LED screens for disguiseソフトウェア, which are controlled

either by DVI or DMX signals.The following examples revisit the UV mapping principles covered in the

previous sub-chapter.Therefore, it is recommended to read this first.Topics include:

Example 1: MiSTRIP star

Example 2: OLite column

Example 3: DNA spiral

Example 4: Millenia Tower
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Example 1: MiSTRIP star
This case study shows how to prepare a star shaped LED screen constructed from Barco MiSTRIPS for

disguiseソフトウェア.The first step is to UV map the 3D model by unwrapping the mesh into a grid.As

explained on The UV Map as the Hardware Output page, the UV map should comprise a grid because this

is the output to the LED processor from the software, and LED processor's can only capture outputs

composed from rectangles.

How the UV map is generated
A plane can be arrayed around a local pivot point to recreate the surface with the UV map automatically

generated.However, the UV map will have overlapping UV shells and therefore will require editing, either

manually using UV editing tools or automatically using a script, depending on the level of complexity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a plane that matches a MiSTRIP's dimensions, 0.063x1.484 metres.

2. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked.Doing so will enable the

plane to automatically generate a normalised UV map.

3. Position the plane's local pivot point to the scene's origin.The origin is 0,0,0 in 3D space

corresponding to the X,Y,Z axes.

4. With the plane selected, select the Array tool.

5. Array the plane by a count of 20 around 360 degrees.This will array twenty planes around the local

pivot point.

http://www.barco.com/en/products-solutions/led-displays/led---creative-modules/small-pitch-led-pixel-strip.aspx
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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6. Attach all the plane's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

7. Select theUnwrap UVWmodifier.

8. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

9. At this stage, the UV map will have overlapping UV shells.To unwrap the UV map, reposition the UV

shells next to each other, either manually using UV editing tools or automatically using a script.

10. It is important to snap the UV shells next to each other into a grid.Doing so will remove gaps in the UV

map, which in turn will remove virtual pixels from disguise's output to the LED processor.

11. Normalise the UV map by rescaling it to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes.

The image below shows the MiSTRIPs arrayed in a 360 degree arc, but in UV space they are arrayed in a

horizontal row as a grid.Importantly, the surface's outer ring of vertices correspond to the UV map's bottom

row of UV coordinates, highlighted in red.This indicates the surface's UV

coordinates are uniformly positioned.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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The image below shows how each MiSTRIP corresponds to a UV shell, highlighted in red.Importantly,

each UV shell is equal in scale to each MiSTRIP, which indicates the UV map has an even distribution of UV

coordinates.
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The image below shows how the MiSTRIPs are arrayed in UV space.Importantly, the MiSTRIPs are arrayed in

a clockwise direction, and this order follows the UV map, where the UV shells are arrayed in a left to right

direction.
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In order to set a resolution of this screen made of 20 Mistrips it is crucial to turn each strip into a rectangle in

UV space.

Step 2 - Mapping content to screens
The left-image below shows a Radar layer Parallel mapped to the screen in disguiseソフトウェア, which was

exported as an .obj file from Autodesk 3ds Max.The right-image shows the Output Feed from disguise to the

LED processor, which is being generated in realtime by the Parallel map applied in disguise's Stage

simulator.The feed output is independent of the video content, which means the output can be a different

resolution.In this case, the content has a resolution of 1024x1024 pixels, but the output has a resolution of

20x112 pixels.This is possible because the Parallel map does not apply content directly to the screen's UV

coordinates; enabling the content creator to design content using templates that are independent of the LED

outputs.Therefore, the creative workflow for the content creator is separated from the technical workflow for

the hardware technicians, as explained on The UV Map as the Hardware Output page.
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The resolution of the screen in disguiseソフトウェア should exactly match the physical screen's number of

pixels.The resolution of 20x112 pixels was calculated by:

Knowing precisely how many pixels each MiSTRIP contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal MiSTRIPs, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each MiSTRIP contains vertically.

In this case:

1 MiSTRIP = 1 pixel horizontally.

The total number of horizontal MiSTRIPs is 20.Therefore, 1 pixel x 20 MiSTRIPs = 20 pixels

horizontally in total.

1 MiSTRIP = 112 pixels vertically.

注意 : When setting the resolution of a screen in the software, the UV map is divided into a grid of

the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by the screen

and outputted to the LED processor.Therefore, it is important to match the resolution of disguise's

screen to the physical screen.For further information see the How Does disguise Sample UV Maps

page.
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The UV map also represent the output sent to the physcial LED strips.

The image below shows a Population mask applied to the screen in disguiseソフトウェア, which was exported

as a .png from Adobe Photoshop.The Population mask has removed MiSTRIP sections from the screen and,

in turn, from the output to the LED processor, which maybe necessary if the screen's geometry requires

updating.To read more about generating Population masks, see the Population masks page.
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Example 2: OLite column
This case study shows how to prepare a column shaped LED screen constructed from Barco OLites for

disguiseソフトウェア.As explained on the MiSTRIP Star page, the first step is to UV map the 3D model

by unwrapping the mesh into a grid.

How the UV map is generated
A plane can be arrayed across a spline to recreate the surface with the UV map automatically

generated.However, the UV map will have overlapping UV shells and therefore will require editing,

either manually using UV editing tools or automatically using a script, depending on the level of complexity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a plane that matches an OLite's dimensions, 0.084x0.112 metres.

2. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked.Doing so will enable the

plane to automatically generate a normalised UV map.

3. Draw a spline that snaps to the outer edge of one OLite column.

4. With the plane selected, select the Spacing tool.

5. From the spacing tool's parameters select pick path, and select the spline.

6. From the spacing tool's parameters select count, and enter a value of 34.This will array thirty four

planes across the spline.

http://www.barco.com/en/products-solutions/led-displays/led---creative-modules/multifunctional-indooroutdoor-smd-led-tile-5000-nitsnbsp;-10mm-pixel-pitchnbsp;that-can-be-broken-do.aspx?tab=specs
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
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7. Attach all the plane's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

8. Clone the column by a count of 11.

9. Align each column into position using the move and rotate tools.

10. Attach all the column's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

11. Select the Unwrap UVWmodifier.

12. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

13. At this stage, the UV map will have overlapping UV shells.To unwrapthe UV map, reposition the UV

shells next to each other, either manually using UV editing tools or automatically using a script.

14. It is important to snap the UV shells next to each other into a grid.Doing so will remove gaps in the UV

map, which in turn will remove virtual pixels from disguise's output to the LED processor.

15. Normalise the UV map by rescaling it to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes.

The image below shows the OLites arrayed in a curved direction, but in UV space they are arrayed in

a linear direction as a grid.Importantly, the surface's outer ring of polys correspond to the UV map's top row of

UV shells, highlighted in red.This indicates the surface's UV shells are uniformly positioned.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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Step 2 - Mapping content to screens
The image below shows a content template Feed mapped to the screen in disguise, which was exported as

an .obj file from Autodesk 3ds Max.The template was rendered from the UV map, and therefore contains no

information about the physical gaps between the OLites.If video content is to be mapped to the screen with

the physical gaps included, then a Feed map could be generated in d3.The Feed map samples different areas

of the template, and in turn the sampled areas are mapped to the OLites.The advantage here is the sampled

areas can be reconfigured, allowing for content to be moved, cropped, scaled and rotated, in the same way

the Output Feeds can be reconfigured.
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A Parallel or Perspective map can be generated from disguiseソフトウェア.As explained on the MiSTRIP

Star page, these mappingsdo not apply content directly to the screen's UV coordinates; enabling the

content creator to design content using templates that are independent of the LED outputs.Therefore, the

creative workflow for the content creator is separated from the technical workflow for the

hardware technicians, as explained on The UV Map as the Hardware Output page.

The resolution of the screen in disguiseソフトウェア should exactly match the physical screen's number of

pixels.The resolution of 80x374 pixels was calculated by:

Knowing precisely how many pixels each OLite contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal OLites, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each OLite contains vertically.

Multiplying this value by the total number of vertical OLites, to calculate a vertical resolution.

In this case:
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1 OLite = 8 pixels horizontally.

The total number of horizontal OLites is 11.Therefore, 8 pixels x 11 OLites = 88 pixels horizontally

in total.

1 OLite = 11 pixels vertically.

The total number of vertical OLites is 34.Therefore, 11 pixels x 34 OLites = 374 pixels horizontally

in total.

注意 : When setting the resolution of a screen in disguiseソフトウェア, the UV map is divided into

a grid of the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by the screen

and outputted to the LED processor.Therefore, it is important to match the resolution of disguiseソ

フトウェア's screen to the physical screen.For further information see the How Does disguise

Sample UV Maps page.
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Example 3: DNA Spiral
This case study shows how to prepare a spiral shaped LED screen constructed from pucks for disguiseソフ

トウェア.As explained in the previous case studies, the first step is to UV map the 3D model

by unwrapping the mesh into a grid.

How the UV map is generated
The DNA spiral's UV map was generated using a combination of techniques applied to the MiSTRIP Star and

the OLite Column.However, the key difference here is the UV map contains gaps.This is because the content

creator required a 2D template that accurately represented the 3D model.In this case, virtual gaps were

included to represent the physical gaps between the pucks.

The UV map of the DNA spiral.
The left-image below shows a content template Direct mapped to the screen in disguiseソフトウェア, which was

exported as an .obj file from Autodesk 3ds Max.The template was rendered from the UV
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map, and therefore includes virtual gaps to represent the physical gaps between the pucks.The Direct

map samples the entire UV map including the virtual gaps, but only the UV coordinates assigned to the 3D

model will display video content; enabling the content creator to design content using a

template which accurately represents the 3D model.However, here the disadvantage is disguise's screen will

require a higher resolution than the physical screen, which may affect video performance.The right-image

below shows the Output Feed from disguiseソフトウェア to the LED processor.The output is independent of the

content, which means the output can be a different resolution.In this case, the content has a resolution of

32x164 pixels, but the output has a resolution of 32x82.This is possible because the Output Feeds can

be reconfigured, allowing for virtual pixels to be removed from the output, and for the output to be edited to

match the LED processor's pixel map.Therefore, the creative workflow for the content creator is separated from

the technical workflow for the hardware technicians, as explained on The UV Map as the Hardware

Output page.

Normally, the resolution of the screen in disguiseソフトウェア should exactly match the physical screen's number

of pixels.However, in this case the resolutions can differ.The resolution of 32x164 pixels was calculated by:

Knowing precisely how many pixels each puck contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal pucks, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each puck contains vertically.

Multiplying this value by the total number of vertical pucks, and doubling the sum, to calculate a vertical

resolution.

In this case:
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1 puck = 1 pixel horizontally.

The total number of horizontal pucks is 32.Therefore, 1 pixel x 32 pucks = 32 pixels horizontally in total.

1 puck = 1 pixel vertically.

The total number of vertical pucks is 84.Therefore, 1 pixel x 82 pucks = 82, and 82 x 2 = 164 pixels

horizontally in total.

The vertical resolution was doubled because the UV map contains gaps.Importantly, the gaps were spaced

evenly to match the heights of the UV shells.Doing so ensures disguise's screen will precisely sample the UV

map.If the resolution is incorrect the screen will sample virtual pixels, which in turn will display black across the

output.Therefore, it is important to generate a pixel-perfect content template to render video content from.

注意 : When setting the resolution of a screen in disguiseソフトウェア, the UV map is divided into

a grid of the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by the screen

and outputted to the LED processor.Normally, it is important to match the resolution of the screen to

the physical screen but, in this case, disguise's screen should have a higher resolution to allow for

virtual pixels.Therefore, it is highly recommended to test playback performance before running a

live show.For further information see the How Does disguise Sample UV Maps page.
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Example 4: Millenia Tower
This case study shows how Singapore's Millenia Tower was prepared for disguiseソフトウェア.The key

difference here is the screens used Pulsar Chroma lights, which are DMX controlled fixtures.The

previous case studies explained how to prepare DVI controlled fixtures for disguise, although disguise

maps DMX pixels in the same way it does DVI pixels.Therefore, the 3D modelling and UV mapping

techniques covered earlier apply here.However, it is important to understand disguise's DMX screen

sends RGB data over Art-Net and other supported protocols, instead of the Output Feeds.To read more

about DMX screens, see the Creating DMX screens sub-chapter.

How the UV map is generated

The Millenia Tower's UV map was generated using a combination of techniques applied previously, which

explained how to unwrap a 3D model into a grid.

Similar to the DNA Spiral, this UV map contains gaps separating the tower's four sides, although in this

case the 3D model does notcontain the same gaps.

The UV map was designed on the basis that each Chroma light would be mapped in disguise to a resolution

of 1x1 pixels.Consequently, in Autodesk 3ds Max each Chroma light was assigned one UV shell, all of which

http://www.d3technologies.com/projects/52-Millenia-Tower-Singapore,-2012
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matched in scale, because this ensured disguise's Direct map precisely sampled the UV map.Because the

tower's upper levels contain less Chroma lights than the lower levels, the UV map's upper levels contained less

UV shells than the lower levels, resulting in virtual gaps.
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ステージの概要

｢ステージ｣とは？
｢ステージ｣とは、disguiseソフトウェア内のレベルで、ステージビジュアライザーを使用して任意の角度から現在のス

テージを見ることができます。ステージとステージレベルという用語は同じ意味を持ちますが、混乱を避けるために本

ユーザーガイド全体ではほとんどの場合にステージ・レベルを使用します。

ステージレベルを開くには、ダッシュボードからステージを左クリックします。

ステージ内のオブジェクト

ステージは一連のオブジェクトから構築されます。これらのオブジェクトは、一連の異なるスクリーンタイプ、会場とプロッ

プです。

ステージ内に含まれるオブジェクトの階層 :スクリーン、会場とプロップ

スクリーン

d3には、多くの異なるタイプのスクリーンがあり、ステージに追加できます。その後ステージは、スクリーン上にリアルタイ

ムでタイムラインのビデオを再生するために使用でき、時間のかかる再レンダリングを回避できます。
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会場

ステージは複数の会場を含むことがあります。これは一連のステージ設計を作成したい場合に有用です。各会場が

異なるステージ設計オプションを表わしており、一つの設計から別の設計に迅速に切り替えることができます(例：クラ

イアントとの会議中など)。

プロップ:これらの会場はプロップから構築されます。プロップは会場の構成要素となるオブジェクトです。

多重ステージ

ステージレベルは複数のステージを含むこともでき、同じd3ファイルからステージ間を迅速に切り替えることができます。

ステージレベルは複数のステージを含むこともでき、同じプロジェクトファイルから迅速に切り替えることができま

す。これらのステージは、同じスクリーン、会場、プロップを共有できます。

作成するステージは、それぞれ同じスクリーン、会場とプロップを共有できます。上記の例において、同じd3ファイル内

でステージ1とステージ2の2つの異なるステージがあります。これらのステージが両方ともあるスクリーン・タイプを共有す

ることに注目します:スクリーン1、スクリーン2とプロジェクター1;さらに、これは特定のプロップを共有しています:プロップ

2、プロップ4とプロップ5。しかしながら全体的なプロップ設定は異なるため、2つの異なる会場を作る必要があります;ま

た、全体的なスクリーン設定も異なるため、2つの異なるステージを作成する必要があります。

ステージ、スクリーン、会場、プロップの追加、削除、編集についての情報は、次のサブチャプタを確認してください。
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注意 : disguiseハードウェアからの安定したパフォーマンスのため、シーンの頂点ポイントを約150,000-

200,000以内に維持することをお勧めします。この値は必要なビデオ読み込みの量に応じて変わります。
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ステージの概要

｢ステージ｣とは？
｢ステージ｣とは、disguiseソフトウェア内のレベルで、ステージビジュアライザーを使用して任意の角度から現在のス

テージを見ることができます。ステージとステージレベルという用語は同じ意味を持ちますが、混乱を避けるために本

ユーザーガイド全体ではほとんどの場合にステージ・レベルを使用します。

ステージレベルを開くには、ダッシュボードからステージを左クリックします。

ステージ内のオブジェクト

ステージは一連のオブジェクトから構築されます。これらのオブジェクトは、一連の異なるスクリーンタイプ、会場とプロッ

プです。

ステージ内に含まれるオブジェクトの階層 :スクリーン、会場とプロップ

スクリーン

d3には、多くの異なるタイプのスクリーンがあり、ステージに追加できます。その後ステージは、スクリーン上にリアルタイ

ムでタイムラインのビデオを再生するために使用でき、時間のかかる再レンダリングを回避できます。
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会場

ステージは複数の会場を含むことがあります。これは一連のステージ設計を作成したい場合に有用です。各会場が

異なるステージ設計オプションを表わしており、一つの設計から別の設計に迅速に切り替えることができます(例：クラ

イアントとの会議中など)。

プロップ:これらの会場はプロップから構築されます。プロップは会場の構成要素となるオブジェクトです。

多重ステージ

ステージレベルは複数のステージを含むこともでき、同じd3ファイルからステージ間を迅速に切り替えることができます。

ステージレベルは複数のステージを含むこともでき、同じプロジェクトファイルから迅速に切り替えることができま

す。これらのステージは、同じスクリーン、会場、プロップを共有できます。

作成するステージは、それぞれ同じスクリーン、会場とプロップを共有できます。上記の例において、同じd3ファイル内

でステージ1とステージ2の2つの異なるステージがあります。これらのステージが両方ともあるスクリーン・タイプを共有す

ることに注目します:スクリーン1、スクリーン2とプロジェクター1;さらに、これは特定のプロップを共有しています:プロップ

2、プロップ4とプロップ5。しかしながら全体的なプロップ設定は異なるため、2つの異なる会場を作る必要があります;ま

た、全体的なスクリーン設定も異なるため、2つの異なるステージを作成する必要があります。

ステージ、スクリーン、会場、プロップの追加、削除、編集についての情報は、次のサブチャプタを確認してください。
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注意 : disguiseハードウェアからの安定したパフォーマンスのため、シーンの頂点ポイントを約150,000-

200,000以内に維持することをお勧めします。この値は必要なビデオ読み込みの量に応じて変わります。
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ステージの編集

ステージエディター

ステージを編集するには、ステージエディターを開きます。

ステージエディターを開くには、ダッシュボード (スクリーンの一番上のバー)から、ステージを右クリックします。
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ダッシュボードからステージを右クリックすることで、ステージエディターにアクセスします。

シーン

｢シーン｣タブを選択すると、次のプロパティが表示されます:

フロアサイズ

このプロパティは、ステージのフロアサイズを変更します。2つの数値が水平にレイアウトされています:これらは、それぞ

れx(幅 )とz(深さ)座標の値です。フロアサイズで使用する単位は｢m｣です。

フロア位置

このプロパティは、3Dスペースでステージのフロア位置を変更します。3つの数値が水平にレイアウトされています:こ

れらは、それぞれx(左 /右 )とy(上 /下 )とz(深さ)座標の値です。

フロアプラン

このポイントからスチール画像までが、現在有効なステージのフロアプランを定義します。このプロパティを選択すると

テクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライブ上のDxTexture フォルダー内に保存された画像

ファイルがすべて表示されます。

ステージフロアにフロアプランを追加 :

1. フロアプランを左クリックし、テクスチャ・オブジェクト・ライブラリを開きます。

2. ステージフロアに使用したい画像を左クリックします。

ソフトウェアの内で提供される標準スチール画像以外のフロアプランを使用したい場合は、カスタムスチール画像ファ

イルを使用する必要があります。

カスタムスチール画像ファイルとファイルにアクセスする方法は、プロジェクトでメディア・ファイルを配置のサブチャプタを

確認します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。
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会場

このプロパティでは、会場を現在有効な会場に切り替えできます。会場の切り替えは、ステージビジュアライザー内

で更新されます。これは、異なるプロップコンフィギュレーション間での迅速に切り替えに非常に役立ちます。

会場プロパティは、会場マネージャーを開くために使用されます。

1. 会場マネージャーを開くには、会場を左クリックします。これにより作成されたすべての会場のリストが表示さ

れます。

2. 現在有効な会場と切り替えたい会場を、左クリックします。

この機能に関する詳細情報は、会場の作成 /切り替え、会場の編集、プロップの作成 /削除、プロップの編集 の各

サブチャプターでご確認いただけます。会場に関する一般的な情報は会場 /プロップの概要を参照します。
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人物

このプロパティは、ステージビジュアライザーに表示される人物の数をコントロールします。ステージ上の人物の最大

人数は320人です。

アンビエント輝度

このプロパティは、ルクスレンダラー・モード時のステージの周囲の明るさを制御します。

アンビエント色

このプロパティは、ルクスレンダラー・モード時のステージの周囲の明るさを制御します。

カラードロッパーツールを使って、ステージのアンビエントカラーを選択します



386

フットプリントレベル

このプロパティは、プロジェクタのシャドウバッファの解像度マルチプライヤです。0はフットプリントを無効化します。

LEDスクリーン
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ステージに追加する新しいLEDスクリーンを作成するには、+アイコンをクリックしてLEDスクリーンマネージャーを開き

ます。

リスト内のLEDスクリーンを左クリックしてから-アイコン内にドラッグすると、ステージからこのLEDスクリーンが削除され

ます。

詳細は、スクリーンタイプ概要とスクリーンの作成を参照します。

DMXスクリーン

ステージに追加する新しいDMXスクリーンを作成するには、+アイコンをクリックしてDMXスクリーンマネージャーを開き

ます。

リスト内のDMXスクリーンを左クリックしてから-アイコン内にドラッグすると、ステージからこのLEDスクリーンが削除さ

れます。

詳細は、スクリーンタイプ概要とスクリーンの作成を参照します。

DMXライト

ステージに追加する新しいDMXライトを作成するには、+アイコンをクリックしてDMXライトマネージャーを開きます。

リスト内のDMXライトを左クリックしてから-アイコン内にドラッグすると、ステージからこのDMXライトが削除されます。

詳細は、スクリーンタイプ概要とスクリーンの作成を参照します。
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プロジェクションサーフェイス

ステージに追加する新しい投影面を作成するには、+アイコンをクリックして投影面マネージャーを開きます。

リスト内の投影面を左クリックしてから-アイコン内にドラッグすると、ステージからこの投影面が削除されます。

詳細は、スクリーンタイプ概要とスクリーンの作成を参照します。

プロジェクター

ダイナミックブレンド

プロジェクター全体のダイナミックブレンドのオン/オフを切り替えます。

ブレンドガンマ

ダイナミックブレンドのブレンドガンマを変更します。



389

ブレンド鮮明度

ダイナミックブレンドのブレンド鮮明度を変更します。

ステージに追加する新しいプロジェクターを成するには、+アイコンをクリックしてプロジェクターマネージャーを開きま

す。

リスト内のプロジェクターを左クリックしてから-アイコン内にドラッグすると、ステージからこのプロジェクターが削除されま

す。

詳細は、スクリーンタイプ概要とスクリーンの作成を参照します。

プロジェクターのリスト ...

このボタンをクリックするとプロジェクト内のすべてのプロジェクターのリストが開き、1つのエディター内でプロパティをすべ

て編集することができます。この機能は、ショートカットCTRL+Pからもアクセスできます。

基準点 ...

このボタンをクリックすると、プロジェクト内のすべてのプロジェクターのキャリブレーションポイントのリストが開きます。名

前、親オブジェクトが表示され、ミュート、ロック、削除機能を切り替えることができます。

プロジェクタースタディ...

このボタンをクリックすると、プロジェクタースタディエディターが開きます。

OmniCalキャリブレーション...

このボタンをクリックすると、OmniCalキャリブレーションエディターが開きます。
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カメラ

｢カメラ｣タブでは、ステージに固定カメラを追加できます。これらのカメラには、それぞれ個別にレンダリング値を設定

できます。カメラには、すべてフィード出力を割り当てることができます。

ビジュアライザーカメラ

ビジュアライザーカメラは、ローカル機器から表示されるカメラです。カメラはそれぞれ個別の設定値のセットを持って

おり、プロパティをクリックし別のカメラを選択することで、カメラ間を切り替えることができます。詳細情報は、ビジュア

ライザーレンダラーを参照します。

カメラブックマークのリスト ...

カメララブックマークのリストを開きます。

詳細は、カメラ位置の保存とリコールを参照します。

VRナビゲーター.

VRビューファインダーを開きます。
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アクション

｢アクション｣タブを選択すると、次のプロパティが表示されます:

ステージを切り替える

このプロパティでは、ステージビジュアライザーに表示されるステージを変更できます。現在有効なステージの名前

は、下の画像強調されるダッシュボードのステージタブに表示されます。
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｢ステージを切り替える｣プロパティでは、ステージマネージャーを開き、ステージを選択できます。

新しいステージの作成 :

1. ステージマネージャーを開くには、ステージを切り替えるを左クリックします。作成したステージのすべてのリス

トが表示されます。

2. ステージの名前を新規ステージテキストフィールドに入力し、Enterを押します。ステージマネージャーに追加

する新しいステージが作成されます。

ステージ・エディターを使用して、現在有効なステージと切り替えたいステージを選択できます。

ステージのエクスポート

r17.3時点で、ステージはFBX、OBJあるいは3DSとしてエクスポートできます。

1. エクスポートの名前を入力します。

2. .fbx.objあるいは .3dsなどのファイル拡張子を追加します。

3. OKをクリックします。

4. エクスポートされたファイルは、プロジェクト・フォルダーの出力フォルダーに書き込まれます。

テーブルからプロジェクターをインポート

このボタンはプロジェクターをCSVでインポートするために使用されます。詳細は、プロジェクターのインポートを参照し

ます。

Importing-projectors.html


393

3Dコントロールの切り替え

このボタンは、Manipulators機能のオン/オフを切り替えます。さらに、トラックヘッダー上で｢CTRL+M｣キーボード

ショートカットを使用して軸アイコンを切り替えることができます。

すべての出力をホールド /ホールド解除

すべての出力のホールド /ホールド解除を切り替えます。ダッシュボードの既存の｢ホールド機能｣と同様に、この機能

は、ステージのスクリーンをすべて迅速にホールドモードにセットできます。ホールドモードでは表示されたフレームが

凍結され、出力を変更せずにシーケンシングを続けることができます。これは、出力プロパティで詳述されるとおり、

スクリーン単位で実行することもできます。
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Manipulators
Manipulatorsは、数値ではなくマウス入力によって、ステージ上のオブジェクトのプロパティをオフセット、回転、拡大

縮小できます。

概要

Manipulatorsは、r17で追加されたステージの機能です。キーボードのショートカットとマウス操作の組み合わせによっ

て、ステージ上のスクリーンやプロジェクター、プロップなどのオブジェクトを自由にオフセット、回転、拡大縮小できま

す。この機能により、ブレンダー、3DS、Cinema4Dなどのパッケージを使用するユーザーにとって、より馴染みのある

ワークフローになります。

ワークフロー

1. ステージ上のアイテムを左クリックして選択します。ハイライトされると、オレンジ色のアウトラインが表示されま

す。

2. キーボードのE、R、Tボタンを使って、オフセット、回転、拡大縮小のモードを切り替えます。

3. スクリーン上のギズモを使ってオブジェクトを操作します

例

1. ステージ上のアイテムを左クリックして選択します。ハイライトされると、オレンジ色のアウトラインが表示されま

す。

2. キーボードのE、R、Tボタンを使って、オフセット、回転、拡大縮小のモードを切り替えます。

3. スクリーン上のギズモを使って、色のついた軸のハンドルの１つを左クリックしてドラッグし、オブジェクトを操作し

ます。
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Manipulatorsショートカット & アクション

Manipulatorsエディター

トラックヘッダーのアイコンでManipulatorsを有効にするか、ステージエディターのアクションタブで3Dコントロールを切り

替えるをクリックすると、Manipulatorsエディターがステージにオーバーレイで表示されます。

キーボードのショートカット

Manipulatorsが有効になると、以下のキーボードショートカットで機能を利用できるようになります:
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オフセット ( E)

オフセットモードでは、ステージ上のギズモを使って、x、y、zの値を自由にオフセットできます。

回転 ( R)

回転モードでは、ステージ上のギズモを使って、x、y、zの値を自由に回転できます。

スケール( T)

スケールモードでは、ステージ上のギズモを使って、x、y、zの値を自由にスケーリングできます。

注意 :ただし、プロジェクターなど一部のアイテムはスケーリングできません。

オブジェクト／グローバルスペースの切り替え( G)

グローバルスペースは、シーン全体の座標系です。基点はステージの中央にあります。
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オブジェクト空間は、オブジェクトから見た座標系です。オブジェクト空間の原点はオブジェクトのセントロイドであり、

軸はオブジェクトとともに回転します。

複数のオブジェクトが選択されている場合、オブジェクト空間は選択されたすべてのオブジェクトのセントロイドを参

照し、直近に選択されたオブジェクトの回転が加えられます。
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Screen types overview

What is a screen?
A screen in disguiseソフトウェア consists of exactly as many pixels as there are in the real world screen.Content

can be rendered from the Timeline and mapped to the screens in the stage in real time (with the exception of the

Projector screen type).The screens can then output their data via the Feed system or DMX depending on the

screen type.The disguise software uses DmxScreens to output DMX data, and DmxLights to create DMX-based

moving lights and other DMX-based screens.

Types of screens
The disguise software contains five different screen types that can be added to a stage.

Dmx Lights
This is the screen type to use when you want to create DMX-based moving lights and other DMX-based screens

where custom DMX drivers are required (that cannot be created using the DmxScreens type, see

below).DmxLights also visualises beam effects and movement.Learn more about DmxLights in

the DmxScreens/Lights chapter.

Dmx Screens
This screen type is a normal video screen of any shape and form but outputs DMX data instead of video.Learn

more about DmxScreens in the DmxScreens/Lights chapter.

Projection Surfaces
This screen type is an object that will be projected onto and should be used in conjunction with a virtual

projector.Projection screens have no output feed and require projectors to view them.Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.

LED Screens
This screen type is used for LED screens.

Projectors
This screen type is actually a virtual projector used for projection mapping projects.Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.
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In addition, disguiseソフトウェア contains by default a set of primitive meshes:

1 x 1m Rectangle.The name 'Rectangle' may sound confusing as it's actually a 1 x 1 m plane.This plane

has been exported from the origin in 3ds Max (0,0,0).

1 x 1m Cylinder.

1 x 1m Convex.

These three primitive meshes can be used as the screen mesh for the six different screen types (with the

exception of Projectors), defining the shape of your screens.They are already UV-mapped and can be re-sized,

positioned and configured to match your design requirements.If you are using any other shape than the

standard Rectangle, Cylinder or Convex meshes, the screen requires an imported UV-mapped .obj file as the

screen mesh.Please see the Mesh section within the Editing screens sub-chapter for information on how to

import a screen mesh into the software.

#editing-screens
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Screen types overview

What is a screen?
A screen in disguiseソフトウェア consists of exactly as many pixels as there are in the real world screen.Content

can be rendered from the Timeline and mapped to the screens in the stage in real time (with the exception of the

Projector screen type).The screens can then output their data via the Feed system or DMX depending on the

screen type.The disguise software uses DmxScreens to output DMX data, and DmxLights to create DMX-based

moving lights and other DMX-based screens.

Types of screens
The disguise software contains five different screen types that can be added to a stage.

Dmx Lights

This is the screen type to use when you want to create DMX-based moving lights and other DMX-based screens

where custom DMX drivers are required (that cannot be created using the DmxScreens type, see

below).DmxLights also visualises beam effects and movement.Learn more about DmxLights in

the DmxScreens/Lights chapter.

Dmx Screens

This screen type is a normal video screen of any shape and form but outputs DMX data instead of video.Learn

more about DmxScreens in the DmxScreens/Lights chapter.

Projection Surfaces

This screen type is an object that will be projected onto and should be used in conjunction with a virtual

projector.Projection screens have no output feed and require projectors to view them.Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.
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LED Screens

This screen type is used for LED screens.

Projectors

This screen type is actually a virtual projector used for projection mapping projects.Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.

In addition, disguiseソフトウェア contains by default a set of primitive meshes:

1 x 1m Rectangle.The name 'Rectangle' may sound confusing as it's actually a 1 x 1 m plane.This plane

has been exported from the origin in 3ds Max (0,0,0).

1 x 1m Cylinder.

1 x 1m Convex.

These three primitive meshes can be used as the screen mesh for the six different screen types (with the

exception of Projectors), defining the shape of your screens.They are already UV-mapped and can be re-sized,

positioned and configured to match your design requirements.If you are using any other shape than the

standard Rectangle, Cylinder or Convex meshes, the screen requires an imported UV-mapped .obj file as the

screen mesh.Please see the Mesh section within the Editing screens sub-chapter for information on how to

import a screen mesh into the software.

#editing-screens
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Creating screens
When you create a new project, a projection surface screen and virtual projector are inserted by default.To

remove this default screen see removing screens.

Creating a new screen

1. Right-click stage to open the Stage editor.Each type of screen has it's own tab in the stage

editor.Listed below each screen type are screens associated to that type.A new project will, by default,

contain a Screen called surface 1.
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Stage editor showing the different screen types

2. Left-click the + button for the type of screen you wish to add.This opens the screen manager for that

screen type.In this example we will add a new projection surface.

3. Type the name of the new screen in the new surface text box, in this example Projection Screen, and

hit Enter.
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To add a screen left-click the + for the correct type of screen and type a name for the new screen

The new screen will appear in the list of screens for that screen type.The new screen will be created

and added to the currently active stage and the screen editor will open.
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New screen listed in the screen list and the screen editor opened.

You can now edit the screen to change its size, position, orientation and shape.
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Deleting screens

Permanently deleting a screen

1. Left-click on the + button just below the screens list for that type of screen in the Stage editor to open

the Screens manager.

2. Left-click and drag the screen you want to delete from the Screens manager to trash (represented by

a trash-can icon).

Left-click and drag the screen you want to delete from the Screens manager to Trash

This places the screen in the trash can (deleted items)

To permanently delete the screen out of the trash can:
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Right-click trash and select empty trash to permanently delete the screen from your stage.

Right-click Trash and select Empty Trash to permanently delete the screen

警告 : you can never permanently delete a screen if it's active or referenced from

anywhere in the project.
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Changing the Screen Type

Changing screen type

1. right-click on the screen editor title bar

2. select the ‘change type’ option

3. select the new type of screen

Changing screen type
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Removing screens

Removing a screen

Left-click and drag the screen name to the -button below in it's section of the Stage editor.

This will remove the screen from the currently active stage.The screen itself will not be deleted, it is still listed
in the ScreensManager.To delete the screen permanently see the deleting screens sub-chapter.

In this example surface 1, has been removed from the currently active stage, but remains in the surfaces

manager.
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Screen editor

To edit a screen you need to open the Screen editor.

To open the Screen editor:

Right-click a screen directly in the Stage level, or

Right-click the screen name from the screens list in the Stage editor.

Screen editor is used to edit a screen.
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Screen editor

To edit a screen you need to open the Screen editor.

To open the Screen editor:

Right-click a screen directly in the Stage level, or

Right-click the screen name from the screens list in the Stage editor.

Screen editor is used to edit a screen.
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スクリーンのプロパティ

オフセット

3次元空間におけるスクリーンの位置を制御します。3つの数値が水平にレイアウトされています：これらは、それぞれx

(左 /右 )とy(上 /下)とz(スクリーンの深さ)の座標の値です。

回転

スクリーンメッシュの回転を度単位で制御します。xコンポーネントはx軸周りの回転を、yコンポーネントはy軸周りの回

転を、zコンポーネントはz軸周りの回転を制御します。メッシュの頂点はその原点を中心に回転します；そのため、メッ

シュの頂点は基点を中心に配置することをお勧めします。

追跡ソース

このプロパティは、どのオートメーション軸がオブジェクトのオフセットと回転のプロパティを制御するかを定義します。詳

しくは、オブジェクト追跡ソースをご覧ください。

スケール

スケールプロパティは、メッシュに適用されるスケーリングファクターを指定します。元のメッシュが単位メッシュの場合

(例：x, y, zの長さが1mの場合)サイズは実寸を指します。インストールされているレクタングル、円筒、凹面メッシュは

単位メッシュの例です。スケールのzコンポーネントは、平らな長方形のスクリーンには影響しません。曲率のあるスク

リーン(インストールされている凹面メッシュなど)の場合、zコンポーネントはスクリーンのzサイズをスケーリングします。

解像度

スクリーンの物理的なキャンバスの解像度を制御します。disguiseにプリインストールされているレクタングルメッシュを

スクリーンとして使用する場合、解像度をスクリーンの物理的な寸法(アスペクト )に合わせて設定します。

メッシュ

これは、スクリーンの形状を定義するメッシュファイルを指します。このプロパティを選択すると、メッシュオブジェクトライブ

ラリが表示され、ローカルハードドライブのメッシュフォルダーに保存されているすべてのメッシュ.objファイルが表示されま

す。メッシュは頂点の配列で構成され、各頂点は空間における3D位置と、物理的なキャンバスをインデックスする2D

テクスチャ座標を指定します。

スクリーンメッシュを現在アクティブなメッシュと入れ替えるには:
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メッシュを左クリックし、メッシュオブジェクトライブラリを開きます。

現在有効なメッシュと切り替えたいメッシュを、左クリックします。これでスクリーンのメッシュが更新されます。

標準のレクタングル、円筒、凹面メッシュ以外の形状を使用する場合は、スクリーンのメッシュとしてUVマップされ

た.objファイルが必要です。

メッシュ.objファイルの配置位置およびdisguiseソフトウェアでのアクセス方法については、プロジェクトでメディアファイル

を配置するのサブチャプタをご覧ください。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

メッシュを編集するには:

メッシュオブジェクトライブラリ内のメッシュを右クリックし、メッシュエディターを開きます。メッシュのUVマッピング座

標を反転またはスワップしたり、3Dメッシュの頂点の数を調べる際に、メッシュエディターを使用します。

LEDスクリーンの例のチャプターでは、UVマッピングされたLEDスクリーンを作成する方法を説明しています。

#led-screen-examples-overview
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Appearance properties
Appearance properties control how the screen appears in the visualiser.

Alpha
This controls the opacity of the screen.When Alpha is set to full (255), the screen is completely opaque; when

Alpha is set to 0, the screen is completely transparent.

注意 : the Alpha value only takes effect when the blendModeis set to alpha.

BlendMode
This controls how the screen contents are composited with the rest of the objects in the stage.Use over for

nontransparent screens, add for screens that are totally invisible when there is no content on them,

and alpha for screens that are partially transparent.

注意 : setting the mode to over when either mask contains transparent pixels will still make those

pixels seethrough.

Content
This controls how the screen displays its content in the Stage Visualiser.If you set it to front, only the front

surfaces of the mesh will show content.If you use back, only the back surface will show content.If you
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select both, both surfaces will display content.

Brightness (NITS)
Sets the brightness in NITS.This value affects visualisation only.

Viewing angle
Angle in degrees where luminance is at 50%.Visualisation in Lux only.Setting a value of 0 will disable the

visualisation.

Reflectivity
Proportion of incident light returned by the screen surface.
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ピクセルマスク

ピクセルマスクを定義した静止画ファイルを指します。このプロパティは、物理的なピクセルごとに画面に適用される画

像マスクを指定できるため、個々のピクセルに固有の外観を作成できます。例えば、ピクセルが円形の場合、マスク

は円形で構成されます。

スクリーンに適用された循環グロー・オペークのピクセルマスク

disguiseソフトウェアには、LEDステルススクリーンをシミュレートするピクセルマスクが多数プリインストールされていま

す。このプロパティを選択すると、テクスチャオブジェクトライブラリが開き、ローカルのハードディスクのDxTextureフォルダ

に保存されているテクスチャ静止画ファイルがすべて表示されます。ピクセルマスクにアルファチャネルがある場合もあ

り、他のシースルーLED技術をモデリングできます。
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ピクセルマスクの作成

36 x 36pxの.png画像を作成します。Adobe Photoshopの使用を推奨します。

ピクセルマスクで、スクリーンの透明な部分を透明にします。

スクリーンの照明部分をピクセルマスクで白の領域にします。

スクリーンの黒い部分をピクセルマスクで黒い部分にします。

プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、disguiseソフトウェアの静止画ファイルの配置

位置とアクセス方法を理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

ピクセルマスクは、画面の各ピクセルに適用されます(ピクセル数は画面の解像度によって定義 )。
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ポピュレーションマスク

ポピュレーションマスクを定義する静止画ファイルを指します。ポピュレーションマスクは、スクリーン内のどのピクセルが

存在し、どのピクセルが存在しないかを素早く指定することができます。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェ

クトライブラリが開き、ローカルのハードディスクのDxTextureフォルダに保存されているテクスチャ静止画ファイルがすべ

て表示されます。ただし、ポピュレーションマスクを配置する前に、マスクを作成する必要があります。

ポピュレーションマスクの作成方法

.png画像を作成します。Adobe Photoshopの使用を推奨します。ポピュレーションマスクとスクリーンの解像

度を同じにします。
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Adobe Photoshopで作成するポピュレーションマスク

スクリーンの透けさせたい部分をポピュレーションマスクのアルファチャネルにします。

スクリーンで光を当てたい部分をポピュレーションマスクで白にします。

スクリーンの黒くしたい部分をポピュレーションマスクで黒にします。

プロジェクトでメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、disguiseソフトウェアの静止画ファイルの配置

位置とアクセスする方法を理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

Adobe Photoshopで作成したポピュレーションマスクをスクリーンに適用
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Output properties
Output properties control additional properties that affect a screens output.

Render layer
The render layer feature allows you to define where the screen is rendered.

On Stage - the screen is rendered in the camera & projector view ports.

Off Stage - the screen is in the stage, but not rendered at all.

Frontplate (AR) - the screen is in the stage, but only rendered to the camera frontplate.

Master fade
This controls the output level of the screen when sent to the Output Feeds level.It ranges from 0 to 1.Use this

to reduce the brightness of a physical screen to compensate for cameras or other less bright

fixtures.Reducing Master Fade does not affect the brightness of the screen content in the Stage level.

Colourshift
Each Screen has a Colourshift property which can be used to control the colour balance of the screen when

sent to the Output Feeds level.This can be used to compensate for different colour and brightness

characteristics of different LED technologies, allowing you to output consistent colour and brightness when

using a mix of different technologies.This parameter does not take effect in the visualiser, as it is used

exclusively to fix display hardware inconsistencies.For a full explanation on the Colourshift property please

see the Colour Shift section of the Common layer properties topic.
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Colour profile
Allows you to specify a Colour profile for a screen.

Colour LUT
Allows for a LUT file to be applied to the screen.This is useful if you need to change the colour profile of the

screen.We recommend you do this in your LED screen processor or onboard screen hardware, but an option

do to it via a LUT exists for circumstances this may not be possible or for other creative uses.

Projector View Blending
Allows for Alpha blending in the projector view.Note that the projector surface blend most must be set to Alpha

for this to work.

Hold output
The hold output function allows the user to freeze the output of a screen similar to the project level Hold

function.This allows the user to continue sequencing but hold the frame of output on one or a selection of

screens.
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Parenting screens / props / projectors
It is possible to make a screen, prop or projector the child of another screen.This links the screens and/or

props together, meaning that if you change the offset and rotation properties of the parent screen, the Child

screen will also be affected.A parent screen can have multiple child screens and props.

How to add a child to a screen

1. Right-click the screen you want to turn into a parent screen, in this example mother screen.This will

open the Screen editor.Notice that stage 1is the parent of the Mother screen.

2. Under the hierarchy tab, left-click Add Child .This will open up a list of all screens and props in your

Stage.
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List of potential child screens and props opened by left-clicking Add Child from the Screen editor

3. Left-click the screens you want to turn into children of the Parent screen.In this example we have

added child screen 1 and child screen 2 as children of the Parent screen mother screen 1.

注意 : After adding a child to the parent screen you will see that the child screen position and

rotation have changed.This is because its offset position and rotation is now calculated from the

pivot point of their parent screen rather than calculated from the centre of the disguise Stage.

How to parent the child back to the Stage

Under the hierarchy tab under the the child screens editor, left-click Parent to Stage.This will bring the

child screen back to be parented to the Stage, in this example stage 1.
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Parent to Stage property of the Child Screen editor being used to return the Child screens parent back to Stage 1
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DMX screens and DMX lights overview

Background
The disguise software DMX functionality was motivated by the need to control RGB LED pixel-based fixtures

that were DMX-driven.In this view, a DMX-controlled pixel is no different from a DVI-controlled pixel; it is simply

controlled using a different type of signal.This led to the implementation of the DMXScreen, which is identical to

the normal screen type except that it outputs the RGB information via DMX instead of via the Feed system.For

more information on the different screen types please see the Screen types overview sub-chapter.

Over time, this idea of lights being simply pixels extended to the control of traditional lighting fixtures, with the

conversion from RGB to CMY colour spaces and the addition of moving head bases.This led to the creation of

the Fixture System, which allows more complex fixtures to be modeled.

Using disguiseソフトウェア for controlling DMX-fixtures is recommended for tasks involving highly sculptural

lighting arrangements where the individual lights/pixels are being looked at, rather than lighting another

surface.The disguise software is particularly suited for RGB LED pixel fixtures, since these have no

personalities as such and therefore have zero setup time.

However, disguise does not replace traditional lighting desks where typical tasks such as lighting a performer or

surface is a requirement.

Current status
At the time of writing, disguiseソフトウェアhas the following limitations when dealing with DMX fixtures:

The visualiser shows light beams but does not model how light falls on surfaces or smoke/fog.

Shadows are not visualised.

CMYK fixtures can be driven, as can RGB , RGB+Amber and RGB+white fixtures.However, fixtures that

are controlled via colourwheel are not supported.

disguiseソフトウェアdoes not have a fixture personality library.This means that when using disguise to

drive a new fixture, you need to create and validate a fixture personality (the disguise term is Fixture

Driver) that specifies which channel numbers have which functions.This is usually a simple process;

however, it can take some time to get the driver working correctly and this time must be calculated into
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the project planning.

Moving head fixtures are supported via the Target layer and Target2 layer.These allow groups of lights

to be aimed at points in stage space.However, disguiseソフトウェアdoes not provide as much control over

aiming as a standard lighting desk would do.

While disguiseソフトウェア can control non-colour parameters such as iris, gobo, focus and zoom, a

lighting desk is still recommended for controlling such parameters.
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DMX screens and DMX lights overview

Background
The disguise software DMX functionality was motivated by the need to control RGB LED pixel-based fixtures

that were DMX-driven.In this view, a DMX-controlled pixel is no different from a DVI-controlled pixel; it is simply

controlled using a different type of signal.This led to the implementation of the DMXScreen, which is identical to

the normal screen type except that it outputs the RGB information via DMX instead of via the Feed system.For

more information on the different screen types please see the Screen types overview sub-chapter.

Over time, this idea of lights being simply pixels extended to the control of traditional lighting fixtures, with the

conversion from RGB to CMY colour spaces and the addition of moving head bases.This led to the creation of

the Fixture System, which allows more complex fixtures to be modeled.

Using disguiseソフトウェア for controlling DMX-fixtures is recommended for tasks involving highly sculptural

lighting arrangements where the individual lights/pixels are being looked at, rather than lighting another

surface.The disguise software is particularly suited for RGB LED pixel fixtures, since these have no

personalities as such and therefore have zero setup time.

However, disguise does not replace traditional lighting desks where typical tasks such as lighting a performer or

surface is a requirement.

Current status
At the time of writing, disguiseソフトウェアhas the following limitations when dealing with DMX fixtures:

The visualiser shows light beams but does not model how light falls on surfaces or smoke/fog.

Shadows are not visualised.

CMYK fixtures can be driven, as can RGB , RGB+Amber and RGB+white fixtures.However, fixtures that

are controlled via colourwheel are not supported.

disguiseソフトウェアdoes not have a fixture personality library.This means that when using disguise to

drive a new fixture, you need to create and validate a fixture personality (the disguise term is Fixture

Driver) that specifies which channel numbers have which functions.This is usually a simple process;

however, it can take some time to get the driver working correctly and this time must be calculated into
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the project planning.

Moving head fixtures are supported via the Target layer and Target2 layer.These allow groups of lights

to be aimed at points in stage space.However, disguiseソフトウェアdoes not provide as much control over

aiming as a standard lighting desk would do.

While disguiseソフトウェア can control non-colour parameters such as iris, gobo, focus and zoom, a

lighting desk is still recommended for controlling such parameters.
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グローバルDMXオプション

disguiseソフトウェアがどのようにDMX情報を出力するかを制御する4つのグローバルスイッチがあります。プログラム設

定メニューのDMX タブにあります。

グローバルDMXプロパティにアクセスするには、ダッシュボード (画面上部のバー)からd3 を右クリックし、DMXタ

ブを開いてください。

グローバルDMXプロパティ

ランプが全て点灯

ランプが全て点灯を左クリックして、ステージ内のすべてのアクティブなフィクスチャーにランプオンコマンドを送信

してください。

ランプが全てオフ

ランプが全てオフを左クリックすると、ステージ内のすべてのアクティブなフィクスチャーにランプオフコマンドを送信

します。
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注意 :一部のフィクスチャーは、再びオフにする前に、強制的な冷却期間 (例えば5分 )がある場合があり

ます。

フェード・インアクティブDMXフィクスチャーを黒にする

このオプションは、タイムライン上のどのレイヤーもフィクスチャーに書き込んでいない場合にどうなるかをコントロールしま

す。yes(初期値 )を選択するとdisguiseソフトウェアが黒を送信し;noを選択するとd3が何も送信しなくなります。

静的DMX値の再送を強制する

このオプションは、disguiseソフトウェアがDMX値を変更したときに送信するかどうかを制御します。no(初期値 )を選択

すると、disguiseソフトウェアはDMX値が変化したときのみ送信するようになります; yesを選択すると、値が変化して

いるかどうかにかかわらず、DMX値が常に送信されるようになります。この設定は、disguiseのDMX情報を他のDMX

情報 (例えば、ライティングデスクからのもの)と統合する場合に有効です。
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Creating DMX lights
DmxLights are screens to which a rectangular array of fixtures has been attached.The fixtures are spaced

out equally across the surface of the screen and sample content from the screen before sending it out via

DMX .

You should use a DmxLights screen when you are trying to control an array of complex fixtures.Complex

fixtures are those which have any or all of the following:

Shutter open/close, lamp on/off, reset and other commands

CMY colour mixers with a traditional lamp

Extra control channels such as focus, zoom, iris, gobo

A moving head base with pan and tilt

Creating a DmxLights screen
The DmxLights screen is added in the same way as any other screen type.Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxLights from the menu of different screen types.

DmxLights properties
The DmxLights properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

(explained in the sub-chapter DMX addressing) and fixtures .Therefore all of the DmxLights properties not

related to addressing or fixtures can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxLights has the same properties as a Screen but with two extra sections called Addressing and

Fixtures

An explanation of each of the properties contained in the fixtures section are explained in the following sub-

chapter Creating a fixture , and the sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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Creating DMX lights
DmxLights are screens to which a rectangular array of fixtures has been attached.The fixtures are spaced

out equally across the surface of the screen and sample content from the screen before sending it out via

DMX .

You should use a DmxLights screen when you are trying to control an array of complex fixtures.Complex

fixtures are those which have any or all of the following:

Shutter open/close, lamp on/off, reset and other commands

CMY colour mixers with a traditional lamp

Extra control channels such as focus, zoom, iris, gobo

A moving head base with pan and tilt

Creating a DmxLights screen
The DmxLights screen is added in the same way as any other screen type.Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxLights from the menu of different screen types.

DmxLights properties
The DmxLights properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

(explained in the sub-chapter DMX addressing) and fixtures .Therefore all of the DmxLights properties not

related to addressing or fixtures can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxLights has the same properties as a Screen but with two extra sections called Addressing and

Fixtures

An explanation of each of the properties contained in the fixtures section are explained in the following sub-

chapter Creating a fixture , and the sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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Creating a fixture
When you first create a DmxLights screen, it is just an ordinary screen.You can drive content to it and see

the content in the Stage Visualiser, but you cannot see the screen in the Feed level.

The first step is to set up the fixture the DmxLights screen will use to cover its surface.For information on how to

create a DmxLights screen please read the previous sub-chapter DmxLights.

To create a fixture:

1. Left-click fixture from the DmxLights editor.This will open the Fixtures manager.

2. Type in the name of the fixture in the new fixture text field, in this example mac 2000.

3. Hit Enter to open a list of fixture types.

4. Left-click the type Fixture.

Process used to create a fixture, in this example Mac 2000

5. Hit Enter to create the new fixture.For information on how to create a grid of fixtures please see the

following sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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Fixture editor, in this example for the newly created Mac 2000 fixture

6. Hitting Enter will also open the Fixture editor.

注意 : the fixture object defines a fixture within the Stage Visualiser.It does not set up information

about how to actually drive the fixture; that is handled by the driver property.

Fixture properties

Size
This specifies the physical size of the fixture, in meters.The first number is the x component (width), the second

is the y component (height) and the third is the z component (depth).These numbers refer to the size of the

actual fixture emitter, not to the total size of the fixture base.

Resolution
Each fixture is considered to be a mini screen containing one or more pixels.The default resolution is 1 by 1

pixel (i.e.a single pixel) but it is possible to have multiple pixels in the same fixture.For example, a Traxon tile

has a grid of 8 by 8 pixels; a Robe Redwash has a grid of 4 by 1 pixels.

Aimable
Set this to yes if the fixture has a moving head, otherwise select no .
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Aimable property should be set to yes if the fixture has a moving head

Number of Channels
Specifies the number of DMX channels in the fixtures personality.

Mask
This points to the still image file that defines the mask used when rendering the fixture.Selecting this property

will open the Texture object library, which shows all of the Texture still image files saved on your local hard-drive

in the DxTexture folder.By default d3 comes with a number of still image files.For example, fixtures with

circular emitter profiles should use the circlemask bitmap.

Mask property is used to select a still image file that defines the mask used when rendering the fixture

The instructions on how to create a custom Pixel mask can be used to create a mask for rendering a fixture.For

step-by-step instructions on how to create a Pixel mask, where to place a still image file, and how to access it in

d3, scroll down to the section Pixel mask in the Editing screens topic.

Beam Angle
These control the max (zoomed out) and min (zoomed in) beam angles of the light, in degrees.
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Beam Length
This sets the beam length, in meters.This property is for visualisation purposes only; it does not send a signal to

the light.

Drivers
This specifies how colour and orientation information are sent to the actual physical fixture.For detailed

information on how to use this property please see the Fixture drivers topic.
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フィクスチャー・ドライバー

フィクスチャーの最後のプロパティであるドライバーは、色とオリエンテーションの情報が実際の物理的なフィクスチャーに

送られる方法を指定します。他のフィクスチャーのプロパティに関する情報は、フィクスチャーの作成 のサブチャプター

内の「フィクスチャーのプロパティ」までスクロールダウンしてください。

フィクスチャのドライバー・プロパティは、色とオリエンテーションの情報が実際の物理的なフィクスチャーに送信され

る方法を指定します。

これはフィクスチャーのパーソナリティーと呼ばれることもあります。これはフィクスチャーがサポートする機能のリストと、そ

れらの機能を制御するために使用されるチャネルです。この情報は通常、フィクスチャーの製品マニュアルに記載され

ており、メーカーのウェブサイトからダウンロードできます。

フィクスチャー・ドライバーを作成せずに、ビジュアライザーで完全なショーをシーケンスできます。しかし、アドレッシング・

システムを使ってDMXアドレス(チャネル/ユニバース)を割り当てられ、外の世界にDMXを送信するため、フィクスチャー

には有効なドライバーが必要です。

フィクスチャー・ドライバーの種類

フィクスチャー・ドライバーには4つのタイプがあり、それぞれ異なるクラスのフィクスチャーに適しています。
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DmxDriver
これが最も簡単なタイプです。DMX制御のピクセルグリッドフィクスチャーで、ムービングヘッドやCMYカラーミキシング

ハードウェアがないものに使用します。

FixtureDriver
このタイプのフィクスチャー・ドライバーは無視してください。

GenericLampDriver
このドライバーは、パン/チルトベースとCMY(シアン/マゼンタ/イエロー)カラーミキシングシステムを備えた従来のムービン

グヘッドライト (任意 )に適しています。ランプのオン/オフ、シャッターのオン/オフなどのプログラミングコマンドをサポートし

ています。

MovingHeadLedDriver
このドライバーはDmxDriverとGenericLampDriverの要素を組み合わせており、ムービングヘッドに複数のLEDピクセ

ルがマウントされているムービングヘッドフィクスチャーに適しています。

フィクスチャー・ドライバーの作成

フィクスチャー・ドライバーを作成するには:

1. DmxLightsエディターから、フィクスチャー(この例ではmac 2000 )を右クリックして、フィクスチャー・エディター

を開きます。

2. フィクスチャー・エディターからドライバーを左クリックし、Fixturedriversマネージャを開いてください。

3. 新しいフィクスチャー・ドライバーの名前、この例では bb4 ドライバーを、新規 fixturedriverのテキストフィール

ドに入力してください。

4. Enterを押して、新しいフィクスチャー・ドライバーを作成してください。
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5. ドライバータイプのリストから、フィクスチャー・ドライバーのタイプを選択してください。

DmxDriver

DmxDriverは、RGBピクセル情報を LEDピクセルの規則的な長方形グリッドにルーティングするフィクスチャー・ドライ

バーのタイプです。
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DmxDriverのプロパティ:

モード

これは、LED照明器具の画素の種類を示しています。モノクロモードは2つあります:モノ[加重和 ]は写真 /グラデー

ション画像により自然な成果を与え、一方 モノ[最大信号 ]ではピーク輝度の維持を保証します。すべてのレベルを

255にし、赤のみの画像を送ると、出力レベルは255になりますが、重み付けの結果は255より小さくなります。

オプションは次の通りです:

rgb :従来の3成分RGB LEDで、1信号あたり8ビット (赤、緑、青 )。.

rgb +アンバー :RGB＋追加のアンバー成分、すべて8ビット /信号。

rgb +ホワイト : RGB＋αの追加のホワイト成分で、すべて1信号8ビット。

rgb +アンバー +ホワイト :RGB＋アンバー＋ホワイト成分、すべて1信号8ビット。

cmy :シアン、マゼンタ、イエローの各成分。.

モノ[加重和 ] :モノクロ( 8ビット )で、送信値は赤、緑、青の加重和となります。

モノ[最大信号 ] :モノクロ( 8ビット ) ；送信される値は、赤、緑、青の最大値です。

水平

このプロパティは、タイルに送信されるデータを横軸にミラーリングできます。

垂直

このプロパティは、タイルに送信されるデータを縦軸にミラーリングできます。

回転

このプロパティは、送信する画像データを時計回り、または反時計回りに90度回転させることができます。グリッドが

正方形の場合のみ効果があります。
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アンバーレベル、ホワイトレベル

これらのプロパティにより、全画素に送られるアンバー信号とホワイト信号を直接制御できます。modeプロパティが

RGB+アンバーまたはRGB+アンバー+ホワイトに設定されている場合のみ効果があります。RGB+ホワイトモードで

は、白色LEDに送られる信号は、RGB信号から計算されます。

GenericLampDriver
GenericLampDriverオブジェクトをセットアップするために、フィクスチャーのDMXチャネル仕様から始める必要があり

ます(通常、メーカーからPDFでダウンロードできます)。続いてチャネルリストを読み、チャネル番号を

GenericLampDriverに入力しながら進めていきます。

大半のプロパティは、DMXチャネル番号(これは常にフィクスチャーの最初のチャネルからのインデックスとして取られ、

1が最初の有効なチャネル)を指定します。プロパティが0に設定された場合、そのプロパティのデータは送信されませ

ん。例えば、照明がCMYフィクスチャー(シアン、マゼンタ、イエロー)であっても、シアンチャネルが0に設定されていれ

ば、マゼンタとイエローチャネルにのみ情報が送信されます。

プロパティは、3つの主要なセクションに分かれています: ランプ、これは情報がランプにどのように送られるかをコント

ロールします;パン/チルト、回転コマンドがムービングヘッド・フィクスチャーにどのように送られるかをコントロールします

コマンド 、デフォルトを設定するためのものです。

モード

ランプの調色モードを指定します。cmyに初期化されます。

GenericLampDriversはシングルランプ/ピクセルフィクスチャ―用のみのため、DmxDriversのミラー/回転プロパティは

不要であり、削除されました。しかし必要であれば、他の値に変更できます。これにより、GenericLampDriverをシ

ングルピクセルのムービングヘッドRGB LEDフィクスチャーに使用できます。

ランプの制御

この一連のプロパティは、情報をランプに送信する方法を制御します。

GenericLampDriverのランププロパティ

調光チャネル :標準的なCMYライトは、調光器を使って出力の明るさを変えることができます。これは機械的な

シャッターで、調光設定によって遮断する光の量を変更します。このプロパティは、調光器に割り当てられたチャネル

番号を設定します。0に設定された場合 ( RGB LEDフィクスチャーの場合 )、情報は送信されません。
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調光 flipMode :一部のフィクスチャーは、'0'の値を調光器が閉じている(つまり最小光量 )ことを示すために使用

し、他のものはこの値を調光器が開いている(つまり最大光量)ことを示すために使用します。このスイッチで、フィク

スチャーの動作を適切に変更できます。

最小輝度 :調光器は機械的なものであるため、必ずしも直線的な応答が得られるとは限りません。特に、調光器

の中には、値が0でない値まで上昇するまではすべての光を遮断し、そこから開放するように見えるものがあります。

調光器がこのような特徴を示すなら、調光しながら最小輝度を、出力の明るさが0になる値に設定してください。そ

の後、disguiseソフトウェアは出力の輝度を適切にスケーリングし、きれいでリニアなレスポンスを提供します。

シアン、マゼンタ、イエローチャネル :これらのプロパティは、CMYカラージェネレーターを使用する照明に適用されま

す。これらは、それぞれシアン、マゼンタ、イエロー・チャネルのフィクスチャー内のチャネル番号です。RGBフィクス

チャーの場合、これらは0に設定します。

CMYK flipMode :照明器具が逆に移っている場合、このスイッチを入れると、送られるCMYK値が反転されます。

つまり、0は最も色が濃く、255は最も色が薄くなります。.

赤、緑、青チャネル :これらのプロパティは、モードプロパティ(上記 )が rgbに設定されているライトに適用されます。

それぞれ、赤、緑、青のコンポーネントのチャネル番号です。CMYフィクスチャーの場合、これらは0に設定します。

ズーム・チャネル :ライトにビームをズームする(狭くしたり広くしたりする)機能がある場合、ズームコントロールのチャネ

ル番号をここに入力してください。

フォーカスチャネル :ライトにスポットをフォーカスする機能があり、異なる距離でハードエッジに見える場合、フォーカ

スコントロールのチャネル番号をここに入力するか、0のままにしておきます。

Goboチャネル :ライトにGoboを動的に変更する機能がある場合、ここにGoboコントロールチャネルの番号を入力

するか、0のままにしておきます。

ランプオン、ランプオフ :フィクスチャーのランプをオン/オフするためのDMXコマンドです(下記の「DMXコマンド」のセク

ションを参照 )。フィクスチャーは、コマンドを出すため何秒間か連続してDMX値を送信しなければならないことがよく

あります。DMXコマンドにより、これを実行することが可能となります。

シャッターの開閉 :多くの器具には、開状態 (光をすべて通す)と閉状態 (光を通さない)の2種類のシャッターがあり

ます。シャッターの応答は通常ディマーの応答よりはるかに速いので、disguiseソフトウェアは速いカット・ブラックが必

要なときはいつでもシャッターを使用します。シャッターの開閉DMXコマンド(次章参照)により、これを表すことができ

ます。
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DMXコマンド

多くのランプやフィクスチャのコマンドは、特定のチャネルで特定の値をある秒数だけ送信することを要求します。例

えば、Martin Mac2000は、チャンル1で値250を5秒間送ると、ランプをオフにします。

注意 : DmxControレイヤーを使って、DMXコマンドを追加し、その値をアニメーション化することが可能で

す。

DMXコマンドを作成するには:

1. ランプオン、ランプオフ、シャッターオープンまたはシャッタークローズのプロパティを左クリックして、

DmxCommandsマネージャを開きます。

2. 新しいdmxコマンドのテキストフィールドにDMXコマンドの名前、この例ではfrostを入力します。

3. Enterを押します。DmxCommandエディターが開きます。

チャネル :コマンドを送信するチャネル番号です。他のすべてのチャネル番号と同様に、これはフィクスチャーにローカ

ルで、最も低い有効チャネルは1です。チャンルが0であれば、データは送信されません。チャネル番号は、フィクス

チャーのDMXチャートから直接読み取ることができます。

値 :コマンドを動作させるためにチャネルに送信する値です。許容される値は0〜255です。コマンドによっては、次の

ように数値の範囲を指定して動作するものもあります(例：248255)。通常、範囲の中央付近の値を選択するの

が最適です。この場合は250です。

時間 :コマンドを実行するために値を送信する時間を秒単位で指定します。一度コマンドが作動するとdisguiseは

この秒数の間、チャネルに値を送信し続けます;一度作動したコマンドはキャンセルできません。この数値を0に設定

することも可能です。この場合、disguiseソフトウェアは一度だけ値を送信します。

最小値 /最大値 :値を任意の範囲にスケーリングすることができます。最小は範囲の下限値を，最大は範囲の上

限値を指定します。

パン/チルト制御

この一連のプロパティは、フィクスチャーのパン/チルトの動作を指定します。フィクスチャーにムービングヘッド・ベースが

ない場合、これらの値を0のままにしておきます。



447

パン/パンファイン :ほとんどのムービングヘッド・フィクスチャーは、2つの部分に分割されて2つの個別のチャネルで送

信される16ビット数値によって角度を制御できます。これらの2つのプロパティは、それらのチャネルを指定します。他

のすべてのチャネルと同様に、許容される最小値は1です。フィクスチャーのDMXチャートから直接値を読み取ること

ができます。

パン範囲 :パン軸 (垂直軸の周りの回転 )の移動範囲を度単位で指定します。この範囲はフィクスチャーのマニュア

ルに記載されています。例えば、マニュアルに270から+270の範囲が書かれている場合、パンレンジは 270*2 =

540 に設定する必要があります。(自分で計算するよりも、disguiseに内蔵されている計算機で計算することも可

能です)。このプロパティに負の数を設定することもできます;この場合、固定具の回転方向を反転させることになり

ます。

チルト /チルトファイン :チルト制御とファインチルト制御のチャネル番号をそれぞれ指定します。パン、パンファインと同

様、マニュアルから直接読み取ることができます。

チルト /チルト最大 :パンの範囲は通常、中心軸を中心に左右対称ですが、チルトの範囲は前面 (チルトの正の

値 )と背面 (負の値 )で異なる場合があります。それゆえ、disguiseでは、チルトの最小値と最大値を度単位で指

定できます。チルト最小値はチルト最大値より大きくても構いませんが、その場合はチルト方向の応答が逆になりま

す。

コマンド

この一連のプロパティでは、デフォルトのパラメータを設定できます。

GenericLampDriverのコマンドプロパティです。

リセット :フィクスチャーをリセットするために発行されるDMXコマンドです。

ステージ・フィクスチャーを全てリセットする:

1. ダッシュボード(画面上部のバー)から d3 を右クリックして、「番組設定」メニューを表示します。

2. すべてのDMXフィクスチャーをリセットするを選択します。

デフォルト :他のどんなデータが送られているかに関係なく、毎フレーム送信されるDMXコマンドの配列です。フィクス

チャーにはパン/チルトスピード、ゴボスピード、ストロボ、セカンダリーゴボまたはカラーホイールコントロールなど、

disguiseソフトウェアが直接ドライブしない追加コントロールが多くあるためです。これらが未設定のままだと、通常の

操作を妨げるような値になってしまうことがあります。そのため、それぞれの余分なフィクスチャー・パラメータのために

DMXコマンドを作成し、それを適切に命名し、デフォルト値を適切な値に設定し、それをデフォルト・アレイに追加す

ることをお勧めします。これにより、ピクセルとしてのフィクスチャーのスムーズな動作が保証されます。
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テスト中

フィクスチャーの実例を用いてフィクスチャー・ドライバーをテストする際に使われるテストプロパティ

テスター : ドライバーの最後のプロパティは、LampTesterです。フィクスチャーの完全なグリッドをアドレス指定する

手間をかけずに、フィクスチャーの実例でフィクスチャー・ドライバーをテストするのに役立つよう設計されたヘルパーで

す。

テスターを右クリックして、LampTesterエディターを開きます:

LampTesterプロパティを使用するために、一つのフィクスチャーをdisguiseソフトウェアにプラグインしてから、

LampTesterエディターに含まれるプロパティを変更してください。LampTesterエディターが開いている間、(フィクス

チャーのグリッド、または他のDmxScreensからの)他のすべてのDMXシグナルは抑制されます。

テストチャネル :フィクスチャーのベース・チャネル番号です( 1が最も低い有効番号)。この番号が、フィクスチャーにア

サインしたチャネル番号と同じであることを確認してください。

テストユニバース :これはフィクスチャーに割り当てたユニバース・ナンバーです( 1が最も低い有効なユニバース)。

注意 :ユニバース・ナンバーは物理的なDMXケーブルを指します。チャンル番号のように、フィクスチャー

に割り当てられるわけではありません。

ランプ :このプロパティは、ランプの適切なオン/オフコマンドあるかをテストできます。スタート時は、テスターからオン／

オフコマンドが送られておらず、ランプのオン／オフがわからないため、不明に設定されています。プロパティをオンまた

はオフに設定すると、ランプのオン/オフコマンドがフィクスチャーに送信されます。コマンドが正しく記入されていれば、

ランプはオン/オフするはずです。しない場合は、フィクスチャーのマニュアルとコマンドを照らし合わせてみてください。

シャッター :このプロパティで、シャッター開閉コマンドをテストすることができます。オプションスイッチをオープンまたはク

リーズに設定すると、ランプシャッターがすぐに反応します。

テストの強度 :このプロパティで、ディマーコマンドをテストできます。この数値を0(暗い) ～255(明るい)の間の値に

変更します。指定した値は、調光器の最小輝度値の値を介さずに、直接ディマーに送られます(ただし、調光

flipModeは考慮されます)。

テストの色 :このプロパティで、フィクスチャーにテストカラーを送信することができます。選択した色はRGBまたはCMY

(フィクスチャーの種類による)に変換され、調光 flipModeモードが考慮され、フィクスチャーにデータが送信されま

す。チャネル番号が正しければ、フィクスチャーは指定された色を再現します。
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テストの色のプロパティを左クリックすると、Colour Pickerウィンドウが開き、フィクスチャーにテストカラーを指定

できます。

パン :このプロパティは、フィクスチャーにパンの角度を直接送信できます(通常の動作では、パンとチルトはターゲット

ポイントに基づいたコンピュータです)。0度はフィクスチャーをフィクスチャーベースの正面に向けて、マイナス値は左

に、プラス値は右に回転します。フィクスチャーのフロントは、(慣習上)小さなLEDコントロールパネルの右側と定義

されています。手順としては、ある角度 (例．90度 )を送信し、フィクスチャーが本当にその角度に回転するかをチェッ

クします。回転しない場合、パンのチャネル番号 (動きがない場合)またはパンの範囲を調整する必要があります。

チルト :このプロパティは、フィクスチャーに直接チルト角度を送信できます。パンが0に設定されている場合、正のチ

ルト値は、フィクスチャーのランプを前面に向かって傾け、負の値は背面に向かって傾けます。チルトを0に設定する

と、フィクスチャーが真上を向きます。チルト値を変更した時にフィクスチャーが動かない場合、チルト・チャネル番号

の設定が間違っています。フィクスチャーの角度が入力した角度と一致しない場合、ドライバーのチルト最小値およ

び最大値を編集する必要があります。

MovingHeadLedDriver
MovingHeadLedDriverrは、ムービングヘッドベースとLEDピクセルのグリッドから構成されるフィクスチャーを制御しま

す。そのため、標準のDmxDriverコントロールとGenericLampDriverのパン/チルトとコマンドのプロパティを組み合わ

せています。唯一の追加プロパティは、最初のピクセルチャネルです。

MovingHeadLedDriverのプロパティ

初期ピクセルチャネル

これは、配列の最初の画素のチャネル(フィクスチャーチャネルの開始位置からの相対値。１が最低値 )を設定しま

す。

最初の画素のチャネルプロパティは、配列の最初のピクセルのチャネルを設定します。
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Setting up a grid of fixtures
To set up a fixture please see the previous sub-chapter Creating a fixture.

Now that you have set up the fixture, you can begin playing with it in the Stage Visualiser.Initially, the DmxLights

screen holds only one fixture; if you send content to the Dmx Lights (for example, by targeting a Colour layer),

you will see a single beam of colour coming from the centre of the screen surface (assuming you have set a

nonzero beam length).

You can now increase the number of fixtures by editing the properties contained in the fixture section of the

DmxLights screen editor.

DmxLights properties

注意 : this sub-chapter explains the DmxLights properties relevant to setting up a grid of fixtures.For

an explanation of the other DmxLight properties not mentioned in this sub-chapter please see the

earlier topic DmxLights.

Number Across, Number Down
This controls the number of fixtures in the grid attached to the screen surface.
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Number Across and Number Down properties control the number of fixtures in the grid attached to a

screens surface

As you increase these values, you should see the number of fixture beams increase (assuming there is content

going to the screen). Number Across increases the number of fixture beams horizontally, and Number Down

increases the number of fixture beams vertically.

Fixture Mask
This controls the mask used when rendering the fixture.

Fixture Mask property is used to select a still image file that defines the mask used when rendering the

fixture

Please scroll down to the explanation of the mask property in the previous sub-chapter Creating a fixture for

information on how to use the fixtureMask property.

Positioning
This controls how the positions of the individual fixtures are generated.

Positioning property controls how the positions of the individual fixtures are generated

There are two options: physical spaces the fixtures out at equal physical separations and samples the

underlying content accordingly, pixelperfect spaces the fixtures out so that they sample the underlying content

at regular intervals and positions them at the appropriate physical locations.

Use normals
This controls how the orientation of each fixture instance depends on the screens surface.
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Use Normals property controls how the orientation of each fixture instance depends on the screens

surface, in this example the fixtures are inverted

There are three options.If set to no , then the orientation of each fixture does not depend on the screen

surface.If set to yes , each fixture is oriented so that it is parallel to the screen surface.If set to inverted, a

negative version of the surface normal is used, flipping the fixture upside down relative to the surface.

Global rotation
This allows you to rotate the fixtures relative to their standard orientation.

Global Rotation property being used to, in this example, rotate the fixtures by minus 20 degrees in the x

direction

Rightclick global rotation to open a local (untitled) FixtureRotation editor. rotation controls the rotation

of the fixtures, in degrees.The x component controls the rotation around the x axis; the y component

around the y axis; and the z component around the z axis. offset controls the screen position in the 3D

space, in metres.There are three numbers laid out horizontally: respectively the x (left/right), y (up/down)

and z (into/out of the screen) coordinates.

注意 : you will not see the effect of this rotation until you visualise the fixture bases.For more

information please see the DMX addressing sub-chapter.

Once you see the fixture beams it is possible to just visualise the lights.
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Switch off the underlying screen content and just visualise the lights by setting the alpha property to

0.This property is contained in the appearance section of the DmxLights editor.

Alpha property set to 0 to switch off the underlying screen content
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DMX addressing
Addressing is the process of assigning a unique DMX channel and universe number to each fixture in the

DmxLights screen.There are two ways this can work: either you specify the addressing layout in disguiseソ

フトウェア and print out a screenshot for the technicians to work to, or you receive an addressing layout chart

and have to match it within disguiseソフトウェア.

Addressing is handled under the addressing tab of the DmxLights editor.

Addressing properties of the DmxLights editor control how DMX channels and universe numbers are assigned

to each fixture.

Addressing properties

Assignment
The DmxAssigner specifies a set of addressing strings.These strings are used to assign addresses to the

fixtures.
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To open the DmxAssigner right-click assignment.

DmxAssigner is used to control how addresses are assigned to fixtures, opened by right-clicking

Assignment from the DmxLights editor.

The DmxAssigner contains an array of DmxStrings.Each DmxString specifies a string of fixtures that have

contiguous channel numbers.

Active
This indicates whether the DmxLights screen is actually outputting DMX . By default, this is set to off ; you

should only switch it to on once the addressing is checked and complete.

Show channels
This controls whether the fixture bases and channel numbers are displayed in the visualiser.

Show Channels property controls whether channel numbers and fixture bases are displayed for each

fixture in the Stage Visualiser

Switching show channels to yes will display each fixture in the visualiser.

DmxAssigner
When wiring DMX fixtures, the usual practice is to arrange fixtures in strings, i.e.a series of fixtures wired in

daisychain fashion, with channel numbers that step up in a certain way.A DmxLights screen may contain

multiple strings.Each of these strings is specified using a DmxString.

To add a DmxString to the DmxAssigner:

1. Right-click + to open the Dmxstrings manager.

2. Type the string name into the new dmxstring text field, in this example Mac2000 String 1 (be sure to

include the name of the DmxLights screen in the name).
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Process used to create a new DMX string, in this example Mygroup_str1

3. Hit Enter.This creates the new DmxString, adds it to the DmxAssigner, and opens the DmxString

editor.

DmxString editor

4. Type in the properties you want and hit assign! . The DmxString will then assign the channel numbers,

and the visualiser will display the channel numbers.

Assigning the channel numbers to the fixtures by left-clicking Assign!

DmxString properties

The DmxString starts at a particular fixture position in the grid and then steps across the grid, assigning channel

numbers as it goes.The properties of the DmxString editor control which channels are assigned and the step

direction.
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Universe
This specifies the universe number that should be assigned to the first object in the string.The lowest valid

number is 1.

Channel
This specifies the channel number within the universe that should be assigned to the first object in the

string.Valid numbers are 1 to 512 inclusive.

Number of Units
This specifies the number of fixtures you want in your string.In the example above, our DmxLights screen has a

2 by 4 grid of fixtures, so the number of units is set to 2x4 = 8.

Start position
This specifies the index within the DmxLights screen of the first fixture in the string.The topleft fixture is

designated (0,0), the fixture to its right is (1,0) and the fixture below it is (0,1).In general, you can find fixture (i, j)

by starting at the top left fixture and counting (i) to the right and (j) down.In this example, we set start pos to (0,0)

to indicate the top left fixture.

Direction
Starting at the first fixture, the DmxString will assign a channel, then step in a certain direction across the

surface of the DmxLights screen before assigning the next channel number.There are four possibilities: left ,

right , up or down . In this example, the channel number are stepping to the right.

Order
This specifies the stepping order across the grid as a whole.You can select one of two options.Choosing normal

means that when it reaches the edge of the grid, it moves up or down one row/column and starts again at the

opposite edge.Selecting alternating means that when it reaches the edge of the grid, it moves up or down one

row/column and then starts stepping in the other direction.

Minor Direction
This controls the direction of the step that takes place when the assigner gets to the edge of the grid.There are

two options : ve (steps left or up) or +ve (steps right or down).

Universe step
Since fixtures cannot straddle a universe boundary, the assignment algorithm will step up a universe if it finds

that there are not enough channels left in the current universe.However, it is sometimes more useful if each row

or column within the grid is constrained to be contained within one universe.If this is the case, set universe step

to row/column instead of unit.
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Targeting fixtures
The Target2 layer and Target layer are used to change the orientation of moving head fixtures.The

advantage of the Target2 layer is that it can edit multiple fixture targets, whereas the Target layer can only

edit a single fixture target.

How to target the fixtures

1. Create a Target2 or Target layer depending on the number of fixture targets you wish to edit.

2. Left-click mapping.

3. Assign the layer to either a Direct mapping type with the lights you want to control; or a Feed mapping

type that allows you to control the lights of more than one screen simultaneously, or control a subset of

lights within a single DmxLights screen.In this example we have assigned a Direct mapping type to the

mac2000 fixtures.You will then see a set of target points (small white crosshairs), one per fixture.
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Target points used to change the orientation of moving head fixtures, created by mapping the Target

2layer to the fixtures

注意 : to visualise the fixtures following the fixture targets, you must have the Aimable property set to

Yes.For more information please see the sub-chapter Creating a fixture.
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To animate the fixtures by editing multiple fixture targets please see the section Targeting/animating

fixtures in the Target2 layer topic.To edit a single fixture target use the Target layer.
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Creating DMX screens
Working with DmxScreens is the easiest way to get DMX output with disguiseソフトウェア.They behave like

regular screens, but each pixel's colour and/or brightness information is sent out directly via DMX . The

disguise software has no understanding of what kind of fixture is accepting this DMX stream; it sees them

only as pixels.

DmxScreens are suitable for LED fixtures that accept RGB or luminance only signals and have no extra control

channels.

DmxScreens are not suitable for fixtures that have complex personalities including on/off commands, moving

heads, CMY colour mixing lamps, etc.For these kinds of fixtures you should create a DmxLights, which allows

more complex fixtures to be modeled.For more information please see the following sub-chapter DmxLights.

Creating a DmxScreen
The DmxScreen is added in the same way as any other screen type.Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxScreen from the menu of different screen types.

DmxScreen properties
The DmxScreen properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

which controls the way each pixels channel number is assigned.Therefore all of the DmxScreen properties not

related to addressing can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxScreen has the same properties as a Screen but with an extra tab called Addressing (explained

below)

Channel

The start channel number of the first pixel to be assigned.You can fill in numbers ranging from 1 to 512.
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Universe

The start universe number of the first pixel to be assigned.Valid universe numbers start from 1.

Status

This is either mute (not sending DMX ) or active (sending DMX ).Because it may be dangerous to send

DMX for an incorrectly addressed screen, the default status is mute . When the screen is addressed

correctly, set this to active .

Fixture type

This specifies the fixture type.Options are rgb , monochrome (which computes a weighted sum from red,

green and blue), monochrome max (which computes a single luminance from the maximum of red, green

and blue) or rgbw.

Neutral white

This enables the user to color correct the pixels using a paletter or precise RGB value.

Array

Starting from the origin (see below), the assignment algorithm steps horizontally or vertically, increasing the

channel number as it goes.This property controls whether the step is horizontal or vertical .

Origin

This controls the starting point for channel assignment.If set to top left , the top left pixel is the first to have its

channel assigned; if set to top right , the top right pixel is the first to be assigned; and so on.
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Universe step

For large screens, the total number of channels in the screen may exceed 512, the maximum number of

channels in a universe.When this happens, the channel assignment algorithm will jump up a universe and

resume assignment.If this universe step happens within a row or column, this may prove inconvenient for

physical wiring as two cables will have to be run to the row or column.For this reason, disguise allows a

row/column option which ensures that the universe number will not step halfway through a row or column.

Universe size

By default, a universe is assumed to be 512 pixels.If you want, you can set the size to something smaller.This

allows a portion of the universe to be used for other fixtures or control channels, if required.

Always show channels

When set to yes, disguise superimposes the universe and channel number for each pixel over the pixel in the

Stage Visualiser.Left-clicking a channel number allows you to edit it using the mouse wheel.Note that

changing the colour, array, origin or universe step properties will reassign the channel numbers.

注意 : showing channels of very large arrays (eg.with 256x256 pixels) will kill the visualiser.For this

reason, it helps to make sure you set the screen resolution correctly before you turn on show

channels .
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Creating DMX screens
Working with DmxScreens is the easiest way to get DMX output with disguiseソフトウェア.They behave like

regular screens, but each pixel's colour and/or brightness information is sent out directly via DMX . The

disguise software has no understanding of what kind of fixture is accepting this DMX stream; it sees them

only as pixels.

DmxScreens are suitable for LED fixtures that accept RGB or luminance only signals and have no extra control

channels.

DmxScreens are not suitable for fixtures that have complex personalities including on/off commands, moving

heads, CMY colour mixing lamps, etc.For these kinds of fixtures you should create a DmxLights, which allows

more complex fixtures to be modeled.For more information please see the following sub-chapter DmxLights.

Creating a DmxScreen
The DmxScreen is added in the same way as any other screen type.Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxScreen from the menu of different screen types.

DmxScreen properties
The DmxScreen properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

which controls the way each pixels channel number is assigned.Therefore all of the DmxScreen properties not

related to addressing can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxScreen has the same properties as a Screen but with an extra tab called Addressing (explained

below)

Channel
The start channel number of the first pixel to be assigned.You can fill in numbers ranging from 1 to 512.

Universe
The start universe number of the first pixel to be assigned.Valid universe numbers start from 1.
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Status
This is either mute (not sending DMX ) or active (sending DMX ).Because it may be dangerous to send

DMX for an incorrectly addressed screen, the default status is mute . When the screen is addressed

correctly, set this to active .

Fixture type
This specifies the fixture type.Options are rgb , monochrome (which computes a weighted sum from red,

green and blue), monochrome max (which computes a single luminance from the maximum of red, green

and blue) or rgbw.

Neutral white
This enables the user to color correct the pixels using a paletter or precise RGB value.

Array
Starting from the origin (see below), the assignment algorithm steps horizontally or vertically, increasing the

channel number as it goes.This property controls whether the step is horizontal or vertical .

Origin
This controls the starting point for channel assignment.If set to top left , the top left pixel is the first to have its

channel assigned; if set to top right , the top right pixel is the first to be assigned; and so on.

Universe step
For large screens, the total number of channels in the screen may exceed 512, the maximum number of

channels in a universe.When this happens, the channel assignment algorithm will jump up a universe and

resume assignment.If this universe step happens within a row or column, this may prove inconvenient for

physical wiring as two cables will have to be run to the row or column.For this reason, disguise allows a

row/column option which ensures that the universe number will not step halfway through a row or column.

Universe size
By default, a universe is assumed to be 512 pixels.If you want, you can set the size to something smaller.This

allows a portion of the universe to be used for other fixtures or control channels, if required.
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Always show channels
When set to yes, disguise superimposes the universe and channel number for each pixel over the pixel in the

Stage Visualiser.Left-clicking a channel number allows you to edit it using the mouse wheel.Note that

changing the colour, array, origin or universe step properties will reassign the channel numbers.

注意 : showing channels of very large arrays (eg.with 256x256 pixels) will kill the visualiser.For this

reason, it helps to make sure you set the screen resolution correctly before you turn on show

channels .
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Editing local channels

If you want to edit DMX channels locally do the following:

1. Hold down Alt and left-click a channel.

2. If you want to change the universe, change the universe property.

3. Change the start channel in the channel property.

4. In the number of fixtures property choose number of fixtures, i.e.pixels you want to change the channel

of.

5. Depending on the orientation of the UV map change the direction to right, left, up, down.

6. Click assign.

Interface showing how edit local DMX channels
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DMX table screens

Overview
A DMX table screen is a DMXscreen whose DMX patch is defined by a csv file.The behavior of the screen is

much like the DMXscreen except that the patch is automated by the csv file allowing for more fluid patch

mechanisms for non-linear patching.

Tables should be placed in a newly created Table folder, inside the Objects folder of the project file.

CSV format
The first line is the four column headers (pos x, pos y, universe, channel) and is ignored.These properties are

explained as follows.

x position
x coordinate of the pixel, zero-based, relative to the resolution of the mesh as defined in disguiseソフトウェア.0

is left.

y position
y coordinate of the pixel, zero-based, relative to the resolution of the mesh as defined in disguiseソフトウェア.0

is top.

universe
DMX universe number offset, 1-based, relative to the start universe of the

screen as defined in disguiseソフトウェア.
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channel
DMX start channel number offset of the pixel, 1-based, relative to the start address of the screen as defined in

disguiseソフトウェア.

Workflow

1. Create your DMX patch using a CSV or spreadsheet editor.

2. Create your DMXscreen in disguiseソフトウェアas normal remembering to set the resolution correctly.

3. Use the Table property of the screen to point to the CSV file that defines the channel assignments.

Example

Creating a table in excel
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1. Define the column order in Excel.

The X is the x axis in the UV Space and Y is the y axis in the UV Space when looking at UVs of a 3d

Model.

2. So if the resolution of the Screen is 10x10 for example then the co-ordinates of the UV space would

look like the image below.
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3. If the Fixture is a 3 channel fixture, then the address would be as follows compared to the table

screen.
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4. Now export the x, ,y, universe, channel information as a .csv file.

Excel table creation tip
The following method expects the LEDs to be addressed column by column, left-to-right.If you require a

different addressing order, the x and y equations can be swapped.

x column
Use the equation =TRUNC((ROW()-1)/y), repeat this down the sheet to x*y number of rows, this will make

each number from 0 to x repeat y-number of times.
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y column
Use the equation =TRUNC(ROW()-1)-(y*(TRUNC((ROW()-1)/y))), repeat this down the sheet to x*y number of

rows.This will make the numbers from 0 to y repeat with each number from 0 to x, covering every permutation

of these two ranges.

Universe column
Find the maximum number of LEDs you can fit in one universe (n).For RGB or any other three-channel LED's

this number is 170.Use the equation =TRUNC(((ROW()+(n-1))/n), repeat for x*y rows.

Channel column
Put a 1 in the first row, then =MOD(D1+i, 510) (where i is the number of channels required by a single LED) in

the next row down, copy down letting the D co-ordinate increment.510 is obtained by adding 1 to the highest

addressable number (509 in the case of RGB LED's), repeat for x*y rows.

Once this is complete, export as csv, open in a text editor, create a new line at the top of the list and type

"x,y,universe,channel".Save the csv and use it in disguiseソフトウェア.

Placing the CSV file

1. Copy the exported CSV file from excel.

2. Create a new folder inside the objects folder of your project file, name this folder Table.
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3. Paste the CSV file into this newly created table folder.

Creating the DMXtablescreen

1. ダッシュボードからステージを右クリックするか、ビジュアライザーでフロアを右クリックして、ステージエディターを

開きます。

2. Expand the DMXscreens tab.
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3. Click the + icon to open the DMXscreens manager.

4. Define a name for your screen and left click OK.

5. Position your screen in the stage as normal.

6. Define the Table property as the CSV file you placed in the Table folder earlier.
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Projector Simulation overview

In disguiseソフトウェア, content is created and as a texture applied to the projection surface - the car in the

example here.Content can be made without any knowledge of the actual number of projectors that will be

used - whether there is one projector or twenty, the content will stay the same.

In disguiseソフトウェア, you then create Projector objects and add them to the scene; you set up their position,

rotation and lens qualities to precisely match those of the real projectors.The software then renders the

projection surface (and its content) from the point of view of each virtual projector, and outputs the resulting

image to the real projector.If the projection surface and virtual projectors precisely match their counterparts in

the real world, the result is a perfect image.

The disguise software used to visualise, simulate and calculate how physical projectors should be

positioned for the Bentley Continental GT UK Tour

If the physical projector has to move a couple of meters to the side, there is no need to re-render any content,

just move the corresponding virtual projector to match.It will then render a new image from the new point of

http://www.d3technologies.com/projects/bentley-continental-gt-uk-tour-2011
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view.Similarly, if new projectors are added, there's no need to re-render content; just add a new projector to the

scene and set it up.

There are two ways of matching a virtual projector to its physical counterpart: Manual calibration, or

the calibration process referred to as QuickCal.For situations where your 3D model does not precisely match

the real projection surface, disguise provides a selection of warping tools.

Outputs that the three virtual projectors from the above image see in the Output Feeds level

Projector Simulation as a decision-making tool
Projector simulation does not only have to be used for output purposes.During the early production stages,

Projector Simulation can be used to explore projector positions, aiming points, appropriate lens sizes etc; it is a

tool for specifying the correct hardware for a show.

3D models preparation
As always when working in disguiseソフトウェア, you need to model an exact virtual replica of the real-world

screens.If only standard rectangular screens are being used, these can be created directly in disguiseソフトウェ

ア.However, for more complex three-dimensional objects, it is required that the screen is built and exported from

a 3D software such as 3ds Max, Maya, Cinema4D or similar.It is crucial to not only model and export the 3D

models, but to also properly texture-map (UV-map) them and to carefully optimize the polygon count of the

model.

The more accurate the 3D model the better.The level of accuracy usually depends on the distance between the

audience and the object.For building projections, it is recommended to laser scan the building.A laser scan can

generate a highly accurate 3D mesh (+-5mm accuracy) that you can import into a 3D software application from

which the optimization, UV-mapping and content template creation process can take place.The mesh is then

exported as a texture mapped .obj file into disguise.

For smaller objects, where the audience stands much closer to the object and the pixel density is higher (for

example for car projections), it is even more important that the 3D mesh is as accurate as possible.However, as

this usually is not the case, disguise has a number of 2D-based warping tools allowing you to compensate for

the inaccuracies between the virtual and the real-world model.Please see the sub-chapter Warping outputs for

more information.
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Content creation
Based on 3D models, animators can create content either in 2D or in 3D, or both.For simple setups, a 2D

content template generated from the UV-coordinates of the 3D model can be used as a background image in for

example After Effects.

Video files are rendered and imported.In the software, the content is then applied back onto the same 3D

models, allowing the content to be pre-visualised in 3D and in real-time, from any point of view.As the output to

the physical projectors is handled by the virtual projectors, the animators only need to think about how to create

content that looks good on the screen in disguiseソフトウェア.

How do I learn about preparing a projection-based 3D
model for disguise?
The 3D modelling and UV-mapping processes are currently not covered in detail in this User Guide.To learn

more about these processes, register for the Pre-Production Workflows course offered online in our free e-

learning system at https://training.disguise.one.

https://training.disguise.one/
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Projector Simulation overview
In disguiseソフトウェア, content is created and as a texture applied to the projection surface - the car in the

example here.Content can be made without any knowledge of the actual number of projectors that will be

used - whether there is one projector or twenty, the content will stay the same.

In disguiseソフトウェア, you then create Projector objects and add them to the scene; you set up their position,

rotation and lens qualities to precisely match those of the real projectors.The software then renders the

projection surface (and its content) from the point of view of each virtual projector, and outputs the resulting

image to the real projector.If the projection surface and virtual projectors precisely match their counterparts in

the real world, the result is a perfect image.

The disguise software used to visualise, simulate and calculate how physical projectors should be

positioned for the Bentley Continental GT UK Tour

If the physical projector has to move a couple of meters to the side, there is no need to re-render any content,

just move the corresponding virtual projector to match.It will then render a new image from the new point of

http://www.d3technologies.com/projects/bentley-continental-gt-uk-tour-2011
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view.Similarly, if new projectors are added, there's no need to re-render content; just add a new projector to the

scene and set it up.

There are two ways of matching a virtual projector to its physical counterpart: Manual calibration, or

the calibration process referred to as QuickCal.For situations where your 3D model does not precisely match

the real projection surface, disguise provides a selection of warping tools.

Outputs that the three virtual projectors from the above image see in the Output Feeds level

Projector Simulation as a decision-making tool
Projector simulation does not only have to be used for output purposes.During the early production stages,

Projector Simulation can be used to explore projector positions, aiming points, appropriate lens sizes etc; it is a

tool for specifying the correct hardware for a show.

3D models preparation
As always when working in disguiseソフトウェア, you need to model an exact virtual replica of the real-world

screens.If only standard rectangular screens are being used, these can be created directly in disguiseソフトウェ

ア.However, for more complex three-dimensional objects, it is required that the screen is built and exported from

a 3D software such as 3ds Max, Maya, Cinema4D or similar.It is crucial to not only model and export the 3D

models, but to also properly texture-map (UV-map) them and to carefully optimize the polygon count of the

model.

The more accurate the 3D model the better.The level of accuracy usually depends on the distance between the

audience and the object.For building projections, it is recommended to laser scan the building.A laser scan can

generate a highly accurate 3D mesh (+-5mm accuracy) that you can import into a 3D software application from

which the optimization, UV-mapping and content template creation process can take place.The mesh is then

exported as a texture mapped .obj file into disguise.

For smaller objects, where the audience stands much closer to the object and the pixel density is higher (for

example for car projections), it is even more important that the 3D mesh is as accurate as possible.However, as

this usually is not the case, disguise has a number of 2D-based warping tools allowing you to compensate for

the inaccuracies between the virtual and the real-world model.Please see the sub-chapter Warping outputs for

more information.
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Content creation
Based on 3D models, animators can create content either in 2D or in 3D, or both.For simple setups, a 2D

content template generated from the UV-coordinates of the 3D model can be used as a background image in for

example After Effects.

Video files are rendered and imported.In the software, the content is then applied back onto the same 3D

models, allowing the content to be pre-visualised in 3D and in real-time, from any point of view.As the output to

the physical projectors is handled by the virtual projectors, the animators only need to think about how to create

content that looks good on the screen in disguiseソフトウェア.

How do I learn about preparing a projection-based 3D model for
disguise?
The 3D modelling and UV-mapping processes are currently not covered in detail in this User Guide.To learn

more about these processes, register for the Pre-Production Workflows course offered online in our free e-

learning system at https://training.disguise.one.

https://training.disguise.one/
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Creating and removing projectors
Projectors in disguiseソフトウェア are currently categorised as a type of screen, as they share so many of the

same properties - they have a position, a rotation, a resolution, and output content via the feed system.

Creating a projector for a stage
Please see the sub-chapter Creating screens for step-by-step instructions on how to add a screen to the

disguise Stage.

Select Projector from the menu of screen types.

The below image shows an example of two projectors added to the d3 Stage.

Stage Visualiser being used to visualise two projectors and a sculpture in a section of the d3 studio

Removing a projector from a stage

Open the Stage Editor by right clicking Stage on the d3 dashboard

Or alternatively



486

Right click the floor

Left click and drag the Projector into the - icon
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Editing projectors
This sub-chapter explains the definition of the projector properties.These properties can be edited using

the projector editor.To understand how to usethe properties please see the sub-chapters Manual

Calibration and QuickCal.

Editing a projector

To edit a projector, either right-click directly on a projector in the Stage or right-click the projector from

the screens list in the Stage editor.
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General projector properties

Resolution
The x and y resolution of the projector, set in pixels.This should ideally be the native resolution of the physical

projector model you're using.

Currently outputting
Type of output mode that currently is active.
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Content: Outputs the content played on the timeline.

Wireframe: Outputs the wireframe of the model.

Identify: Full colour image with the projectors name on it.

Grid: Outputs a coloured grid applied to the projection object

None: Outputs nothing (except reference points during QuickCal lineup)

In order to change the output mode go to the output tab and change the current option.See output below for

more information.

Output mode options

Settings

Pos

The x, y and z position of the projector based from the origin point (0,0,0), set in meters.
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Rotation

The rotation of the projector around the x, y and z axes respectively, in degrees.

Look At

The x, y and z position (in meters) of the look-at point.The projector always rotates to point at the lookAt point.

Look Distance

The absolute distance between the projector position and its lookAt position, in meters.

Roll angle

The angle of rotation (in degrees) around the projection axis.

Throw ratio

The throw ratio is defined as the throw distance D divided by the width of the projected image, W. Since D and

W are both in meters, the throw ratio quantity itself has no unit.Simply, the larger the throw ratio, the narrower

the focus.Projector lenses are usually rated at particular throw ratios; you would simply type in the lens throw

ratio here.

Lens shift

Represents horizontal and vertical lens shift.When horizontal shift is set to 0, there is no shift; when it's set to

1, the left edge of the projected image lines up with the central projection axis.The same applies to negative

numbers (-1 lines up the right edge) and to the vertical shift (bottom and top edges respectively).
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Surfaces
The list of screen surfaces the projector will project onto.The projectors view of the virtual stage will only

contain these surfaces.

To add a projection surface to the list:

left-click the + button to open the surfaces manager.

Select the surfaces you wish the projector to see.

Mask objects
The list of objects this projector should render as black

To add a mask object to the list:

left-click the + button to open the objects manager.

Select the objects you wish the projector to mask out ie.render black

Mask scale

Mask scale allows you to scale the texture that is generated as the mask.

Expand shadow

Expand shadow allows you to grow the shadow of the texture mask.

Blur shadow

Blur shadow allows you to add a blur effect to the edges of the generated mask.
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Mask resolution

Mask resolution, set to full by default, allows you to only generate the mask at half and quarter resolution for

times when full resolution is not needed, or to save performance.

Appearance

Colour

The colour of the projector beam in the visualiser.

Render Mode

Switches the projector's output in the virtual stage for easier identification of testing.

Types of render mode:

Invisible

Beam

Wire

Beam &Wire
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Calibration

Configuration

The configuration of a projector stores its calibration - a precise measurement of its actual position and lens

settings.Calibrated quantities are not necessarily the same as the properties you enter in the preceding boxes,

but will usually match fairly closely.

Left-click on the configuration property to open the library of settings for all projectors.You can also

create multiple configuration files for the same projector.

Right-click configuration to start a QuickCal lineup.

Output

Master Fade

Controls the output brightness.

注意 : the Master fade only controls the brightness of the output feed.The brightness in the stage

visualiser is not effected

Colourshift

The colour shift property allows you to perform a number of colour-correction operations on the output of a

projetor.

To apply a colour shift to a projector:



494

Left-click colourshift to open the colourshift manager

Either create a new colourshift by typing a name into the new colourshift text box and hit Enter , or

select a colorshift configuraion from the list.

To edit a colourshift:

Right-click a colourshift in the colourshift manager to bring up the colourshift editor.

Feather

Shrinks or grows screens in the projector's view, to fix over projection.

Final Adjustment

Adjust the offset added to projectors position, in meters, for last minute micro adjustments if necessary

Anti-Aliasing

The anti-aliasing options for the projector.

警告 : enabling anti-aliasing on projectors can cause performance degradation.

None

2X FXAA

2X MSAA

4X MSAA

8X MSAA
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Change Output Mode

Left-click to change the type of output mode that currently is active.

Content: Outputs the content played on the timeline.

Wireframe: Outputs the wireframe of the model.

Identify: Full colour image with the projectors name on it.

Grid: Outputs a coloured grid applied to the projection object

None: Outputs nothing (except reference points during QuickCal lineup)

BlackTrax: For Blacktrax line up
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Outputting to projectors
The disguise software uses Feed scenes to output projector outputs.The output displays contained in

these Feed scenes can be configured to a specific resolution and frame rate.For more information please

see the sub-chapter Configuring Feed scenes.

Creating an output from a projector

Go to the Feed level by left-clicking Feed from the dashboard.The top half of the screen displays the

video screens and the outputs from the projectors currently active stage in the Stage level.

Right-click the first projector output, then left-click add feed rectangle.Please make sure that you

clicked a projector output and not the video screen that the projector is sampling from.This will generate

an output feed from the projector and place it on head 2 (by default, output head 1 is represented by the

GUI ).This should now send a feed to the first physical projector.Repeat this step for each projector that

needs to be outputted.For a show that requires more than 3 projectors (1 GUI + 3 outputs) you will have

to create a Director/Actor network explained in the Director/Actor setup using d3Net.
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The Add Feed Rectangle option is used to add a Feed rectangle and generate an output feed from a projector.
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Projector List Overview
The Projector List is a faster way of managing calibration when you have a large number of projectors to

work through.

To open the Projector List, hit  Ctrl + P

The Projector List.Open the Projector List by hitting Ctrl-P or via the Stage Editor.

Features of the Projector List

Select

Left-click to select which projectors are to be controlled together.

Projector

Left-click on a projector name to open its Projector Editor

Status

Left-click to turn projectors on and off ('mute' means 'faded to black')
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Lock

Left-click to lock the projector settings

Output Mode

Left-click to switch the output mode of the projectors

Calibration

Left-click on a projector config to open the projection calibration editor (QuickCal)

Source Rectangle

Left-click to jump to the feed source rectangle for that projector in the feed view

Destination Rectangle

Left-click to jump to the destination (output) rectangle in the feed view

Final Adjust

Fine-adjust selected projector's positions in x, y & x axes for last minute adjustments (hold down the Ctrl

key for fine control or the shift key for fast control)

Multiple Projector Lists
Everytime you hit  Ctrl + P another instance of the projection list is opened.Using the select buttons you can you

can filter them differently to aid workflow when using large numbers of projectors.
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Manual Calibration - Projectors

警告 : reset all digitial and optical warps inside the projector, including lens-shift,

otherwise the lineup features will be interrupted.

Open the projector editor by either right-clicking the projector directly in the Stage, or by right-clicking the

projector from the screens list in the Stage editor.

Familiarize yourself with the properties of a projector.After this follow the instructions explained below.

Set the correct resolution
Set the resolution of the projector to match the corresponding output head’s resolution.
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警告 : If the resolution of the projector doesn't match the real world output, you will end up

with an incorrect calibration.

Add surfaces
Under the Surfaces tab add the projection screens that the particular projector is covering.
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警告 : If you don't add a screen to the projector the output will stay black.

Add the projector outputs to the Output Feeds
Ensure all of the Feed rectangles from the projector outputs have been added to the output heads.

Please see adding feed rectangles for information how to do this.
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Place the projector correctly
Change the pos (projector position) and the throw ratio (lens value) properties so that the projector covers the

required part of the screen surface.A laser measure may be required to calculate the correct position by

measuring the distance from the physical projector to the video surface.

Adjust the Look at position
The Look at position of a projector defines the centre point of its corresponding output feed.When lining up a

virtual projector to the physical projector it is therefore crucial to match the Look at position to its

corresponding point in the real world.

Disguise has a built-in wireframe feature allowing the system to generate a line-drawing based on the 3D

mesh of the projection surface.In the same output frame disguise will also output a red cross positioned in the

centre of the output feed.When the wireframe test pattern is applied, disguise will output this red cross

regardless of the orientation of the projector.

Consequently, if the look at position of the projector is aligned to the red cross on the physical projection

surface, the virtual projector and the physical projector are orientated around the same point which is a great

starting point for an accurate manual lineup.

Align the look at position of the projector

Change the output mode to wireframe by clicking the output tab at the bottom of the projector editor.

Return to the Stage level.Set the step value of the look at position to 0.01 to enable smoother scrolling

of the look at values.To change the step value, right-click the property name and change the value in

the Step value property.

Begin aligning the look at position of the projector to the red cross by comparing the look at positions

crosshair in the Stage level and the red cross being outputted from the physical projector.
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Look at position of the virtual projector now matches its corresponding point on the physical video

screen, in this example a wooden sculpture

Adjust the throw Ratio

To zoom in on the physical video screens content, change the throwRatio value.This value

corresponds to the lens size of the physical projector.

If the exact lens size is known (for example a fixed lens size is being used), type it in.

If a zoom lens is being used, set the start value to the lowest (or highest) value in the zoom

range.Slowly change the value by scrolling the mouse wheel in the property field.

Fine tune property values

After setting the initial lens value, try not to edit the position properties.Instead, start adjusting

the rotation parameters if needed, in particular the x and y rotations.Aim to establish parallel lines

mapping onto the video screen globally rather than focusing only on one part of the screen.Adjust

the step value if needed.

Go back and fine tune the values of the lookAt position to center the output to the physical video

screen.Remember to establish parallel lines.

Adjust the throw ratio to zoom in/out of the content on the video screen.Assuming that the 3D mesh is

accurate to the physical video screen, the mapping should gradually fall into place.
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Projector has been manually calibrated; the 3D mesh test pattern now lines up with the wooden sculpture

If the projection surface does not match the 3D model after carrying out manual calibration the lineup may

need to be fine-tuned.Please see the sub-chapter Warping outputs for more information.



509

ワーピング出力

投影面が仮想3Dモデルと一致しない場合 (例：手動または自動キャリブレーションによるラインナップに若干の微調

整が必要な場合 )、disguiseソフトウェアは出力に直接適用できる強力なワーピングレイヤーを多数提供していま

す。これらのツールを使用することで、プロジェクターのキーストーンや物理的なプロジェクター内部のワーピングが不要

になります。

警告 : レンズシフトを含むプロジェクター内部のすべてのデジタルおよび光学ワープをリセットしま

す。これを実行しない場合はdisguiseソフトウェアのラインアップ機能が中断されます。

ワーピングレイヤーの追加と使用

出力にワープレイヤーを追加するには、ダッシュボード(画面上部のバー)のフィードを左クリックし、該当する

出力を右クリックして、オプションリストからワープの編集を選択します。



510

編集ウィンドウで、変形レイヤーのタイトルの下にある+ボタンを左クリックします。これにより、変形レイヤーの

一覧が表示されます。
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変形レイヤーのタイトルで+を左クリックすると出力フィードをワープさせる変形レイヤーが表示されます

注意 :出力にワープポイントを追加することで、どの部分が操作されているのかを正確に把握することが

できます
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ワープポイントが出力に追加されます
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4point

4つのポイントのいずれかを内側にドラッグすると、出力のワープをグローバルに調整できます。水平・垂直方向のバ

イアスを調整し、コンテンツをシフトスケールします。
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9point

9pointワープでは、9点を内側にドラッグし、その間のピンチと真直度を調整することができます。このフィードワープ

は、プロジェクターシミュレーションを使用しない場合に、円筒形のスクリーンに投影する際に役立ちます。長方形の

出力を、円筒形のスクリーンに簡単に適合できます。
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カスタム

出力上に任意の数のグリッドポイントを作成し、グループ選択できるようにします。オブジェクトのローカルワーピング

が必要な場合に使用できます。
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グリッド
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他のプロジェクターを参考にする
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サーキュラー
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レンズ変形

出力にワープポイントを追加することで、出力のどの部分が操作されているかを正確に確認することができます。
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Projector Footprints
Projector footprints is a pre-production feature of disguiseソフトウェア that allows you to simulate what the

projector would actually behave like in the real world.Projector footprints show projector brightness

overlap, pixel stretching and brightness falloff accurate to the position of the projector in 3D space.

Example of projector footprints

Enabling Projector Footprints

To enable projector footprints -

Right click the Stage Editor from the d3 dashboard

Expand the visualiser tab
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Toggle Footprints to On

Projector Footprints enabled
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Multi-Pose Projection

Calibration Overview
The QuickCal configuration includes a Multi-Pose workflow to allow for the calibration of objects that move.

Multi-Pose Projection Workflow

place the moveable object in a particular position (the “pose”) and then perform a standard quick-

calibration.

Then rotate the object to a second position.

Drag the existing markers to the correct positions and add new ones if necessary, until the projected

image is correct and sharp.

This process is then repeated for as many poses as are required.

Unlike in the single-pose workflow, we see the dropped calibration points rotate along with the model.

Example

Example application : a car on a rotating turntable, with encoder
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In this image, is an example of a car on a motorised turntable.During configuration as the car rotates, the

calibrated points gradually drift from their locations on the real model, showing that the calibration isn’t perfect

across the space.Once the car is in a new pose, we simply drag the existing markers to the correct positions,

and add new ones if necessary, until the projected image is correct and sharp.
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Blending and masking outputs
The disguise software allows the user to generate custom softedge textures and masks inside it.You can

then apply the softedge texture directly on the output and update the shape, gradient and gamma settings

in real-time.

Create a softedge mask on the output
Select Mask option is used to create a custom SoftEdgeTexture mask
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This will open the Texture object library which shows all of the still image files saved on your local hard-drive in

the DxTexture folder.For more information on the DxTexture folder and other folders please see the sub-

chapter Placing media files for a project.

In the top-left corner of the library, where it says new texture , type in the name of the softedge mask,

for example Output1_softedge.

Hit Enter and select the texture type SoftEdgeTexture.

Open the Feed level by left-clicking Feed from the dashboard (bar at the top of the screen),

right-click the appropriate output and select select mask from the options list.

Texture object library being used to create a SoftEdgeTexture mask.

Create a new Texture, and choose SoftEdge Texture when prompted.
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Softedge editor

Resolution

The resolution values are shown in the top right corner of the softedge editor.The resolution is automatically

set to the resolution of the output head.

Adjust global gradients through gamma

The gamma value adjusts the global gradient between the inner and outer points in the softedge mask.
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Select and move points

Select individual points, pairs of inner and outer points, or drag-select multiple points to adjust the

blend level.

Add and remove points

Add more points by holding down Ctrl and left-clicking between existing points.

Remove points by right-clicking a point.

Adjust local gradients

Adjust the gradient between an inner and outer point by dragging them further apart, or closer together.

注意 : press Esc to exit texture editing.Right-click the output feed and select 'Edit mask (Name) to

edit the texture again.

Create a mask rather than a softedge

To create a mask rather than a softedge, set either gamma to 0 (this will set a sharp edge between

the inner and outer points regardless of spacing between them) or move the inner and outer points

closer together.

Composite multiple textures
Disguise allows the user to generate two different textures and composite them into one single texture.To do

this:
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Create two different textures (they do not have to be of the type SoftEdgeTexture but can also be of

the types GradientTexture and SolidTexture.

Repeat the same process as above when creating a texture but this time choose the texture type

CompositeTexture and name it, for example, SoftEdge_output1  and  Gradient_output1.

After creating the the CompositeTexture texures, their corresponding outputs will turn grey.This is

because the CompositeTexture textures need to be told what textures they contain.

Right-click the output head and select edit mask (SoftEdge_output1)  and edit mask (Gradient_

output1)  in the options window.

Set the resolution of the CompositeTexture texture.

Add the first texture by left-clicking add new layer, and then selecting the image from the Texture

library.

Click add new layer again and select the second image.

To multiply the two images together, set the blend mode of image two to multiply .

Press Esc to exit texture editing.
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Dynamic Blend
Dynamic Blend is a feature of disguiseソフトウェア that enables automatic calculation of soft edge blends

across projectors automatically.The disguise software can do this as long as it has accurate information of

where the projector is in 3D space.

Enabling Dynamic Blend

Right click the stage editor from the dashboard

or alternatively

Right click the stage floor

Expand the Projectors tab
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Left click the Dynamic Blend property and set it to On

Global Dynamic Blend Settings

Blend Gamma

Blend Gamma controls the gamma curve and should be matched to the same as the physical projectors.

Blend Sharpness

Controls the size of the blend zones created; the higher the number, the smaller the blend zones.
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Projector Level Dynamic Blend Settings
There are further controls for Dynamic Blend within the individual projector settings.

Dynamic Blend

Enabled/Disabled.This allows you to enable or disable dynamic blend on individual projectors.
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Membership Function

Linear/Radial/Linear to Radial.This controls how the blend is calculated for the individual projector.

Gamma bias

This adjusts the gamma bias of the individual projector relative to the gamma set in the stage editor.

Barn Door top/left/bottom/right

Include/Exclude list

See the Include/Exclude topic

Use Snapshot

Yes/No.This allows you to snapshot the soft edge mask generated by dynamic blend, edit it in external

program, then have it re-applied to the projector.The texture files will appear in the DxTexture folder.
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Include Exclude list
The include & exclude functionality found under the dynamic blend tab of a projectors properties, is

specifically for use when dynamic blending large numbers of projectors.Dynamic blend has a limit of 12

projectors, so when going beyond 12 the include/exclude functionality allows you to specifically defined

which projectors blend with which other projectors.

When using this functionality, you should stick to using either include or exclude per group of projectors.

Using the Include & Exclude list

Right click on a projector to edit its properties

Expand the Dynamic Blend tab

Left click Exclude to choose between either Exclude or Include

Select the other projectors that this projector should include or exclude blending with
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) disguiseソフトウェア can

work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in disguiseソフトウェア. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In disguiseソフトウェア the Projector

Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that disguiseソフトウェア currently does not support correction of non-linear

lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In disguiseソフトウェア the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.
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Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on

the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.
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However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.

Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no
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depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by

more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.
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Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the

point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) disguiseソフトウェア can

work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in disguiseソフトウェア. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In disguiseソフトウェア the Projector

Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that disguiseソフトウェア currently does not support correction of non-linear

lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In disguiseソフトウェア the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.

Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on
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the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.

However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.
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Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no

depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by
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more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.

Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the
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point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Quick Calibrating projectors

Quick calibrating projectors:

Right-click the projector you wish to line up.

Right-click the configuration file to open the QuickCal editor.

Projector configuration menu.
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At the top of the QuickCal editor select line up points.

Line up point selection.

注意 : You must have the projector you're configuring assigned to an output otherwise the

button is greyed-out

Left-click a point (representing a reference point on the video screen), hold the Left-click

and drag the cursor in the output and match it to its physical corresponding point.

注意 : The output of the projector you working with will tinted the colour that you have set in

the appearance tab in the projectors configuration.

Once the point is in the right position release the point and now its set.

To adjust cursor location using finer increments use the arrow keys to adjust in 1px movements.

注意 : When you have adjusted a point it will be displayed in the colour that matches the projectors

colour.
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Buckingham Palace with points calibrated.

Remove a reference point from the projector
This will remove the 2D lineup between the selected reference point and the current projector.The reference

point itself will not be deleted.

To remove a reference point:

Right-click on the reference point that you wish to remove from the projector lineup.

An options menu will open.

To remove a reference point from a projector.

Left click on the remove from projector button.

Rotate Controls
This option allows you to rotate your controls whilst lining up, This is especially useful when your projectors are

rotated for example if they are portrait in orientation rather than landscape.

There are four options:

None: Mouse and keyboard operate normally.

90 degrees clockwise: mouse and keyboard are rotated 90 degrees clockwise
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180 degrees: mouse and keyboard are rotated 180 degrees.

180 degrees anti-clockwise: mouse and keyboard are rotated 180 degrees anti-clockwise.

Lineup output mode
Lineup output mode allows you to change what is applied to the output whilst lining up.

注意 : During QuickCal lineup all lined up reference points will be drawn on top of the selected

output.

 You can choose between the following output modes:

Content: Outputs the content that's on the timeline.
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Wireframe: Outputs the wire frame of the model.

Image of wireframe applied to Buckingham Palace.

Identify: Outputs a full colour grid that has the projectors name on it.
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Grid: Outputs a grid that is applied to the model

Image of grid pattern applied to Buckingham Palace.

None: Outputs nothing but the line up points.

Cursor Types
There are four cursor types to choose from:
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Horizontal

Image of horizontal lineup cursor.

Diagonal

Image of horizontal diagonal cursor.
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Horizontal Lines

Image of horizontal lines cursor.

Diagonal Lines

Image of diagonal lines cursor.

Marker Size
This setting allows you to adjust the size of the marker that's left behind once you have calibrated a point.The

default marker size is 16.

Reset options
To reset the projector so no points have been selected or calibrated either:

select reset reference point lineup (current pose) to reset the points for that pose in a multi-pose line up

(see the Multi-pose calibration sub-chapter for more info on this topic)
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select reset reference point lineup

Reset reference point lineup.

A warning message will pop up when you select reset projector config,Click yes to reset projector

config.

Confirm reset projection config.
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Removing reference points
There are 3 options for removing reference points under the Reference points tab:

Deleting reference points.

Delete unused reference points
This option deletes reference points which have not been associated with a projector lineup.

Delete unparented reference points
This option deletes reference points which are not parented to a screen

Delete all reference points
This option deletes all reference points from the virtual stage.

A warning message will pop up when you select delete all reference points , Click yes to delete all reference

points.
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Confirm delete of all reference points.

警告 : Delete all reference points is a global action, It will affect all the reference points on

the model not just the ones associated with the current projector.

Advanced options
Follow screen changes

This option allows you to choose if the reference points follow screen changes.For example if you change your

screen position the reference points will move with the screen.

警告 : This will automatically update any projector's QuickCal calibration using the new 3D

positions of the reference points

Notify screen changes

This options allows you to choose if you want to be notified of screen changes.For example if the screen

position changes and the points move with the screen you will be notified.The notification will ask you whether

you want to update the QuickCal calibration with the new 3D positions.It will also show by how much each

reference point has moved.

No.of moved reference points

This informs you how many points have moved with a screen position change for example.

Auto z-clipping

If auto z-clipping doesn't work, this means some parts of a Screen, which are either very close or very distant,

may only be partially visible.then manually adjusting these near/far values can make sure that the projector
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renders the whole screen.

Lineup Result

Here is a real world photo of a lineup of Buckingham Palace without the edge blending.
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Creating and deleting reference points

To create reference points:

Open the projector editor.

Locate the Calibration tab.

Projector config editor selecting the configuration tab.

click the configuration file to open the QuickCal editor.If left-clicking you will instead open the Projector

Configuration manager which stores all the configuration files for the existing projectors.
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Select manage points.

Projector config editor, Selecting manage points.

The d3 cursor will now turn in a circle.This indicates that you are in manage points mode and when you

click on the model a reference point will be created at that location.

注意 : The reference points will automatically snap to a vertex near to where you clicked.If you have

a really complicated model they may not snap to the correct position select the point you wish to

move and hold down the left mouse button to drag it to the desired location.
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Point creation cursor, Adding a point.

Create a minimum of 6 reference points and place them on clearly identifiable real-world reference

points.This is to make it easier to link the virtual reference points to the corresponding real-world points

at a later stage in the lineup process.Usually, there is no need to create more than 6-12 reference points

per virtual projector but for more complex geometry it may be necessary to create more.Some complex

building mapping projects have required up to 30 reference points per projector.

Notice that multiple projectors can use the same reference points.

Deleting a reference point
To remove a point:
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Right click on the point that you wish to delete.

An options menu will open.

Delete a reference point from the virtual model.

Left click on the delete button.

警告 : reference points that are lined up in another projector cannot be deleted (since this

would affect the other projector's calibration).
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会場とプロップの概要

会場とは?
1つのステージには、複数の会場が存在します。これは一連のステージ設計を作成したい場合に有用です。各会場

が異なるステージ設計オプションを表わしており、一つの設計から別の設計に迅速に切り替えることができます(例：ク

ライアントとの会議中など)。新規プロジェクトを作成すると、すでに会場1という会場が1つ用意されています。これに

はアリーナという1つのプロップのみが含まれています。

プロップとは?
会場はプロップで構成されています。プロップは会場の構成要素となるオブジェクトです。新しいプロジェクトには、メッ

シュオブジェクトライブラリにある一連のプロップがデフォルトで含まれています。これらのプロップは、さまざまな建物、3D

の男性、3Dの女性で構成されています。

プロップは.objメッシュです。disguiseソフトウェアで用意されている標準プロップ以外のプロップを使用したい場合は、こ

のプロップをインポートできます。プロップのメッシュをソフトウェアにインポートする方法については、プロップの編集のサブ

セクションにある「メッシュ」のセクションを参照してください。
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会場とプロップの概要

会場とは?
1つのステージには、複数の会場が存在します。これは一連のステージ設計を作成したい場合に有用です。各会場

が異なるステージ設計オプションを表わしており、一つの設計から別の設計に迅速に切り替えることができます(例：ク

ライアントとの会議中など)。新規プロジェクトを作成すると、すでに会場1という会場が1つ用意されています。これに

はアリーナという1つのプロップのみが含まれています。

プロップとは?
会場はプロップで構成されています。プロップは会場の構成要素となるオブジェクトです。新しいプロジェクトには、メッ

シュオブジェクトライブラリにある一連のプロップがデフォルトで含まれています。これらのプロップは、さまざまな建物、3D

の男性、3Dの女性で構成されています。

プロップは.objメッシュです。disguiseソフトウェアで用意されている標準プロップ以外のプロップを使用したい場合は、こ

のプロップをインポートできます。プロップのメッシュをソフトウェアにインポートする方法については、プロップの編集のサブ

セクションにある「メッシュ」のセクションを参照してください。
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プロップの作成と削除

会場のプロップを作成する

ダッシュボード(画面上部のバー)からステージを右クリックします。これによりステージエディターが開きます。

会場を右クリックします。プロップメニューが開き、現在アクティブな会場で使用されているすべてのプロップの

リストが表示されます。

現在のアクティブな会場で使用されているすべてのプロップを表示するプロップメニューを開くためのプロセスです

新規プロジェクトにはデフォルトで会場1という会場が1つあり、その会場にはアリーナというプロップが1つ含ま

れています。

+を左クリックします。すべてのプロップがリストアップされたプロップマネージャーが開きます。なお、このリストの

プロップは、いずれかの会場、一部の会場、またはすべての会場に追加することができ、1つの会場に限定

する必要はありません。
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プロップメニューから+を左クリックしてプロップマネージャーを開きます

プロップマネージャーからプロップを左クリックすると、現在アクティブな会場 (この例では会場1)に追加されま

す。これで、プロップの編集が可能になりました。

新しいプロップを作成したい場合は、新しいプロップのテキストフィールドに新しいプロップの名前を入力し、

Enterを押します。これでプロップが作成され、現在アクティブな会場に追加されます。

現在アクティブな会場に追加したいプロップごとに、この手順を繰り返します。
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U2 Vertigoツアーのステージに会場全体をインポートした例。

会場からプロップを削除する

プロップメニューのプロップを左クリックして -ボタンにドラッグします。これによりプロップメニューからプロップが削

除されますが、プロップ自体は削除されません:プロップマネージャーにリストされたままです。この変更がス

テージ・ビジュアライザーでどのように更新されたかを確認してください。
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プロップを永久に削除する

警告 : プロジェクトのどこかでプロップがアクティブであったり、参照されている場合、そのプロップ

を永久的に削除することはできません。

プロップマネージャから削除したいプロップを左クリックしてゴミ箱 (ゴミ箱のアイコンで表示 )にドラッグします。

削除するプロップを左クリックして、プロップマネージャーからゴミ箱にドラッグします。
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ゴミ箱を右クリックし、ゴミ箱を空にするを選択すると、ステージからプロップが永久に削除されます。
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プロップの編集

プロップの編集

ステージレベルでプロップを直接右クリックするか、

プロップマネージャーメニューのプロップリストからプロップ名を右クリックします。プロップマネージャー/プロップメ

ニューを開く方法については、上記のプロップの作成 /削除のサブチャプターをお読みください。
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プロップエディターはプロップ(この例ではアリーナと呼ばれるプロップ)を編集するために使われます。



571

プロップのプロパティ

オフセット

オフセット値はメートル単位で、エクスポートされた3Dアプリケーションのx、y、zに沿った元のプロップの基点に基づい

ています。

回転

回転値は常に、エクスポートされた3Dアプリケーションの基点を中心にしています。例えば、ブレンダーで10m右にオ

フセットされている立方体をエクスポートすると、ステージ上では10m右に表示されます。回転値を変更すると、オブ

ジェクトのローカルな基点ではなく、disguiseの基点を中心に回転します。

これを避けるには、3Dアプリケーションの基点0,0,0でオブジェクトをエクスポートする必要があります。それをステージ

上で10mオフセットします。オブジェクトをdisguiseで回転させると、ローカル軸を中心に回転するようになります。

スケール

スケールプロパティは、乗数です。プロップのサイズと、3Dアプリケーションからエクスポートされた元のサイズを掛け合

わせます。

メッシュ

これは、プロップの形状を定義するメッシュファイルを指しています。このプロパティを選択すると、メッシュオブジェクトラ

イブラリが表示され、ローカルハードドライブのメッシュフォルダに保存されているすべてのメッシュ .obj ファイルが表示

されます。
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メッシュオブジェクト・ライブラリからプロップのメッシュを更新するために使用されるメッシュプロパティ

プロップのメッシュを変更するには:

メッシュを左クリックして、メッシュオブジェクトライブラリを開きます。

現在有効なメッシュと切り替えたいメッシュを、左クリックします。これでプロップメッシュが更新されます。

disguiseソフトウェアで提供されている標準的なプロップメッシュ以外の形状を使用したい場合は、プロップのUVマッ

プされた.objファイルを使用する必要があります。

メッシュ.objファイルをどこに配置するか、またソフトウェア上でどのようにアクセスするかについては、プロジェクトにメ

ディアファイルを配置するのサブセクションをご覧ください。また、対応するファイル形式でファイルを保存します。

拡散マップ

これは、プロップのテキスチャーを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使用してプロップにテキス

チャーを作成して適用すると、ステージをできるだけリアルに視覚化できます。このプロパティを選択するとテキス

チャーオブジェクトライブラリが開き、ローカルハードドライブ上のDxTextureフォルダに保存されている静止画像ファイ

ルがすべて表示されます。
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テクスチャオブジェクトライブラリからプロップに静止画を適用するために使用される拡散マップのプロパティ

テクスチャーをプロップに適用するには:

テクスチャーを左クリックして、テクスチャーオブジェクトライブラリを開きます。

プロップに適用するテクスチャーを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供される標準静止画以外のテクスチャーを使用したい場合は、カスタム静止画ファイルを

使用する必要があります。

カスタム静止画ファイルをどこに配置するか、またソフトウェア上でどのようにアクセスするかについては、プロジェクトに

メディアファイルを配置するのサブセクションをご覧ください。また、対応するファイル形式でファイルを保存します。



574

注意 : テクスチャーをプロップに適用するには、プロップのメッシュをUVマッピングする必要があります。

フラットカラー

このプロパティは、プロップの色を定義します。

ワイヤーカラー

これはプロップのワイヤーフレームの色を定義します。ワイヤーフレームを表示するには、プロップの表示モードをフラッ

ト+ワイヤーまたはワイヤーフレームに設定する必要があります。

ブレンドモード

これで、プロップのコンテンツがステージ上の他のオブジェクトとどのように合成されるかをコントロールできます。

オーバー:透明でないプロップに使用します。

追加 :コンテンツがない場合に、全く見えないスクリーンに使用します。

アルファ:部分的に透明なスクリーンに使用します。

表示モード

これは、プロップの異なるシェーディングタイプをコントロールします。

非表示 :プロップをレンダリングしません。

フラット :フラットシェーディングされたプロップのみレンダリングします。

ワイヤーフレーム:プロップのワイヤーフレームのみレンダリングします。
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フラット+ワイヤー:エッジが強調されたフラットなシェーディングされたプロップをレンダリングします。

ワイヤーフレームのクリーンアップ

ワイヤーフレーム・レンダリングの詳細レベルを定義します。デフォルト値は20です。最小値は0で、ほとんどのワイヤー

フレームがレンダリングされ、最大値は255で、最も少数のワイヤーフレームがレンダリングされます。
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会場の作成と切り替え

会場を作成する

ダッシュボード(画面上部のバー)からステージを右クリックします。これによりステージエディターが開きます。

会場を左クリックします。会場マネージャーが開き、作成したすべての会場のリストが表示されます。会場マ

ネージャーに表示される会場は、どのステージがアクティブであっても同じであるため、複数のステージで会場

を共有できます。新規プロジェクトには、デフォルトで会場1という名称の会場が1つ含まれます。

新しい会場のテキストボックスに新しい会場の名称を入力します。この例では、会場2で、Enterキーを押し

ます。これで会場が作成され、会場マネージャーの会場リストに追加されます。これにより、プロップを追加し

たり削除したりして、会場を編集できます。

現在アクティブなステージに会場を追加するために用いられるプロセスです(この例では会場1)
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1つの会場から別の会場への切り替え

会場マネージャーで、切り替えたい会場を左クリックします。これにより、会場が現在アクティブなステージで

更新されます。

会場マネージャーから会場を左クリックして、会場を切り替える

会場を削除する

会場マネージャーから削除したい会場を左クリックし、ゴミ箱 (ゴミ箱のアイコンで表示)にドラッグします。

ゴミ箱を右クリックして「ゴミ箱を空にする」を選択すると、会場が完全に削除されます

警告 : プロジェクト内のどこかで会場がアクティブになっていたり、参照されていると、会場を完

全に削除することはできません。
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会場の編集

スクリーンとは異なり、会場には編集可能な一連のプロパティはありません。その代わり会場には、会場の構成要素

となるオブジェクトが含まれており、プロップと呼ばれます。プロップには、独自のテクスチャを追加するオプションをはじ

め、一連の編集可能なプロパティがあります。これらのプロパティについては、プロップの編集のトピックで説明します。
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カメラ

カメラは、disguiseソフトウェア内のもう一つの表示方式です。プロジェクターと同様にカメラは特定の視点から見た

シーンを表示し、フィードエディター内のフィードレクタングルを使用することで、ビューを出力できます。

概要

ビジュアライザーによるステージのビューもまた、ビジュアライザーカメラとも呼ばれるカメラです。アクセスするには、カメ

ラ・リストの下の｢ビジュアライザーカメラ｣ボタンをクリックするか、またはバックグラウンドを右クリックします。

ビジュアライザーカメラでは、フィードレクタングルは作成できません。

警告 :複数のカメラを利用する場合、シーンの一部を複数回表示する必要があるため、パ

フォーマンスコストが大幅に増大することにご注意ください。

ワークフロー

カメラの作成

1. ステージ・エディターを開くには、ダッシュボードからステージを右クリックするか、あるいはビジュアライザー内の

フロアを右クリックします。

2. カメラタブを拡張します。
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3. カメラを追加するには、+をクリックします。

4. カメラマネージャー内で、新規カメラフィールドを左クリックします。

5. カメラの名前を入力します。

6. OKを左クリックします。
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7. カメラ、またはsphericalCameraのいずれかを選びます。

8. これで、ビジュアライザー内でカメラ・オブジェクトを基点 ( 0、0、0)から見ることができます。

カメラプロパティの変更

1. ステージ・エディターを開くには、ダッシュボードからステージを右クリックするか、あるいはビジュアライザー内の

フロアを右クリックします。
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2. カメラタブを拡張します。

3. リストから、いずれかのカメラを右クリックします。

4. エディターを使用して、カメラの必要なプロパティを調節します。
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フィードにカメラを割り当てる

1. ビジュアライザーにカメラを配置します。

2. ダッシュボード からフィードを左クリックします。

3. フィードシーンの上部にあるカメラフィードを右クリックして、フィードレクタングルを追加するを左クリックする

か、シフトを押しながら左クリックして、カメラフィードから利用可能な出力ヘッドに矢印をドラッグします。
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カメラプロパティ
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カメラプロパティは、次のカテゴリーを含んでいます:

設定

プレビュー

出力

階層

ステージレンダー

物理的

設定

オフセット
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オフセットは、親に対するカメラの位置をメートル単位で表示します。デフォルトでステージの親になっている場合は、

これはカメラのワールド位置になります。

回転

親からの回転変換 (度数 )です。ステージの親になっている場合は、カメラのワールドローテーションになります。

追跡ソース

詳細は、オブジェクトの追跡ソースを参照します。

解像度のソース(ビジュアライザーカメラのみ)
GUIから取得 -デフォルトで、GUIディスプレイの解像度を使用します。

固定 -カスタム解像度を指定できます。ou can specify a custom resolution.ディスプレイの解像度は変更されず、

カメラのビューのみが変更されます。

解像度

カメラが表示をレンダリングする際に使用する解像度です。

視野(垂直 )
カメラの垂直視野角 (度数 )です。

視野(水平 )
カメラの水平視野角 (度数 )です。
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プレビュー

カメラプレート

カメラをトランスミッション、バックプレートあるいはフロントプレートにセットします。

アルファを表示

アルファをカメラで表示するかどうかを切り替えます。

出力

拡張フェードを設定

拡張設定の不透明度です。

拡張フェザーを設定

拡張設定のフェザーです。これは、フェザーの幅として定義されます。

ビデオ出力のフェード

ビデオ入力のオン/オフを定義します。拡張設定の並び方を確認する場合に有用です。
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ARフェード

ARコンテンツのオン/オフを切り替えます。フロントプレートコンテンツのみに適用されます。ARコンテンツの並び方の

確認に役立ちます。

ラジアルマスクのスケール

フィルムコンテンツにラジアルマスクを適用します。

フロントプレートの再投影

バックプレートの配置

再投影ではフロントプレートもバックプレートと一緒に遅延するため、フロントプレートとバックプレートのコンテンツは

同じタイミングで表示されます。これはデフォルト設定です。

再投影なし

フロントプレートは、バックプレートのコンテンツと同じタイミングで遅延します。ただし再投影は行われません。これ

は、フロントプレートコンテンツをフィルムコンテンツとより緊密に同期させる場合に使用されます。

最小レイテンシ

バックプレートイメージとフロントプレートのイメージは、2つの異なる時点からそれぞれ選択されます。この結果、最

新のフロントプレートフレームが表示されます。

フロントプレート合成オーダー

フロントプレートに割り当てられたコンテンツの、合成スタック内での順番を定義します。

カラーLUT
カメラに適用するLUTを定義します。disguiseソフトウェアには複数のLUTファイルが埋め込まれています。



590

カラープロファイル

カメラのカラープロファイルを定義します。disguiseソフトウェアには、複数のカラープロファイルが埋め込まれています。

出力をホールド

「出力をホールド」では、カメラ出力の現在のフレームを凍結します。これは切り替え設定です。

階層

親

親オブジェクトを表示します(これは通常はステージになるため、オブジェクトがステージの基点からオフセットされま

す)。

子

オブジェクトの子を表示します。

子を追加をクリックすると、このオブジェクトとは別の親 /子関係を作成します。

ステージの親をクリックすると、オブジェクトをステージの基点に対して再指定します。



591

ステージレンダラー

アンチエイリアス

アンチエイリアスは、エイリアシングによる凹凸のあるエッジ部分を滑らかにします。数値が大きいほどエイリアシングが

滑らかになりますが、パフォーマンスの低下を招きます。

背景色

シーンの背景色を変更します。回路図では、これが背景色になります。

Luxでは、これは環境の基本色になります。また照明による影響を受けます。例えば環境光が0の場合、背景は色

にかかわらず黒になります。

ヒートマップでは、バックグラウンドは常に黒になります。

レンダラー

回路図 -回路図レンダラーを使用します。

Lux - Luxレンダラーを使用します。

ヒートマップ -ヒートマップレンダラーを使用します。

光 (ヒートマップでのみ利用可能 )
輝度 -輝度 -物体または表面から放出される光の強さで、一定の方向に1メートルあたりの値をnits( cd/m²)で表

します

輝度 - 1メートルあたりの表面に当たる入射光の密度をルーメンで表し、ルクス( lm/m²)で測定される。

ルクス設定

ホワイトポイント - lux単位でのカメラ露出度。
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アンビエントオクルージョンの強度 - Luxレンダラー内のアンビエントオクルージョンの強度です。｢0｣の場合は無効化さ

れます。

グロー輝度 -ルクスレンダラーでのグロー効果による影響です。

Near & Far clipping plane
Near clipping planeより近い面、あるいはFar clipping planeより遠い形状はクリッピングされます(レンダーされませ

ん)。値の単位はメートルです。

これらの値の範囲を縮小するとシャドウ品質が改善され、シャドウアクネを削減できます。

カメラタイプ

カメラタイプ

透視投影 -透視図です。

正射影 -正射影図です。

平行投影スケール

正射影のカメラには、深さやシーンからの距離の概念は存在しません。正射影の規模の調節によりズームのような

効果を出すことができます。ただし、この設定は、同等の透視投影カメラのズームから独立しています。
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視認性

測定値

非表示 (既定 ) -ビューで測定値を非表示にします。

表示 -ビュー内で測定値を表示します。

プロジェクター

非表示 -ビューからプロジェクターを非表示にします。

ビーム -プロジェクター・ビームのみを表示します。

ワイヤー -プロジェクター・ワイヤーフレームのみを表示します。

ビームとワイヤー(デフォルト )-プロジェクター・ビームとワイヤフレームを表示します。

ラベル

プロジェクター -プロジェクターのラベルのみ。

投影面 -投影面のラベルのみ。

LEDスクリーン - LEDスクリーンのラベルのみ。

DMXスクリーン - DMXスクリーンのラベルのみ。

DMXライト - DMXフィクスチャーのラベルのみ。

プロップ -プロップのラベルのみ。

カメラ -カメラの可視性のオン/オフを切り替えます。

カメララベル -カメラのラベル。

人物

表示 (デフォルト ) -ビューで人物が表示されます。
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非表示 -ビューで人物が非表示になります。

会場

表示 (デフォルト ) -ビューで会場が表示されます。

非表示 -ビューで会場が非表示になります。

追跡ポイント

表示 -ビューでBlacktraxからの追跡ポイントが表示されます。

非表示 (デフォルト ) -ビューでBlacktraxからの追跡ポイントが非表示になります。

追跡ポイントのラベル

表示 -ビューで追跡ポイントのラベルが表示されます。

非表示 (デフォルト ) -ビューで追跡ポイントのラベルが非表示になります。

移動速度

表示 -ビューで移動速度が表示されます。

非表示 (デフォルト ) -ビューで移動速度が非表示になります。

フロア

表示 (デフォルト ) -ビューでフロアが表示されます。

非表示 -ビューでフロアが非表示になります。
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基準点

表示 (デフォルト ) -ビューでBlacktraxの基準点が表示されます。

非表示 -ビューでBlacktraxの基準点が非表示になります。

基準点のラベル

表示 (デフォルト ) -ビューでBlacktraxの基準点のラベルが表示されます。

非表示 -ビューでBlacktraxの基準点のラベルが非表示になります。

物理的

ビデオイン

このカメラがリンクされているライブビデオ入力を定義します。

入力変換

このカメラがリンクされているライブ動画入力の色空間を定義します。

アクション位置のライブマーカー

バーチャルズームを使用する際に、撮影されたコンテンツの位置を再調整する基準として使用されます。

ビデオ受信の遅延 (秒)
往復レイテンシはキャリブレーション・プロセスから計算されます。
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空間トラッカーの遅延 (秒 )
カメラフレームが到着してから、これに関連するトラッキングデータが到着するまでの時間を秒単位で表したもので

す。これは、自動的にキャリブレーションされます。

レンズトラッカーの遅延 (秒 )
レンズと追跡データ間の同期の所要時間を調節できます。

レンズ

オーバースキャン

オーバースキャン比を定義します。デフォルトは1。1.1に設定すると、オーバースキャンは10%になります。オーバース

キャンが大きいほど、パフォーマンスへの影響が大きくなります。

オーバースキャンの解像度

オーバースキャン解像度は、オーバースキャン値の解像度での読み出し値です。

アスペクト比

カメラの最終アスペクト比の読み出し値です。

焦点距離

焦点距離は、カメラの計算上の焦点距離の読み出し値です。
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センサー幅

センサー幅を定義します。

センターシフト

光センサーの中心からのレンズ焦点のオフセット ( mm単位 )。

K1、K2、K3
k1 -測定された1次放射状歪み係数。

k2 -測定された2次放射状歪み係数。

k3 -測定された3次放射状歪み係数。

予測

カメラ画像の遅延 (秒)
disguiseソフトウェアのフレーム出力からイメージのキャプチャまでの時間。この値がゼロの場合、予測はオフになって

います。予測をオンにしたい場合は、画像がきれいに見えるようになるまでこの値を増やします。ビデオ受信遅延の

値を超えないでください。

カメラ画像の遅延の予測例

将来を予測する追跡データ履歴です。フレームで表されます。

カメラ画像の遅延の予測時間

移動をモデル化するために使用する用語です。2項は線型予測です。3項は3次予測です。
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MRセット

MRセットオブジェクトは、xRワークフロー内で使用されるステージエレメントの「コンテナ」として使用されます。

概要

MRセットは、バーチャルセットのすべての構成部品と、そのバーチャルセットをトランスミッション向けにキャプチャするた

めに使用するカメラ(複数可 )を含みます。

警告 :設定が適切でない場合、xRは適切に動作しません。xR設定についての詳細は、xRワー

クフローページをご確認ください。

ワークフロー

MRセットを作成するには:

1. ステージプロパティウィジェットを開き、MRセットタブにナビゲートします。

注意 : このウィジェットをピンで留めておくと便利です。

2. MRセットにLEDスクリーンを追加します。

3. 間接コントローラーを追加します(必要な場合 )

プロパティ
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設定

現在のターゲット

コンテンツを表示するカメラを定義します。

コントローラー

カメラの切り替えをコントロールする間接コントローラーを定義します。

カメラ・オーバーライド

現在のコントローラーがセットされている項目すべてに、カメラ・オーバーライドをセットできます。

LEDスクリーン

どのLEDスクリーンをMRセットに含めるかを定義します。

拡張メッシュを設定

拡張設定で使用するメッシュを定義します。このプロパティはプロジェクト・フォルダーのメッシュ・フォルダーから

読み出します。
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出力の解像度

MRセットの最終出力の解像度を定義します。

出力の解像度

MRセットの最終出力の解像度を定義します。

キャリブレーション

遅延キャリブレーション

キャリブレーション・ディスプレイエディターを開くにはこのボタンを左クリックします。
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セットアップ

MRセット -どのMRセットを使用するか定義します。

カメラ -どのカメラを含めるか定義します。

ビデオ受信の遅延

キャプチャ操作 .3つのオプションがあります:
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ライブ -ライブ設定では、ライブキャプチャされたイメージを使用しキャリブレーションを実行します。

書き込み -書き込み設定では、キャプチャされたイメージをディスクに書き込み、後でデバッグに使用できます。

読み出し -読み出し設定は、以前にディスクに書き込んだイメージを読み出します。これはデバッギングに役立ちま

す。

同期チェック

ストロボフレーム -同期テストでのFPSを定義します。

ストロボカラー1 -ストロボアルタネーションの一つ目の色を定義します。

ストロボカラー2 -ストロボアルタネーションの二つ目の色を定義します。

トラッカーの遅延

設定

合計キャプチャ時間 -秒数で定義されます。これはキャリブレーションのキャプチャ時間の合計値です。

グリッド線の数 -グリッド線の数を定義します。

グリッド線の太さ -グリッド線の太さを定義します。特定のステージのセットアップに基づいて、太さを増減します。

結果 -結果ダイアログを開始するには、結果を左クリックします。

キャプチャ -キャリブレーションを実行するにはキャプチャを左クリックします。

デバッギング

MRセット -どのMRセットをデバッグするか定義します。

カメラ切り替えデバッガ-左クリックすると、カメラ・スイッチング・デバッガを開きます。

空間キャリブレーション

空間キャリブレーションを始めるには、このボタンを左クリックします。
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ビジュアライザー・レンダラーの概要

disguiseソフトウェアには、3つのビジュアライザーレンダリングモードがあります。回路図、ルクス、ヒートマップです。

r15では、ビジュアライザーのレンダリングモードが変更され、さらに2つの新しいモードが追加されました。ヒートマップお

よびルクス。r15以前は、回路図がビジュアライザーのデフォルトのレンダリングモードでした。

回路図

クリエイティブ・コンセプトの技術的側面について、制作チーム全体に効果的に伝えることができます。リアルタイムの

3Dステージシミュレーターで、ステージや絵コンテ、テストコンテンツをあらゆる角度から見ることができます。

詳しくは回路図をご覧ください。

ルクス

プロジェクトの技術的な計画とクリエイティブなビジョンの両方をまとめるためのコミュニケーションツールとしてお使いくだ

さい。ルクスには、アンビエントオクルージョン、指向性ライト、カメラの露出、強化プロジェクターシミュレーションが含ま

れています。アイデアを明確かつ迅速に伝えることで、お客様からオペレーターまで、すべての人にインスピレーションを

与え、参加できるようにします。

詳しくはルクスをご覧ください。

ヒートマップ

エビデンスに基づいた計算によるプロジェクタースタディ用ヒートマップ -平行投影カメラモードを使用してオブジェクトの

位置を正確に把握できます。プロジェクタースタディをエクスポートして、目標とする光量に対して提案されたセットアッ

プを証明する書類を作成します。

詳しくはヒートマップをご覧ください。
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3種類のレンダリングモードを並べた画像。
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ビジュアライザー・レンダラーの概要

disguiseソフトウェアには、3つのビジュアライザーレンダリングモードがあります。回路図、ルクス、ヒートマップです。

r15では、ビジュアライザーのレンダリングモードが変更され、さらに2つの新しいモードが追加されました。ヒートマップお

よびルクス。r15以前は、回路図がビジュアライザーのデフォルトのレンダリングモードでした。

回路図

クリエイティブ・コンセプトの技術的側面について、制作チーム全体に効果的に伝えることができます。リアルタイムの

3Dステージシミュレーターで、ステージや絵コンテ、テストコンテンツをあらゆる角度から見ることができます。

詳しくは回路図をご覧ください。

ルクス

プロジェクトの技術的な計画とクリエイティブなビジョンの両方をまとめるためのコミュニケーションツールとしてお使いくだ

さい。ルクスには、アンビエントオクルージョン、指向性ライト、カメラの露出、強化プロジェクターシミュレーションが含ま

れています。アイデアを明確かつ迅速に伝えることで、お客様からオペレーターまで、すべての人にインスピレーションを

与え、参加できるようにします。

詳しくはルクスをご覧ください。

ヒートマップ

エビデンスに基づいた計算によるプロジェクタースタディ用ヒートマップ -平行投影カメラモードを使用してオブジェクトの

位置を正確に把握できます。プロジェクタースタディをエクスポートして、目標とする光量に対して提案されたセットアッ

プを証明する書類を作成します。

詳しくはヒートマップをご覧ください。
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3種類のレンダリングモードを並べた画像。
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回路図

回路図レンダラーは、ステージビジュアライザーのコンテンツを非点灯で正確にレンダリングするオペレーションレンダリン

グモードです。

概要

r15以前は、ステージビジュアライザーの設定で使用できるモードはスケマティックレンダリングモードのみでした。この

モードは、再生時、シーケンス時、および最大のパフォーマンスが必要な場合に使用することを目的としています。

クリエイティブ・コンセプトの技術的側面について、制作チーム全体に効果的に伝えることができます。リアルタイムの

3Dステージシミュレーターで、ステージや絵コンテ、テストコンテンツをあらゆる角度から見ることができます。

ワークフロー

プロジェクター、スクリーン、会場、プロップを追加して、通常通りプロジェクトを設定します。

ビジュアライザーのカメラをスケマティック・モードに変更するか、新しいカメラを作成してフィード出力に割り当て

ます。

注意 :回路図は、3つのレンダラーのデフォルトの有効モードです。
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例

回路図モードの有効化

1. ダッシュボードからステージを右クリックするか、ビジュアライザーでフロアを右クリックして、ステージエディターを

開きます。

2. カメラタブを拡大し、ビジュアライザーカメラを右クリックして、ビジュアライザーカメラの設定を編集します。ま

た、別のカメラを編集して、それをフィードに出力することもできます。

3. カメラエディターでレンダラータブを拡大し、レンダリングモードを回路図に設定します。
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カメラを使って回路図のレンダリングを見る

1. ビジュアライザーにカメラを配置します。

2. ダッシュボード からフィードを左クリックします。

3. フィードシーンの上部にあるカメラフィードを右クリックして、フィードレクタングルを追加するを左クリックする

か、シフトを押しながら左クリックして、カメラフィードから利用可能な出力ヘッドに矢印をドラッグします。
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ルクス

ルクスは、ショーがどのように見えるかをよりリアルにシミュレートするために設計された拡張レンダリングモードです。

警告 :ルクスは集中性能モードのため、再生には使用しないでください!

概要

ルクスはプロジェクトの様子をより現実的にクライアントに示す際に有効です。これには、周囲の照明や、物理的な照

明やシーンの設定に基づいてプロジェクターで照射されるオブジェクトの影が含まれます。これにより、現場に行く前に

技術的およびクリエイティブな要素に関する決定を事前に行うことができます。

注意 : Luxのような最新のレンダリングモードは、適切に強力なGPUを選択する必要があります。この機

能は、disguiseソフトウェアの他のレンダリング機能と比較して、かなり多くのGPUパワーを必要とします。

プロジェクト固有のガイダンスについては、サポートチームまでお問い合わせください。

このレンダリングモードの特徴

物理的な照明値

アンビエント光

アンビエントオクルージョン

プロジェクターシャドウ

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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ブルーム効果

拡散マップ

レンダリングモードの制限事項

ルクスは、透明なピクセルやポピュレーションマスクなどの透明なオブジェクトをサポートしません。

ルクスは、「オーバー」以外のブレンドモード(非透明モード)をサポートしません。

シーンの照明

ルクスは光を正確にシミュレートすることを目的としているため、デフォルトではシーンには光がなく、光の導入にはプ

ロジェクタとシーンの照明のみ使用できます。

すべてのオブジェクトは、その場所にあるシーンのアンビエント輝度 (ルクス)の影響を受けます。これは露出設定の

際に考慮しなければならず、プロップが見えるようにするために必要です。

アンビエント色は、この光の色に影響を与えます。つまり、アンビエント輝度が高く、アンビエント色が赤の場合、すべ

てが赤みを帯びることになります。

指向性ライトは、シーンに太陽のような光源を追加するために使用できます。ソースポイントはありませんが、一定

の角度で平行光線をシーンに投射します。これにより、現実世界のオブジェクトのように、指向性光源への露出に

応じて表面に陰影を与えることで、3Dオブジェクトの外観を向上できます。指向性光源は指定されたオフセットで

シーンに表示されますが、指向性光源にはソースポイントがないため、この値はライティングやビジュアルの結果には

影響しません。

オブジェクトの反射率を設定することで、表面で反射する光の量を調整できます。この数値は完全なランバート表

面に基づいており、反射される光の割合を表しています。スクリーンゲインを示したり、カラーレスポンスをシミュレート

するものではありません。

警告 :シーンの照明で影は落ちません。
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スクリーン

すべてのオブジェクトは、それに当たるプロジェクターの影響を受けます。明るさはプロジェクターのルーメン値で決まり

ます。プロジェクターで影は落ちます。

LEDScreens、DMXScreensには、NITSに基づく物理的な輝度値がありますが、シーン内の他のオブジェクトに光

は当たりません。

警告 : DMXLightsは、現在ライトとしてサポートされていません。

アンビエントオクルージョン

アンビエントオクルージョンは、実際のオブジェクトの暗い角で見られるオクルージョンをエミュレートする効果ですが、

実際の証明とは関係ありません。シーンのアンビエント光のみが影響します。

アンビエントオクルージョンパワーは、カメラエディターで変更可能で、オフにするとパフォーマンスが向上します。

プロジェクターのフットプリントの向上

プロジェクターの明るさはルクスで指定され、画像の明るさをルクスでシミュレートしたり、ヒートマップモードでルクスの

測定値を得るために使用されます。

ルクスモードでは、プロジェクターフラスタム内にあるすべてのオブジェクトが影を落とすので、プリビジュアライゼーション

やサイトラインの確認に使用できます。これらの影は、フィード出力には表示されません。

拡散マップ

拡散マップを投影面やプロップに追加すると、投影された光がサーフェスとどのように相互作用するかをシミュレート

できます。石造りの建物や塗装されたセットなど、投影に適していない表面に投影する場合、表面の干渉により

反射する光が想像と異なる場合に有効です。

ワークフロー

プロジェクター、スクリーン、会場、プロップを追加して、通常通りプロジェクトを設定します。

アンビエント輝度と色を定義します。
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ビジュアライザーのカメラをルクスモードに変更するか、新しいカメラを作成してフィード出力に割り当てます。

例

ルクスを有効にする

1. ダッシュボードからステージを右クリックするか、ビジュアライザーでフロアを右クリックして、ステージエディターを

開きます。

2. カメラタブを拡張し、ビジュアライザーカメラを右クリックして、ビジュアライザーカメラの設定を編集します。ま

た別のカメラを編集し、それをフィードに出力することもできます。

3. カメラエディターでレンダラータブを拡大し、レンダーモードをルクスに設定します。
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ビジュアライザーカメラで定義された値に基づいて、シーンのルクスレンダリングが表示されています。

詳細については、カメラのトピックをご覧ください。
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シーンの照明の設定

1. ダッシュボードからステージを右クリックするか、ビジュアライザーでフロアを右クリックして、ステージエディターを

開きます。

2. 「シーン」タブを拡大します。

3. アンビエント光と色の値を適切に調整します。
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カメラでルクスを表示する

1. ビジュアライザーにカメラを配置します。

2. ダッシュボード からフィードを左クリックします。

3. フィードシーンの上部にあるカメラフィードを右クリックして、フィードレクタングルを追加するを左クリックする

か、シフトを押しながら左クリックして、カメラフィードから利用可能な出力ヘッドに矢印をドラッグします。
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ヒートマップ

グローフィルターを適用するのではなく、異なるルクスレベルのカラーコーディングを使用してビューをレンダリングします。

概要

ヒートマップレンダリングモードは、主にシーン内の光量を視覚化するのに使用されます。

すべてのプロジェクターとLEDは、このモードでホワイトコンテンツを出力します。右側のグラフは、カメラの露出の最大

光量の2倍まで上がるので、必要に応じてそれを使ってスケールを調整します。これは、プロジェクタースタディに使用さ

れるモードです。

注意 : ヒートマップのような最新のレンダリングモードは、適切に強力なGPUを選択する必要があります。

この機能は、disguiseソフトウェアの他のレンダリング機能と比較して、かなり多くのGPUパワーを必要とし

ます。プロジェクト固有のガイダンスについては、サポートチームまでお問い合わせください。

ワークフロー

プロジェクター、スクリーン、会場、プロップを追加して、通常通りプロジェクトを設定します。

ビジュアライザーのカメラをヒートマップモードに変更するか、新しいカメラを作成してフィード出力に割り当てま

す。

ヒートマップエディタでターゲットルクスを定義します。

例

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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ヒートマップを有効にする

1. ダッシュボードからステージを右クリックするか、ビジュアライザーでフロアを右クリックして、ステージエディターを

開きます。

2. カメラタブを拡張し、ビジュアライザーカメラを右クリックして、ビジュアライザーカメラの設定を編集します。ま

た別のカメラを編集し、それをフィードに出力することもできます。

3. カメラエディタで、レンダラータブを拡張し、レンダリングモードをヒートマップに設定します。
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カメラエディタ内のレンダリングタブのライトフィールドで、指定した光量のヒートマップビジュアライゼーションが表示され

るようになりました。

ヒートマップエディタに表示されているキーは、ヒートマップの配色とスケールを示しています。
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ヒートマップのプロパティを編集する

1. ヒートマップエディターを開きます。

2. 目標値には、達成したい優先表面照度または輝度を設定します。

カメラでヒートマップを表示する

1. ビジュアライザーにカメラを配置します。

2. ダッシュボード からフィードを左クリックします。

3. フィードシーンの上部にあるカメラフィードを右クリックして、フィードレクタングルを追加するを左クリックする

か、シフトを押しながら左クリックして、カメラフィードから利用可能な出力ヘッドに矢印をドラッグします。
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ヒートマップのプロパティ

ターゲットルクス/nits
配色の中心となる緑を決定する値です。

ヒートマップ(最小)
スキームの最小値を手動で設定します。
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ヒートマップ(最大)
スキームの最大値を手動で設定します。

注意 : ターゲットを変更すると、ターゲット値の最小値 &最大値が変更し、最小値がゼロに、最大値が

ターゲット値の2倍に変更されます。
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プロジェクタースタディ

プロジェクタースタディでは、シーンのフォトメトリックヒートマップとプロジェクターのプロパティを含むdisguiseソフトウェア

から技術文書を作成できます。

測光量は、シーンの輝度または照度のいずれかに指定できます。

PDFドキュメントには、ビジュアライザーのカメラビュー、および各プロジェクターからのヒートマップが含まれています。

プロジェクタースタディの各ページには、以下の内容が表示されます:

ソフトウェアのバージョン

プロジェクト名

使用した測光量。

ユーザーが指定した改訂とコメント。

スタディが作成されたタイムスタンプ。

更に、プロジェクタービューを含む各ページには、以下のプロパティが表示されます:

名前

解像度

輝度 (ルーメン)

スローレシオ

レンズシフト水平

レンズシフト垂直

位置

最終ページには、すべてのプロジェクターのプロパティの表が表示されます。
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プロジェクターのプロパティの表

この表は、ステージ上のプロジェクターのプロパティを含む.csvファイルです。

プロパティは以下の通りです:

名前

解像度 X

解像度 Y

輝度 (ルーメン)

スローレシオ

レンズシフト水平

レンズシフト垂直

ポジションX - メートル

ポジションY - メートル

ポジションZ - メートル

考慮事項

光分析では、以下の点は考慮されていません

光がスペースを通過する際の大気吸収。

プロジェクターランプの寿命による輝度低下。

レンズの焦点と歪みの影響。

プロジェクターの輝度の均一性。

表面素材の物理的特性。
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これは、すべての表面が完全に拡散し、すべての方向に光を均等に反射して、どの角度から見ても同じ明

るさになるようなランバート反射を前提としています。

1. プロジェクターやスクリーンなどの要素を配置して、通常通りにプロジェクトを立ち上げます。

2. ヒートマップレンダリングモードでシーンの照明を表示し、セットアップがどれだけ期待通りであるかを確認しま

す。

3. ステージエディターを開きます。

4. プロジェクタースタディエディターで必要な設定を行います。

5. プロジェクタースタディをエクスポートします。

ヒートマップを有効にする

1. ダッシュボードからステージを右クリックするか、ビジュアライザーでフロアを右クリックして、ステージエディターを

開きます。

2. カメラタブを拡張し、ビジュアライザーカメラを右クリックして、ビジュアライザーカメラの設定を編集します。ま

た別のカメラを編集し、それをフィードに出力することもできます。

3. カメラエディタで、レンダラータブを拡張し、レンダリングモードをヒートマップに設定します。
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カメラエディタ内のレンダリングタブのライトフィールドで、指定した光量のヒートマップビジュアライゼーションが表示され

るようになりました。

ヒートマップエディタに表示されているキーは、ヒートマップの配色とスケールを示しています。
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ヒートマップのプロパティを編集する

1. ヒートマップエディターを開きます。

2. 目標値には、達成したい優先表面照度または輝度を設定します。

新規プロジェクトを作成

1. ダッシュボードからステージを右クリックするか、ビジュアライザーでフロアを右クリックして、ステージエディターを

開きます。

2. ステージエディターのプロジェクタータブを拡大します。

3. プロジェクタースタディ...を左クリックすると、プロジェクタースタディエディターが開きます。

4. プロジェクタースタディのエクスポートを左クリックすると、プロジェクトフォルダ内のプロジェクタースタディフォルダ

にプロジェクタースタディが書き込まれます。

プロジェクタースタディエディター

ライト
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輝度 -輝度 -物体または表面から放出される光の強さで、一定の方向に1メートルあたりの値をnits( cd/m²)で表

します

輝度 - 1メートルあたりの表面に当たる入射光の密度をルーメンで表し、ルクス( lm/m²)で測定される。

プロジェクト

プロジェクト名。メインのプロジェクト名に影響を与えることなく変更することができます。

改訂

ユーザーが定義できるリビジョンフィールドです。

コメント

ユーザーが定義できるコメントフィールドです。

プロジェクタースタディのエクスポート

プロジェクタースタディのエクスポートをクリックすると、disguiseソフトウェアプロジェクトフォルダ内の「プロジェクタースタ

ディ」フォルダにプロジェクタースタディが書き込まれます。
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Projector Calibration overview

Projection Calibration is the process of calibrating your projectors to the 3D space.

The disguise software offers three different calibration methods.Each has their own benefits and draw

backs.We recommend planning which form of calibration will be used during pre-production.

To learn more about manual calibration see here.

To learn more about QuickCal see here.

To learn more about OmniCal see here.
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Manual Calibration - Projectors

警告 : reset all digitial and optical warps inside the projector, including lens-shift,

otherwise the lineup features will be interrupted.

Open the projector editor by either right-clicking the projector directly in the Stage, or by right-clicking the

projector from the screens list in the Stage editor.

Familiarize yourself with the properties of a projector.After this follow the instructions explained below.

Set the correct resolution
Set the resolution of the projector to match the corresponding output head’s resolution.
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警告 : If the resolution of the projector doesn't match the real world output, you will end up

with an incorrect calibration.

Add surfaces
Under the Surfaces tab add the projection screens that the particular projector is covering.
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警告 : If you don't add a screen to the projector the output will stay black.

Add the projector outputs to the Output Feeds
Ensure all of the Feed rectangles from the projector outputs have been added to the output heads.

Please see adding feed rectangles for information how to do this.
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Place the projector correctly
Change the pos (projector position) and the throw ratio (lens value) properties so that the projector covers the

required part of the screen surface.A laser measure may be required to calculate the correct position by

measuring the distance from the physical projector to the video surface.

Adjust the Look at position
The Look at position of a projector defines the centre point of its corresponding output feed.When lining up a

virtual projector to the physical projector it is therefore crucial to match the Look at position to its

corresponding point in the real world.

Disguise has a built-in wireframe feature allowing the system to generate a line-drawing based on the 3D

mesh of the projection surface.In the same output frame disguise will also output a red cross positioned in the

centre of the output feed.When the wireframe test pattern is applied, disguise will output this red cross

regardless of the orientation of the projector.

Consequently, if the look at position of the projector is aligned to the red cross on the physical projection

surface, the virtual projector and the physical projector are orientated around the same point which is a great

starting point for an accurate manual lineup.

Align the look at position of the projector

Change the output mode to wireframe by clicking the output tab at the bottom of the projector editor.

Return to the Stage level.Set the step value of the look at position to 0.01 to enable smoother scrolling

of the look at values.To change the step value, right-click the property name and change the value in

the Step value property.

Begin aligning the look at position of the projector to the red cross by comparing the look at positions

crosshair in the Stage level and the red cross being outputted from the physical projector.
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Look at position of the virtual projector now matches its corresponding point on the physical video

screen, in this example a wooden sculpture

Adjust the throw Ratio

To zoom in on the physical video screens content, change the throwRatio value.This value

corresponds to the lens size of the physical projector.

If the exact lens size is known (for example a fixed lens size is being used), type it in.

If a zoom lens is being used, set the start value to the lowest (or highest) value in the zoom

range.Slowly change the value by scrolling the mouse wheel in the property field.

Fine tune property values

After setting the initial lens value, try not to edit the position properties.Instead, start adjusting

the rotation parameters if needed, in particular the x and y rotations.Aim to establish parallel lines

mapping onto the video screen globally rather than focusing only on one part of the screen.Adjust

the step value if needed.

Go back and fine tune the values of the lookAt position to center the output to the physical video

screen.Remember to establish parallel lines.

Adjust the throw ratio to zoom in/out of the content on the video screen.Assuming that the 3D mesh is

accurate to the physical video screen, the mapping should gradually fall into place.
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Projector has been manually calibrated; the 3D mesh test pattern now lines up with the wooden sculpture

If the projection surface does not match the 3D model after carrying out manual calibration the lineup may

need to be fine-tuned.Please see the sub-chapter Warping outputs for more information.
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) disguiseソフトウェア can

work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in disguiseソフトウェア. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In disguiseソフトウェア the Projector

Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that disguiseソフトウェア currently does not support correction of non-linear

lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In disguiseソフトウェア the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.
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Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on

the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.
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However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.

Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no
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depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by

more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.
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Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the

point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.



648

Creating and deleting reference points

To create reference points:

Open the projector editor.

Locate the Calibration tab.

Projector config editor selecting the configuration tab.

click the configuration file to open the QuickCal editor.If left-clicking you will instead open the Projector

Configuration manager which stores all the configuration files for the existing projectors.
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Select manage points.

Projector config editor, Selecting manage points.

The d3 cursor will now turn in a circle.This indicates that you are in manage points mode and when you

click on the model a reference point will be created at that location.

注意 : The reference points will automatically snap to a vertex near to where you clicked.If you have

a really complicated model they may not snap to the correct position select the point you wish to

move and hold down the left mouse button to drag it to the desired location.
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Point creation cursor, Adding a point.

Create a minimum of 6 reference points and place them on clearly identifiable real-world reference

points.This is to make it easier to link the virtual reference points to the corresponding real-world points

at a later stage in the lineup process.Usually, there is no need to create more than 6-12 reference points

per virtual projector but for more complex geometry it may be necessary to create more.Some complex

building mapping projects have required up to 30 reference points per projector.

Notice that multiple projectors can use the same reference points.

Deleting a reference point
To remove a point:
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Right click on the point that you wish to delete.

An options menu will open.

Delete a reference point from the virtual model.

Left click on the delete button.

警告 : reference points that are lined up in another projector cannot be deleted (since this

would affect the other projector's calibration).
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Quick Calibrating projectors

Quick calibrating projectors:

Right-click the projector you wish to line up.

Right-click the configuration file to open the QuickCal editor.

Projector configuration menu.
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At the top of the QuickCal editor select line up points.

Line up point selection.

注意 : You must have the projector you're configuring assigned to an output otherwise the

button is greyed-out

Left-click a point (representing a reference point on the video screen), hold the Left-click

and drag the cursor in the output and match it to its physical corresponding point.

注意 : The output of the projector you working with will tinted the colour that you have set in

the appearance tab in the projectors configuration.

Once the point is in the right position release the point and now its set.

To adjust cursor location using finer increments use the arrow keys to adjust in 1px movements.

注意 : When you have adjusted a point it will be displayed in the colour that matches the projectors

colour.
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Buckingham Palace with points calibrated.

Remove a reference point from the projector
This will remove the 2D lineup between the selected reference point and the current projector.The reference

point itself will not be deleted.

To remove a reference point:

Right-click on the reference point that you wish to remove from the projector lineup.

An options menu will open.

To remove a reference point from a projector.

Left click on the remove from projector button.

Rotate Controls
This option allows you to rotate your controls whilst lining up, This is especially useful when your projectors are

rotated for example if they are portrait in orientation rather than landscape.

There are four options:

None: Mouse and keyboard operate normally.

90 degrees clockwise: mouse and keyboard are rotated 90 degrees clockwise
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180 degrees: mouse and keyboard are rotated 180 degrees.

180 degrees anti-clockwise: mouse and keyboard are rotated 180 degrees anti-clockwise.

Lineup output mode
Lineup output mode allows you to change what is applied to the output whilst lining up.

注意 : During QuickCal lineup all lined up reference points will be drawn on top of the selected

output.

 You can choose between the following output modes:

Content: Outputs the content that's on the timeline.
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Wireframe: Outputs the wire frame of the model.

Image of wireframe applied to Buckingham Palace.

Identify: Outputs a full colour grid that has the projectors name on it.
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Grid: Outputs a grid that is applied to the model

Image of grid pattern applied to Buckingham Palace.

None: Outputs nothing but the line up points.

Cursor Types
There are four cursor types to choose from:
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Horizontal

Image of horizontal lineup cursor.

Diagonal

Image of horizontal diagonal cursor.
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Horizontal Lines

Image of horizontal lines cursor.

Diagonal Lines

Image of diagonal lines cursor.

Marker Size
This setting allows you to adjust the size of the marker that's left behind once you have calibrated a point.The

default marker size is 16.

Reset options
To reset the projector so no points have been selected or calibrated either:

select reset reference point lineup (current pose) to reset the points for that pose in a multi-pose line up

(see the Multi-pose calibration sub-chapter for more info on this topic)



660

select reset reference point lineup

Reset reference point lineup.

A warning message will pop up when you select reset projector config,Click yes to reset projector

config.

Confirm reset projection config.
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Removing reference points
There are 3 options for removing reference points under the Reference points tab:

Deleting reference points.

Delete unused reference points
This option deletes reference points which have not been associated with a projector lineup.

Delete unparented reference points
This option deletes reference points which are not parented to a screen

Delete all reference points
This option deletes all reference points from the virtual stage.

A warning message will pop up when you select delete all reference points , Click yes to delete all reference

points.
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Confirm delete of all reference points.

警告 : Delete all reference points is a global action, It will affect all the reference points on

the model not just the ones associated with the current projector.

Advanced options
Follow screen changes

This option allows you to choose if the reference points follow screen changes.For example if you change your

screen position the reference points will move with the screen.

警告 : This will automatically update any projector's QuickCal calibration using the new 3D

positions of the reference points

Notify screen changes

This options allows you to choose if you want to be notified of screen changes.For example if the screen

position changes and the points move with the screen you will be notified.The notification will ask you whether

you want to update the QuickCal calibration with the new 3D positions.It will also show by how much each

reference point has moved.

No.of moved reference points

This informs you how many points have moved with a screen position change for example.

Auto z-clipping

If auto z-clipping doesn't work, this means some parts of a Screen, which are either very close or very distant,

may only be partially visible.then manually adjusting these near/far values can make sure that the projector
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renders the whole screen.

Lineup Result

Here is a real world photo of a lineup of Buckingham Palace without the edge blending.
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Multi-Pose Projection

Calibration Overview
The QuickCal configuration includes a Multi-Pose workflow to allow for the calibration of objects that move.

Multi-Pose Projection Workflow

place the moveable object in a particular position (the “pose”) and then perform a standard quick-

calibration.

Then rotate the object to a second position.

Drag the existing markers to the correct positions and add new ones if necessary, until the projected

image is correct and sharp.

This process is then repeated for as many poses as are required.

Unlike in the single-pose workflow, we see the dropped calibration points rotate along with the model.

Example

Example application : a car on a rotating turntable, with encoder



665

In this image, is an example of a car on a motorised turntable.During configuration as the car rotates, the

calibrated points gradually drift from their locations on the real model, showing that the calibration isn’t perfect

across the space.Once the car is in a new pose, we simply drag the existing markers to the correct positions,

and add new ones if necessary, until the projected image is correct and sharp.
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OmniCalの概要

OmniCalは、カメラベースのキャリブレーションシステムで、disguiseに「見る」能力を与えます。

パワフルな3Dワークフローにおいて常に大きなフラストレーションとなっていたのが、正確な3Dモデルの作成とそのキャリ

ブレーションです。これまでのソリューションは、レーザースキャンや、3Dメッシュと現実との間に矛盾が見つかった場合に

CADモデルを修正できる熟練したCAD担当者が現場にいることが基本となっていました。

OmniCalは、強力なキャリブレーションツールとメッシュ変形ツールにより、正確な3Dモデルを作成する必要性を排除

します。

ワークフロー

特徴

OmniCalは、構造化された光のパターンを使って、投影面、プロジェクター、カメラの関係を校正します。

撮影された画像を使用して、投影面の3D表現を点群として構築します。

その後ユーザーはQuickAlignツールを使って、Disguiseプロジェクト内の投影面を実世界の位置や比率に

合うように手動で調整します。これは、物理的なステージへのアクセスを必要としない「オフライン」のプロセス

です。

3Dモデルを(点群データを使用して)実世界に合わせて変形させる、シングルクリックのメッシュ変形ツールを

提供します。

プロジェクターのみが移動した場合、シングルクリックによる再キャリブレーションに対応しています。カメラや投

影面が移動した場合、オペレーターは現在のカメラ画像を使用して以前のアライメントを調整する必要が

あります。
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また、disguiseシミュレーターでは、カメラのシミュレーション、カバレージの表示、テストキャリブレーションを行

い、システムが現場で要求される性能を発揮することを確認することができます。

警告 :シミュレーターは、プロジェクトの適合性を評価するために制作ワークフローの一

部として使用します。

360°の投影環境をサポートします。

3Dの奥行きのある表面やシーンのキャリブレーションに対応した設計です。

カメラ1台のオプションがあります。

OmniCal MVシステム:固定設置用。信頼性の高いイーサネットカメラの連続接続、3つの視野に対応する

レンズの選択、カメラの設定は1回で済みます。

現在の制限事項

キャリブレーションの質は、適切な照明条件によって左右されます。

キャプチャー中は一定の光量が必要です。

周囲の光量が少ない方が適しています。

上記のように、プロジェクトの適合性を確認するために、最初にシミュレーションを実行する必要があります。

大規模なプロジェクトでは、プロジェクターのグループごとにキャリブレーションを行い、グループ間のオーバー

ラップを手動でブレンドすることをお勧めします。

反射しない不透明な投影面が必要です(ガーゼやミラーは不可)。

3Dメッシュや実オブジェクト上に、カメラ映像から目視で確認できる明確な特徴点が数点必要です。例え

ば、鋭い角のある投影面は問題ありませんが、特徴のない滑らかな投影面はNGです。

OmniCalでは、プロジェクターから見た奥行きが必要です。Automationのような動く要素を使う場合は特

に、シーンの奥行きが重要です。
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訓練を受けたOmniCalオペレーターの場合

1. カメラプランのシミュレーションを作成します。

a. disguiseシミュレーターでプロジェクトの適合性を確認します。

a. 仮想カメラを配置し、キャプチャやキャリブレーションのシミュレーションを行うことができます。プロ

ジェクターや投影面を現場と同じ構成、また位置にしたプロジェクトファイルが必要です。

b. カメラ配置の基本として、最低2台のカメラが投影面上のすべての点を見る必要があります。ま

た、カメラの角度は大きく離す必要があります。つまり、カメラの向きが平行にならないようにしま

す。

c. シミュレーションは、必要なカメラの台数、位置、レンズ、キャリブレーションパラメータを決定するの

に役立ちます。また、現場で求められる理想的な校正結果も表示されます。こうした理想的な

結果は、不適切な照明条件、反射、オクルージョン、撮影中のシーンの動きなど、現実世界で

の影響を除いたものであることに注意してください。

2. 現地でカメラをセットアップする

a. 実際のカメラの位置、向き、視野がシミュレーションしたカメラプランと一致していることを確認する必

要があります。そのため、カメラが捉えているものを表示する、カメラセットアップエディターがあります。

b. OmniCal MVシステムを装着する際には、レンズの物理的な焦点と絞り(アイリス)を手動で調整

し、シーンの画像がシャープで露出がよくなるようにする必要があります。露光時間は、Disguiseか

ら制御できます。

c. カメラ設定ツールから、ブロブ検出 (構造化光パターンに投影するドット )がどの程度機能している

かをチェックします。

d. 最良の結果を得るために、光量に応じてカメラのパラメーター(露光時間など)を調整してください。

3. キャプチャ
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警告 :そのためには、動きがなく、大きな照明の変化がないクリアなステージが必要で

す。

a. キャプチャは「ワンボタン」の自動処理で、通常1分もかかりません。正確な所要時間は、プロジェク

ターやカメラの台数、構造化光パターンの解像度 (ブロブの数 )に依存します。

b. これが完了すると、物理的なステージは自由になります。次のステップは "オフライン "で行うことがで

きます。

4. キャリブレーション

a. この段階の後に点群を表示し、各プロジェクターのキャリブレーション誤差をピクセル単位で確認で

きます。

b. 最良の結果を得るためにキャリブレーションパラメータを調整する必要があるかもしれませんが、通

常これらは自動的に選択されます。

5. アライメント

a. これは点群とDisguiseの投影面を位置合わせする手動ステップです。

b. ユーザーはカメラ画像にアライメントポイントを追加し、投影面のワイヤーフレームビューと現実を一

致させます。

c. カメラや投影面が動かない限り、この作業は一度だけで済みます。

d. また、リシェイプポイントを追加して、メッシュの形状を修正することも可能です。これは、カメラから

見た3Dワープと考えることができます。

6. メッシュデフォーム
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a. 点群の奥行き情報を利用して、disguiseソフトウェアでメッシュを実世界に合うように変形させる最

後の重要なステップです。

経験の浅いオペレータの場合(再キャリブレーション)

1. カメラプランの選択

a. 訓練を受けたオペレーターによって事前に作成されたカメラプラン(キャプチャ、キャリブレーション、ア

ライメントの既知の優れた設定を含む)を選択できます。

2. リグチェック

a. ライブカメラ映像と前回のキャプチャ映像を比較し、カメラや投影面が移動していないかどうかを確

認できるツールです。移動した場合は、アライメント基準点をドラッグして正しい位置に調整するこ

とができます。

3. 実行

a. カメラプランの設定を使用して、新しいキャプチャとキャリブレーションを開始するボタンです。

b. この時点以降、ユーザーの操作は必要ありません。プロジェクターはこのプロセスの最後に自動的に

キャリブレーションされます。

ハードウェア

OmniCal MVシステム

OmniCal MVシステムは最大4個または8個のキット (キットサイズによる)で、固定設置に最適です。PoEで給電す

るため、イーサネット接続が1本で済みます。
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6mm、8mm、12mmのレンズは、プロジェクトのニーズに応じてキットに組み込まれ、合計24本のレンズが利用可能

です。完璧なセットアップを確実に実行するために、その場でカスタマイズすることが可能です。

スモールキット

アッパーフォーム

disguise用MVカメラ最大4台

ロウワーフォーム

レンズ最大12本

オプションには以下が含まれます:

フジノン6mmレンズ

フジノン8mmレンズ

フジノン12mmレンズ

大型キット

アッパーフォーム

disguise用MVカメラ最大8台

ロウワーフォーム

レンズ最大24本

オプションには以下が含まれます:

フジノン6mmレンズ

フジノン8mmレンズ

フジノン12mmレンズ
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以下は含まれていません:
ケーブル、スイッチ、PoEインジェクターなどのネットワーク機器は含まれていません。disguiseMVカメラには、1GBit/s

以上の帯域幅を提供し、カメラに電源を供給するためのPoEをサポートするスイッチが必要です。

ヒントとコツ

キャリブレーションがきちんと実行されたかを確認するには、キャリブレーションレポートの各プロジェクターとカメラ

の再投影スコアを見るのが一番早い方法です(これは一番下にあります) -1ピクセル以下のスコアは良好とみ

なされ、QuickCal使用時に受け入れられるエラーマージンと似ています。

1ピクセル以上の場合は、通常何か問題があったことを示します。シミュレーションでは、通常、約0.5ピクセル

以下の誤差が見られます。

反射する表面はキャリブレーションに問題を引き起こす可能性があるため、避けてください。

奥行きのあるサーフェスを使用すると、キャリブレーションがより正確になります。特に、各プロジェクターの「視

点」からの奥行きを持たせることが重要です。例えば、あるプロジェクターから見えるすべてのブロブが平らな面

にある場合、正しくキャリブレーションされません。これを解決する一つの方法として、キャプチャー中に一時的

に環境にオブジェクトを置き、奥行き情報を提供します。

キャリブレーションに使用するには、各ブロブを少なくとも2台のカメラで確認する必要があります。

プロジェクター出力全体からのブロブが見えることを確認します。例えば、プロジェクターの左上からのブロブしか

検出されない場合、正しくキャリブレーションされません。

カメラ間のアタックアングルに大きな差があることを確認します。

ブロブ検出を適切に行うには、キャプチャーの設定が重要です -ほとんどの場合、環境に応じてブロブサイズ、

グリッド密度、カメラ露出を変更する必要があります。

ブロブは、カメラで検出できる範囲で、できるだけ小さくしなければなりません。これにより、キャリブレーションの

精度が向上します。また、大きすぎる場合は全く検出されません。

細長いブロブは、キャリブレーションエラーを引き起こす可能性が高くなります。ブロブサイズを小さくして対処し

てください。プロジェクターと投影面の法線が大きな角度にならないようにします(例：45度 )。

ブロブの数が多ければ良いという訳ではありません。通常、デフォルトのグリッドサイズ32で十分です。メッシュデ

フォームのために詳細な点群が必要な場合は、より多くのブロブを使用します。
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照明のグラデーションは避けてください。画像全体で光量が変化すると、ブロブ検出がうまく機能しない場合

があります。

完全に平らな表面をキャリブレーションしているのに良い結果が得られない場合は、プランのキャリブレーション

設定ウィンドウでエピポーラ/ホモグラフィーカメラキャリブレーションのアルゴリズムを切り替えて、結果が向上する

かを確認します。

ブロブの大半が平らな表面にある場合、その部分が有利になるようにキャリブレーション結果が歪むことがあり

ます。プランのキャリブレーション設定ウィンドウで平面点除去を有効にすると、結果が改善される場合があり

ます。

幾何学的に対称な形状 (立方体 /ピラミッド /ボウル形状 )を並べるのは難しい場合があります。OBJに特徴

や識別用の文字や番号を埋め込むとよいでしょう。また、クイックアラインウィンドウで参照点に名前を付けるこ

ともできます。

ドームや円柱など、角や目に見える基準点のないサーフェイスは、整列が困難です。

メッシュデフォームが必要な場合は、点群可視化モードを使用して結果をプレビューしてください

点群の可視化はパフォーマンスに影響するので、キャリブレーションの妥当性を確認した後、良好なパフォーマ

ンスを確保するため、この機能をオフにしてください。
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トラブルシューティング
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OmniCal カメラの設定

このカメラの設定は、disguiseソフトウェアを実行する前に行っておく必要があります。

警告 : OmniCalカメラのネットワークでは、他のすべてのネットワークトラフィックとは別のネットワー

クアダプターを使用する必要があります。

ワークフロー

1. Vimba Viewerをインストールし、カメラの設定を行います。

2. ネットワーク設定

3. カメラの接続を確認

4. 露出と焦点距離の調整

OmniCal MVシステム

ネットワーク設定

警告 : OmniCal MVシステムカメラは利用可能なネットワーク帯域幅をすべて使用するため、

常に他のトラフィックとは別の専用ネットワーク上にある必要があります。
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注意 : Camera Discoveryが有効な場合、マシンビジョンカメラは継続的に画像をキャプチャし、マスター

に送信します。これはカメラネットワークにのみ影響し、disguiseには直接影響しませんが、これらのパ

ケットを処理するためにCPU時間が消費されます。

注意 : カメラ検出は、OmniCalキャリブレーターウィンドウで明示的に無効にすることができ、OmniCal

キャリブレーターとプランウィンドウが開いていない場合は、自動的にオフになります。

ネットワークインフラOmniCal MVシステムはGigE Vision( R)規格に準拠しており、1Gb/s以上の帯域幅が必要で

す。例えば、10Gb/sのセットアップでは、disguiseMVカメラの検出とキャプチャ画像の転送がより高速になります。

disguiseMVカメラの電源はPoEで供給され、ネットワークスイッチまたはPoEインジェクターから供給する必要があり

ます。PoEで必要な電力は2.8Wと非常に低くなっています。

ネットワークインフラ(スイッチ、ケーブルなど)のすべての部分が、希望の帯域幅と電源仕様に適合していることを確

認してください。

有線ケーブル(ファイバーケーブルではなく)の場合、少なくともCat6ケーブルを使用することをお勧めします。距離が

長い場合や電波障害( EMI)がある場合は、Cat5eより信頼性が高くなります。

ネットワークアダプターのセットアップ

これらの高度なオプションを表示するには、最新のドライバーに更新する必要があります。

サイズ(MTU)8228以上のジャンボフレームを有効にします。

インタラプト・モデレーション・レート：エクストリーム

送信バッファ: 256バイト

受信バッファ:最大設定可能

詳しい説明はこちらをご覧ください。

https://www.alliedvision.com/fileadmin/content/documents/products/cameras/various/installation-manual/GigE_Installation_Manual.pdf
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注意 : 1Gbポートで問題ありませんが、最大受信バッファサイズが大きくなるため、通常は10Gbポートを

使用します。ネットワークアダプターによっては、上記の設定の一部が「詳細設定」ボタンで表示される

場合があります。また、一部の設定が提供されていないものもあります。例：外付けのPromise

SANLink3アダプタでは、ジャンボフレームの設定のみが提供されます。

スイッチのセットアップ

1. 帯域幅1Gb/s以上のPoEネットワークスイッチを接続します。

2. 最大パケットサイズを最大値(通常は約9k)に設定し、ジャンボフレーム/パケットを有効にします。

OmniCal MVシステムセットアップ( Windowsの場合)
Vimbaソフトウェアは、カメラドライバー、SDK、テストやトラブルシューティングに使用するVimba Viewerのアプリケー

ションをインストールします。

1. こちらからVimba for windows SDKをインストールします。

注意 : Vimba Viewer v2.1.3をお勧めします。

1. Vimbaのインストーラーで、アプリケーションの開発を選択します。

2. ドライバーのインストールにチェックを入れたまま、通常通りインストールを完了させます。

3. スタートを押します。

Vimba Viewerを起動します。

4. カメラを接続していない場合は、ここで接続します。

https://download.disguise.one/#resources
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a. Vimbaの検出されたカメラのリストに、白色で表示されます。

b. disguiseソフトウェアが起動している場合は、赤いロックアイコンが表示されることがあります。カメ

ラへのアクセスは、各アプリケーションに限定されます。つまりdisguiseソフトウェアにカメラをキャプ

チャーしている場合はVimbaでは見ることができず、その反対もできません。

カメラとの通信を確認する

1. Vimbaを起動し、カメラを選択します。

2. 再生ボタンを押し、画像がストリーミングされていることを確認します

注意 : カメラの接続が切れた場合、接続し直すと再び検出されますが、検出されない場合は、左上の

更新ボタンを押してください。

トラブルシューティング

Vimba Viewerで画像が表示されない:ネットワークアダプタのジャンボフレームを無効にしてみてください。こ

れは4x4で問題になることがあります。2034バイト以上のジャンボフレームを使用すると、(パケットロスのた

め)カメラから完全な画像を取得することができません。もう一つの回避策は、スイッチのパケットサイズを制

限することです。Vimba Viewerを使用して、GVSPのパケットサイズ設定が2034以下であることを確認しま

す。これは自動的にネゴシエーションされるので、直接設定することはありません。

上記の設定を行うとネットワークアダプタが使用不能になる：割り込み調停レートをデフォルトに戻してみてく

ださい。

画像の取り込みが非常に遅い、またはカメラが反応しなくなる：割り込み調停レートをデフォルトに戻してみ

てください。

Vimbaでのカメラの設定

カメラを右クリックまたはダブルクリックすると、カメラのメタデータを確認したり調整したりできます。
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このウィンドウの左上には再生ボタンがあり、これを押すとカメラの画像がこのウィンドウに表示され、マウスのスクロー

ルボタンで拡大できます。

焦点、絞り、焦点距離

投影する対象物を見るために、カメラの位置を合わせます。必要に応じてフォーカスを調整します。露出時間で

入ってくる光の量をコントロールできるように、絞りは目一杯開けておくことをお勧めします。後で必要になりますの

で、カメラが使用する焦点距離をメモしておいてください。

輝度タブ

露光時間

露光時間は、キャリブレーション環境の光量に大きく依存します。右側にはミリ秒単位の数値が表示され、カメラが

出力しているFPSのおよその値を計算することができます。露光時間が長いと遅くなります。

他のパラメーターは触りません。他にインターフェースするタブは、Allタブだけです。

すべて

ここでフィルターパターンを入力し、設定を検索できます。ここでは、DeviceUserIDを変更する必要があるかもしれま

せん。入力して、検索をクリックします。IDがdisguiseに表示されます。

disguiseソフトウェアでカメラと接続する

disguiseソフトウェアの一部であるVimbaCamServer.exeは別個のプログラムで、ネットワーク上の1台以上の

OmniCal MVシステムカメラを検出し接続するのに使用されます。

disguiseソフトウェアではOmniCalキャリブレーション・エディターはネットワーク上のカメラディスカバリーを設定

し、有効にします。

通常VimbaCamServerは、ディスカバリーアダプターlocalhostループバックアダプタに設定されると同時に

disguiseから自動的に起動されます。その場合、カメラのあるネットワークスイッチをdisguiseサーバーにある

別のネットワークアダプタに直接接続する必要があります。

VimbaCamServerは、スタンドアロン・コンピュータなどで個別にも実行できます。この場合、disguiseサーバ

マシンがこの別のコンピュータに接続されるネットワークポートとして、disguise内部のディスカバリーアダプタを

選択する必要があります。これで、disguiseサーバーは、OmniCal MVシステムカメラやそれらが搭載されて
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いるネットワークスイッチへの直接接続を必要としなくなります。

つまりディスカバリーアダプタは、カメラサーバアプリが搭載されているネットワークアダプタに設定する必要があ

ります。OmniCal MVシステムの場合、VimbaCamServerは、何らかの方法でカメラを見て接続できるので

あれば、どこでも構いません。

モバイルカメラボタンを押すと、現在disguiseに接続されているカメラのリストが表示されます。ネットワーク上に多数

のMVカメラがある場合 (特に1Gb/sしかない場合 )、カメラは数秒の間に1台ずつ表示されることがあります。
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OmniCalキャプチャ

キャプチャは、構造化された光のパターンを投影し、その画像を撮影して、後でキャリブレーションプロセスに使用する

プロセスです。

概要

OmniCalキャプチャは、構造化された光のパターンを投影し、それを画像化し、その画像内のブロブを検出するプロセ

スです。

ワークフロー

1. カメラとプロジェクターの位置とプロパティを定義します。

2. キャプチャを設定します。

3. キャプチャを実行します。

例

カメラとプロジェクターの定義

1. ステージエディターからOmniCalキャリブレーションエディターを左クリックして開きます。

2. キャプチャプランを右クリックしてキャプチャプランマネージャーを開き、新規プランの欄に名前を入力してOK

をクリックして、新しいキャプチャプランを作成します。

3. 新しく作成したキャプチャプランを右クリックします。
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4. この時点で、シミュレーションキャプチャを行う場合は、シミュレーションカメラを使用するをYesに設定しま

す。

5. +アイコンをクリックし、各カメラをプランに追加します。

6. プランの各カメラを右クリックします。カメラプランエディターが表示されます。

a. モバイルカメラを左クリックし、利用可能なカメラの一覧から必要なカメラを選択します。

b. シミュレーションを行う場合は、ここで仮想カメラの設定を選択できます。

7. プロジェクターをプランに追加するには、+アイコンをクリックします。

キャプチャの設定

1. キャプチャの設定を左クリックし、キャプチャエディターを開きます

2. ブロブとグリッドのサイズを設定します。

a. ブロブは投影するブロブの大きさをピクセル単位で指定します。

b. グリッドサイズは、水平方向に投影されるブロブの数です。

注意 :一般的に、ブロブはできるだけ小さくし、かつすべてのカメラで検出できるようにする必要が

あります。ブロブの数が多ければ良いというわけではありませんが、キャリブレーションにかかる時間

は長くなります。ほとんどの場合、32個のブロブで十分です。メッシュ変形を使用する必要がある

場合は、より多くのブロブを使用することが有効です。

3. グリッドを左クリックすると、投影されたブロブの数と、キャリブレーション中のサーフェスをどの程度カバーして

いるかを確認できます。

4. ブロブを左クリックします。カメラビューでハイライトされたテストブロブ検出が実行されます。ブロブの色分け

は、プロジェクターワイヤーフレームの色に基づいています。ブロブは、このビューで検出しながら、できるだけ

小さくする必要があります。
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a. この段階で、より良いブロブ検出のためにカメラの露出を調整する必要があるかもしれません。

b. 露出を調整するには、カメラ名を左クリックし、カメラプランエディタで露出時間を調整します。

注意 :適切な露出時間を設定する良い方法として、連続キャプチャをオンにし、グリッド

モードを選択して露出時間を調整し、ブロブレベルが明確に表示されるようになったら連

続キャプチャをオフにします。

5. キャプチャ設定のアライメントレベルが、モデルのディテールがはっきり見えるレベルであることを確認してくださ

い(この画像がアライメントで表示されます)。

キャプチャを実行する

警告 :ステージがクリアであること。

警告 :光量が変化していないこと。

警告 :ステージの上を人が歩いていないこと。

1. OmniCalプランエディターからキャプチャをクリックします。

2. プロジェクターとカメラの台数、プロジェクターが収束しているかどうかによって、キャプチャの所要時間が異な

ります。例えば、カメラ4台、プロジェクター4台で収束していない場合、およそ1分かかります。

3. キャプチャの表示をクリックして、キャプチャ結果を確認します。

4. キャプチャエディターの表示からブロブを左クリックします。

5. ブロブの検出結果が期待通りであることを確認します。これらの結果は、キャプチャ設定で見たものと一致

しているはずです。キャプチャに何か問題があった場合 (光量の変化、ステージを横切る人々 )、キャプチャ

プロセスを再度実行してください。
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カメラ診断

カメラ折りたたみウィジェットで利用可能です。

1. プランがあり、MVカメラにマッピングされたプランカメラがある場合のみ有効です。

以下のように情報が表示されます。:

2. ヘッダーを右クリックすると、列が表示されます。:
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3. カメラの統計情報および設定 ( IP、名前など)のフィードバックが表示されます。disguiseソフトウェアはプラ

ン・カメラのみを表示します。

4. Per Camをスタートをクリックし、統計フィードバックを有効にします。

各統計の詳細については、このリンクを参照してください。

コラムの説明

不完全なフレーム数は disguiseによって測定された唯一のもので、vimbacamserverのカメラの安定性を

ユーザーにフィードバックするものです。

この設定は、disguiseソフトウェアがフレームデータの検証に失敗したこと、またはvimba apiからのフレーム

データの処理で例外が発生したことを示します。

グリーンはカメラが正常で、vimbacamserverからデータを受信していることを意味します(統計情報は、各

統計情報の受信間に不完全なフレームを測定)。

赤は、最後の読み取りから現在の読み取りまでの間に不完全なフレームがあることを意味します。

不完全なフレームのカウントは増え続けます。

統計の各読み取り間に不完全なフレームがない場合、赤色はリセットされます。

グレーは、カメラが無効になっていることを示します。

茶色は、カメラが接続されていない/オフラインであることを示します。

mvカメラBWを変更して、カメラごとのBWを調整します。カメラ間で分割されます。

グラフボタンは統計情報をグラフで表示します。

診断の実行中に帯域の割り当てを調整することができます。

パケットがドロップした場合は、帯域幅の設定を下げる必要があるか、ケーブル不良などの物理的な問題

があることを意味します

https://www.alliedvision.com/fileadmin/content/documents/products/cameras/various/features/GigE_Features_Reference.pdf
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OmniCal Calibration & alignment

Overview
The calibration process triangulates the position of the blobs detected in a capture as well as the relative

positions of cameras & projectors and their lens intrinsics.

Alignment is the process of marrying the point cloud coordinate system with that of disguiseソフトウェア.

Workflow

Calibration

Once the calibration is completed, you can view the point cloud and check the error in pixels, for each

projector.

You may need to adjust the calibration parameters to get the best results, but usually these are chosen

automatically.

Alignment

1. Manually align the point cloud with the projection surfaces in disguiseソフトウェア.

2. Add alignment points to the camera images to line up wireframe views of the projection surfaces with

reality.

3. This only needs to be done once as long as cameras or projection surfaces do not move.
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4. Re-shape points can also be added to correct the shape of the mesh, this can be thought of as a 3D

warp from the cameras point of view.

Example

Calibration

警告 : From this point, you no longer need access to the physical stage to continue the

calibration process.

1. Click Calibrate

The system runs the calibration and reports the calibration results in the calibration results widget. The pixel

error per camera & projector will be displayed at the bottom of this widget. Values below 1px are considered

good, and above 1px usually points to something going wrong in the process.

The generated point cloud will appear in the disguise stage visualiser at this point but will not be aligned to the

stage, unless you previously performed an alignment.

Alignment

1. The generated point cloud will be aligned to the stage based on the previously performed simulated

calibration. If no simulated calibration has been performed, the point cloud will be un-aligned with the

stage.

There are some automatic options to automatically align the point cloud to the stage. Click Quick

Align, and choose Alignment Estimate which is automatic alignment estimation based on point cloud

and all projection surfaces.

Align to plan cameras which is the automatic alignment based on positions of plan cameras.
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Align to plan which aligns to plan cameras and projectors.

Align to point cloud is useful for alignment using 2D camera reference points. Use this option when

you want to apply the current alignment data to the stage.

If the Alignment assistance tools do not work, proceed to the next step.

2. Manually align the point cloud with the stage using Initial position, Initial rotation and Initial scale

settings.

3. Once the point cloud is roughly aligned, you can perform a Quick Align.

a. Left Quick Align to open the Quick Align editor.

b. The top two views relate to cameras which can be chosen from the view tab.

The bottom two views relate to the cursor location in the camera view. This is essentially a

zoomed in view, for better view finding.

c. Left click a point on the wireframe.

d. Drag it to the corresponding point in the image. Do the same for the corresponding point in the

second camera view.

e. Repeat this process for a minimum of three points.

i. Red point means this point is not being used as part of the alignment, but has been

added to the view.

ii. Yellow means it has been aligned in the current camera, but it is not being used in the

calculations.

iii. Orange means it has been aligned in a different camera.

iv. Green means it has been aligned in both cameras and is being used in the calculation.

v. Selected points flash, and you can use the arrow keys to move them around.
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vi. When points are selected, use SHIFT + arrow keys to move the point around & hold

CTRL left click for fine control.

Alignment re-shape
If the proportions of the model are correct, the alignment should fit perfectly. If the proportions are not correct,

you will need to perform a reshape. This can be done by holding SHIFT and left clicking a point which will turn

it into a reshape point. Left clicking the point again will turn it back to a alignment point. A reshape does not

use the point cloud, and simply adjusts the proportions of the model to match.

Multi-screen alignment

The master screen should be aligned first.

It not moved on the stage. It acts as a registration point for other screens. Reshaping or scaling of the

Master screen will therefore affect all other screens.

When aligning secondary screens, they will be moved to the correct position relative the Master

screen.

Its best to choose a screen that does not move, for a master screen.

Mesh deform

警告 : This may take a while, depending on mesh size, number of verticies and point cloud

size.

If the depth of the mesh in disguiseソフトウェアdoes not match the real world object, it will require mesh

deforming. Mesh deform will deform the mesh to match the point cloud.

It is a good idea to try the default settings for mesh deform first, to see if you get a good deform. If not, proceed

to tweak the settings as required.
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You can quickly preview Mesh deform results by changing the Point Cloud visualisation mode to Deform in the

OmniCal calibration editor. The results are updated in real-time so you can try out different deform settings

using this. The lines indicate where each point on the mesh would be moved to.

注意 : You must have added re-shape points to the screens for Mesh deform to work.

1. To perform a Mesh deform, click Mesh deform from the Alignment tab of the Plan editor

2. Select the screen you wish to deform by left clicking the screen property in the deform editor.

3. Left click Deform
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OmniCal Multi-pose alignment
Multi-pose alignment improves the way OmniCal works with objects controlled by automation.

Overview

OmniCal QuickAlign currently positions secondary (non-master) objects. Multi-pose adds the ability to do this in

multiple positions, or “poses”. The automation system can then be given information about these poses and

interpolate between them when moving objects.

Currently only movement along a linear path is supported, which requires 2 poses per object.

Prerequisites

A master screen is required as well as the objects that are moving. The master screen must be

stationary.

Accurate Meshes: Multi-pose is designed to interpolate between object poses. These poses are

determined by reference points, therefore an accurate model is required.

It is recommended that the master screen matches the scale in the real world as this will define the scale

for the whole calibration. If your master screen scale is incorrect, you may have to adjust the scale of all

secondary screens.

Limitations

Only supports linear paths, with a single input value from the automation system.

Does not support calculating rotation pivot points. If an object rotates between poses, the system will

simply linearly interpolate between these rotations, which may not be what is desired.

Multi-pose alignment only uses a single calibration (it is not multi-pose calibration like QuickCal).

Therefore there are some important requirements for projector calibration:

Projectors need to be calibrated with depth using the DLT algorithm. Blobs cannot be on a single

plane.
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Projection will only be accurate within the calibrated "space". ie around same place where blobs

land. Surface movement should be limited to this area.

No mesh interpolation is done

Mult-pose alignment is not supported by the Rig Check workflow. It shouldn’t normally be necessary to

use multipose on a regular basis. It should only be necessary to redo it when there are changes to the

automation system causing screens to move along a different path.

Workflow

1. Extract good Meshes

2. Setup automation axes for all moving screens

3. Perform a capture and calibration

4. Align master screen and all static screens in base pose

5. Create 2 poses for each moving screen

Example

Extract Good Meshes
The multi-pose workflow requires that you have accurate meshes. You can skip this step if you already have

these or if you are in a simulation

Please see “Extracting a mesh using OmniCal” for further information

Setup automation axes for all moving screens

1. Create an automation device and driver using the regular workflow. For information on creating

automation devices, visit this link.

Create 6 axes all with the same input ID from automation, for XYZ position and XYZ rotation of

the object as follows.

Creating-a-new-Motion-Controller.html
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警告 : Note that all 6 axes are required even if the object is moving in a single dimension

and no rotation is expected. This is because QuickAlign will calculate a composite rotation

and translation of the surface. Ignoring rotation will mean the translation will not be correct.

This will become especially apparent when local origin of the mesh is far way from its

centroid.

Perform a capture and calibration
Follow the regular OmniCal workflow capture and calibrate.

Open the Quick Align editor.

Align master screen and all static screens in base pose

1. Align the Master screen.

a. Make sure the Current Pose is set to base, the Master Screen and Current Screen are set to

the actual master screen object in the visualiser.

b. Perform an alignment.

c. Repeat for all static screens

i. You can only use reshape tools in the base pose. In min and max poses, the

current mesh is being moved, but no reshaping is supported. Note that the UI does

not yet prevent you from turning alignment points into reshape points.

ii. If you need to reshape a mesh for which you need to use the Multi-Pose workflow,

then you can either do this by aligning and reshaping in the base pose, or doing it in

a separate step, and export+re-import the mesh (probably preferred).

Create poses for each moving screen

1. With the Quick Align editor open, ask automation to move the moving piece to its minimum position.

2. Create min pose
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a. Click Create Pose

b. This will take a capture and present the camera images for the user to align to. It will also take

a snapshot of the current automation input values.

c. Select the Current Screen as the object which has just been moved by automation to be

aligned.

d. Perform an alignment of the screen at the minimum position.

e. Each pose can contain multiple screens so you can repeat this for each screen that is visible.

Alternatively you could create a seperate pose per screen.

f. Click the Set Min Range in the automation section of the Quick Align editor.

g. The minimum pose has now been set.

h. You can right click on a pose to view the screens and automation data contained within it.

3. Keeping the Quick Align editor open, ask automation to move the moving piece to its maximum position.

4. Create max Pose

a. Repeat the same pose creation steps and instead select Set Max Range in the automation

section of the Quick Align editor.

5. Click Normalise Rotation (always required unless a rotation of >= 180 degrees is required between the

poses)

a. For example, after a multi-pose alignment, if you get -0.2deg as the min output and 359.7deg

as the max output, then the min output should be set to 359.7 or the max output should be set

to -0.3deg. This is because the direction of rotation is ambiguous.

6. Close the Quick Align editor and ensure automation is engaged.
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OmniCal Rig-check

Overview
Rig check is the tool for quickly re-calibrating without advanced knowledge of the rest of the OmniCal system. It

is primarily used by touring operators to re-calibrate shows moving into new venues.

Workflow
The Rig Check workflow is used after a full OmniCal calibration & alignment has been completed. The plan is

used as a template to repeat the calibration with the same settings. The plan is not modified in this workflow.

1. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user. It should be selected in the OmniCal

Calibrator editor.

2. Left click Check Cameras in the OmniCal Calibrator editor.

3. Verify there are no errors when the Check Cameras window opens.Errors can include the following:

a. Cameras are unavailable

b. Camera names have been modified in the plan. The plan capture is used as a reference for

Rig Check. Any changes to cameras names after the plan capture was done will invalidate it.

4. The Check Cameras window will open which shows camera pairs consisting of the original plan

capture and a snapshot capture of the current stage. You can take a new snapshot using the Refresh

Camera Views button.

5. Ensure that the camera views match:

a. They don't need to be identical, but the coverage of projection surfaces should match and they

should be in approximately the same positions.

b. The brightness of the images should also match. The exact camera settings specified in the

plan (like exposure time) will be used here, so any differences would be either due to the

physical aperture or focus of the camera lens (for machine vision cameras) or the lighting
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environment. It is therefore recommended that the focus and aperture of machine vision

cameras be locked in place for repeatability

6. Once you are happy with the camera views, close the Check Cameras window.

7. Left click Execute Plan. This will perform a capture, calibration, alignment and optionally a mesh deform

if it was configured to run automatically in the plan's deform settings. A new Result object is created

which contains the capture and calibration.

8. Ensure that the correct Plan and Result are selected in the OmniCal Calibrator editor.

9. Left click Check Result in the OmniCal Calibrator editor. Note that this will apply the result's alignment

to the stage (if it hasn't been applied already). This will update both projectors and projection surfaces if

they have alignment points. If Check Result is greyed out a tool tip should tell you the reason, which

can include the following:

a. The Plan has no capture or calibration

b. The Result has no capture or calibration

10. Verify there are no errors when the Check Result window opens. Errors can include the following:

a. The camera names in the Plan and Result don't match. The Plan may have been modified

since the Result was created.

11. The Check Result window will open which shows camera pairs consisting of the original Plan capture

and the Result capture that was taken.

12. Left click on a camera image to open the Result Aligner window. If an Mesh Deforms have been applied

these will be undone in order for alignment points to be editable.

13. On the left hand side is the camera view from the original Plan (read only) and on the right the Result.

You can then update the alignment points on the right to match the left. This will update the alignment

on the stage as you do it. The controls are identical to Quick Align.

14. Select the next screen by pressing the button at the bottom of the camera views or selecting it from the

surfaces drop down and repeat the process of checking and adjusting alignment points.

15. Repeat this for all cameras. You could in theory only check cameras or projection surfaces which you

know to have moved.

16. Close the Check Result window. You will be asked if you'd like to re-apply the mesh deform

警告 : The stage should be clear
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警告 : No changing light levels

警告 : No people walking across stage

Example

Accessing rig-check

1. ダッシュボードからステージを右クリックするか、ビジュアライザーでフロアを右クリックして、ステージエディターを

開きます。

2. Left click OmniCal Calibration to open the OmniCal editor.

3. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user.

4. Left click Check cameras.

Using rig-check

1. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user. It should be selected in the OmniCal

Calibrator editor.

2. Left click Check Cameras in the OmniCal Calibrator editor.

3. Verify there are no errors when the rig-check editor opens.

Errors can include the following:

Cameras are unavailable

Camera names have been modified in the plan. The plan capture is used as a reference for Rig

Check. Any changes to cameras names after the plan capture was done will invalidate it.

4. The Check Cameras window will open which shows camera pairs consisting of the original plan

capture and a snapshot capture of the current stage. You can take a new snapshot using the Refresh
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Camera Views button.

5. Ensure that the camera views match:

a. They don't need to be identical, but the coverage of projection surfaces should match and

they should be in approximately the same positions.

b. The brightness of the images should also match. The exact camera settings specified in the

plan (like exposure time) will be used here, so any differences would be either due to the

physical aperture or focus of the camera lens (for machine vision cameras) or the lighting

environment. It is therefore recommended that the focus and aperture of machine vision

cameras be locked in place for repeatability

6. Once you are happy with the camera views, close the Check Cameras window.

7. Left click Execute Plan. This will perform a capture, calibration, alignment and optionally a mesh

deform if it was configured to run automatically in the plan's deform settings. A new Result object is

created which contains the capture and calibration.

8. Ensure that the correct Plan and Result are selected in the OmniCal Calibrator editor.

9. Left click Check Result in the OmniCal Calibrator editor. Note that this will apply the Result's

alignment to the stage (if it hasn't been applied already). This will update both projectors and

projection surfaces if they have alignment points. If Check Result is greyed out a tool tip should tell

you the reason, which can include the following:

a. The Plan has no capture or calibration

b. The Result has no capture or calibration

10. Verify there are no errors when the Check Result window opens. Errors can include the following:

a. The camera names in the Plan and Result don't match. The Plan may have been modified

since the Result was created.
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11. The Check Result window will open which shows camera pairs consisting of the original Plan capture

and the Result capture that was taken.

12. Left click on a camera image to open the Result Aligner window. If an Mesh Deforms have been

applied these will be undone in order for alignment points to be editable.

13. On the left hand side is the camera view from the original Plan (read only) and on the right the Result.

You can then update the alignment points on the right to match the left. This will update the alignment

on the stage as you do it. The controls are identical to Quick Align.

14. Select the next screen by pressing the button at the bottom of the camera views or selecting it from the

surfaces drop down and repeat the process of checking and adjusting alignment points.

15. Repeat this for all cameras. You could in theory only check cameras or projection surfaces which you

know to have moved.

16. Close the Check Result window. You will be asked if you'd like to re-apply the mesh deform.

警告 : The stage should be clear

警告 : No changing light levels

警告 : No people walking across stage
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シーケンシングの概要

このセクションでは、d3タイムライン、レイヤー、コンテンツマッピングをシーケンスする方法について説明します。
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シーケンシングの概要

このセクションでは、d3タイムライン、レイヤー、コンテンツマッピングをシーケンスする方法について説明します。
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タイムラインの概要

タイムラインとは？
タイムラインおよびトラックプレーヤーという用語は、いずれもインターフェースの下部にあるセクションを指します。同じセ

クションを表すのに2つの異なる名前を使うのは、異なる意味を表しているためです；タイムラインは時間の感覚を指す

のに対し、トラックプレーヤーはトラックを再生する機能を指します。そのため、本書では文脈に応じて両方の名称を

同義的に使用しています。

トラックプレーヤー内のオブジェクト

トラックプレーヤーは、トラックの再生と編集に使用される特別なオブジェクトエディターです。すべてのシーケンスとタイ

ムライン情報は、トラックに整理されます。トラックプレーヤーは、トラックの再生と編集をより直感的に行うために、以

下に説明する一連のプロパティで構成されています。

トラックの構造

トラック名 ( 1)

セクション開始からの経過時間 ( 2)

セクション名とセクション内の残り時間 ( 3)

トラックコラプサー：トラックのミニバージョンを作成し、トランスポートコントロールのみを表示します( 4)。

タイムライン上のメモとキュー( 5)

タイムラインズームコントロールにより、タイムラインのズームレベルを切り替えられる( 6)
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トラックの長さをスクロールしたり、プレイヘッドの現在位置を確認できるトラックスクロールバー( 7)

名前、現在のFPS、バッテリーモニター、現地時間を含むマシンの状態( 8)

トラックについては、トラックの概要のサブチャプターをご覧ください。

トラックプレイヤーを閉じる／開き直す

1. トラックプレーヤー左上の×印を左クリックすると、トラックプレーヤーが閉じます。

2. ダッシュボード(画面上部のバー)でトラックを右クリックすると、トラックプレーヤーが再表示されます。

特にスクリーンショットを作成する際に、トラックプレーヤーが視界の一部を遮ってしまう場合に有効な機能です。

外部からのタイムラインの制御

disguiseソフトウェアで、SMTPE、MTC、Art-Net、MIDIノート、OSCなどでタイムラインを制御するように設定できま

す。詳しくは移行のチャプターをご覧ください。
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Transport controls

Transport controls

There are three play modes: Play , Play-to-end-of-section , and Loop-section.When you are using any of

these modes, switching to a different mode happens seamlessly, without disturbing the progress of the

Playhead

Move the Playhead
The Playhead selects a position on the Timeline.When entering a play mode, the track will play from the

current position of the Playhead.

To move the Playhead:

1. Left-click anywhere on a coloured Track bar to move the Play cursor to that point.

2. Hit the left and right Arrow keys to move the Play cursor one Track bar to the left or right.

Play
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Normal play can be triggered by pressing the Enter key.Hitting Enter again will stop the cursor.

Normal play mode does not respect section boundaries; when the end of a section is reached, the playhead

continues into the next section, stopping only at the end of the track.The Play button will flash to indicate which

mode you are using.

Play-to-end-of-section

1. Play-to-end-of-section mode can be triggered by hitting the Space bar.Hitting the Space bar again

will stop the playhead.

In this mode, the playhead will only progress until it reaches the end of a section (i.e.just before the

next cue point).When this happens, disguiseソフトウェアenters in a holding state.To indicate this, the

button will flash at twice the normal speed and the playhead will remain static, although video and

other content will continue to play.

2. When this happens, you can use the Next and Previous Section jump buttons to advance to the next

section (i.e.trigger the next cue).

Loop-section

Loop-section play mode can be triggered by hitting the right hand Shift key.Hitting the right-hand

Shift key again will stop the cursor.

In this mode, the playhead will progress until it reaches the end of a section, i.e.just before the next cue

point.At this point, the playhead will loop back immediately to the beginning of the section and will continue

playing from there.
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Stop

Left-clicking the Stop button on screen will stop the playhead regardless of which play mode you are

in. If you are using the keyboard, press the shortcut key for the play mode you are in to stop the cursor

(i.e.the play keys act as toggles).

Previous / Next section

Left-clicking the Previous-section button will make the cursor jump to the previous section if the

cursor is on the first bar of the current section; otherwise the playhead will jump to the first bar of the

current section.

You can also jump to the previous section using the comma [ , ] key on the keyboard.

Left-clicking the Next-section button will make the playhead advance to the start of the next section.If

the playhead is in holding mode at the end of the section, disguiseソフトウェア returns to Play-to-end-of-

section mode.This button is therefore the equivalent of hitting the next cue.

You can also jump to the next section using the period [ . ] key on the keyboard.
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Return-to-start-of-track

Left-clicking Return-to-start-of-track brings the playhead back to the very beginning of the track.Note

that the software will stop playing when you click this button.

Next / Previous track

Once you have created a set-list and selected it, left-clicking the Next-track and Previous-track

buttons will make you step through the selected set-list.
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Tracks overview

What is a track?
All disguise sequencing and Timeline information is organised into tracks.Tracks provide a method for

organising content and control commands for the show; the entire show may be placed into one track, or can be

divided into multiple tracks.Better performance can be expected from dividing long tracks into individual ones.

The Track editor is used to play and edit each tracks within a project, as well as adjust each tracks individual

settings like total length, and universal crossfade duration.

The Overview of the Timeline topic explains how to manage and edit the sequencing of individual tracks.Layers

of content are placed on the Timeline in each track, which is explained in depth in the Working with Layers

section.

Multiple tracks can be controlled at once through the use of Multitransports, to better organise content and

control layers.More information on the use and creation of Multitransports can be found here.

Using tracks to sequence content to the beat
As described above in the Overview of the Timeline sub-chapter, the Track Player is used to play and edit

tracks.This chapter explains how to create, manage and edit tracks.However, what is not discussed are layers

and audio files.Layers are placed on the Timeline in the currently active track for disguise sequencing.This is

fully explained in the Working with Layers chapter.Audio files are inserted into a track, enabling content to be

sequenced to the beat.For more information please see the Audio chapter.
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The track editor

Right-click the Transport controls title bar.This will open up a Track editor that lets you edit various track

properties.

Special Settings

Total Length
This property defines the total length of the track in Hours Minutes Seconds & Frames (HMSF).

注意 : Note that when the Timeline is Quantised, the legacy BPM options return to the dialog.
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Crossfade Override
Turns on the crossfade function for this track.For further infomation see the Universal Crossfade section.

Crossfade Duration
When enabled, this controls the crossfade time in beats.For further infomation see the Universal

Crossfade section.

Timecode Chase

If for any reason you need to delay various tracks differently, you can do this by right-clicking the track titlebar

to open up the timecode chase tab and editing the MTC adjust property.

For more information on timecode chasing please see the sub-chapter Triggering cues with timecode.
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Track-select

Track ID
To select tracks based on an external MIDI note event, type in the track ID property in the text field with either

a note number or note name (eg.C#1).When disguiseソフトウェア receives a MIDI note, it will scan all tracks in

the current active set-list.If it finds a match, it will trigger the track.For more information on MIDI notes please

see the sub-chapter Midi notes.

For step-by-step instructions on how to use the track ID property to change tracks with artnet visit Changing

tracks with artnet from the sub-chapter Controlling the Timeline with Artnet.
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Midi Beat-Clock

Clock Divider
This property is used when synchronising to MIDI beatclock (as opposed to using timecode).It sometimes

happens that the clock received is a multiple of the track bpm.For example, the track may originally be 60

bpm, but the input clock is received at 120 bpm.Setting the clock divider property allows you to scale the input

clock; in this example, setting the divider to 2 will achieve the desired result.

Count In
The count in property is also used only when synchronising to MIDI beatclock.When the clock starts for the

first time, d3 will wait for the specified number of beats before triggering track play.

Scroll down to the section MIDI beat-clock track settings in the MIDI beat-clock topic for more information.
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Cue Table

disguiseソフトウェアallows you to export Track Cue notes to a table, allowing you to edit them en masse in a

word processor or spreadsheet.

Export Cue Table
Left-clicking export cue table opens up a tab separated text file in a folder called objects/table.

Import Cue Table
Edit the cue names in the text file.Then go back to the Cue Table and left-click import cue table to load and

apply the cue names.
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Creating and managing tracks

Creating a track

1. Left-click track in the d3 State editor (bar at the top of the screen).This will open up the Track

manager.

2. Type in the name of the new track in the new track text field and hit Enter.The new track will be

created, added to Track manager and activated on the Timeline.

Switching from one track to another
Select the track you want to switch to from the Track manager.The currently active track in the Timeline will

immediately update.

Creating a set-list
ショーでは多くのトラックを使用することがあります。管理しやすくするためにトラックをセットリストに整理することができ

ます。セットリストは、キューリストまたは移行マネージャーのどちらからでも作成可能です。

セットリスト機能を使って、キューリストがどのようなデータを表示しているのかを効果的に管理することが重要です。

Tags.html
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1. 移行マネージャーから、またはCTRL Gを押して、キューリストを開きます。

2. セットリストタブを左クリックします。

3. セットリストを右クリックすると、セットリストマネージャーが開きます。

4. マネージャーで新しいセットリストを作成するか、作成済みのセットリストを選択します。

5. 希望のトラックをセットリストに追加します。
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Adding and removing sections

Adding a section

1. Right-click the bar at the point where you want to the start a new section and select split section from

the popup menu.

2. You can also hit Alt+S , which creates a section break at the current cursor position.
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Removing a section

1. Right-click a bar within the section and select the merge section option from the popup menu.As a

result, the current section will merge with the previous section.
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2. You can also hit Alt+M , which merges the section containing the current cursor position with the

previous section.
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Working with Notes
Notes are items of text added to the timeline to aid the user in identifying parts of the track.

Adding a note to the track

Right-click the bar where you want to add a note, left-click the note text field and type in the text you

want to add.
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Note field complete.Click OK to add the note to the track.

Alternatively, you can hit Ctrl+N, which lets you type in or edit the note for the current cursor position.
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Note added to the track.

Removing a note from the track

Select the already added text in the note data field and press the Backspace key followed by Enter or

left click the OK button.

Alternatively, right click on the note and left click Delete in the track options editor.

Remove all Notes

It is also possible to remove all tags from a track or section of a track by selecting the section of timeline where

the tags are to be deleted, then right click in the shaded area to open the Track Options window; once open,

select Remove Notes
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Moving a note on the track

Hold Alt & left click and drag the note horizontally along the track.
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キューリスト

Theキューリスト shows a list of all sections & tags on the tracks within the currently active set list, allows

users to trigger specific tags with a 'go' button, view where they are in theセットリスト , create newセットリスト

s and trigger the show from one single interface.

Opening theキューリスト

Theキューリスト can be opened in two ways.

Option 1

Right click Transport in the dashboard

Expand the Set List tab
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Left click the Openキューリスト button

Option 2
Use the keyboard shortcut - CTRL G to open theキューリスト .

Using theキューリスト

Auto scroll
Theキューリスト will scroll as the user plays through the timeline to allow the user to track where in theキューリ

スト they are, without needing to manually scroll.

Track jump
Left clicking on a track name inキューリスト will take you to the beginning of that track in timeline.

Active selection
The active Section will be highlighted in green, and the most recent cue will be highlighted in a lighter green.
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Row selection

The row selection follows much the same behaviour as list editor.Users can select a track for playback

by hovering over cue row and selecting it with a click, users can then click the GO button to trigger that

cue, or the note or tag columns to edit.

Users cannot select more than one row

Once a track is selected users can select other tracks by pressing up and down.

User can press CTRL + UP to jump to top of list.

User can press CTRL + DOWN to jump to bottom of list.

Adjustable size
Users can adjust the width as well as height of widget by hovering over the edge, then left clicking and

dragging when the arrow icon is visible.The note column will truncate text (in the middle of the text) if there are

large strings in the note column.

Removing tracks from theキューリスト

If theセットリスト is set to Automatic, then all tracks in the project will display in theキューリスト .However this is

inefficient and can cause performance issues with large projects, therefore we recommend the use ofセットリ

ストs.

Removing a track from theキューリスト can be done by specifying aセットリスト that does not contain that

particular track.

セットリスト configuration
ショーでは多くのトラックを使用することがあります。管理しやすくするためにトラックをセットリストに整理することができ

ます。セットリストは、キューリストまたは移行マネージャーのどちらからでも作成可能です。

セットリスト機能を使って、キューリストがどのようなデータを表示しているのかを効果的に管理することが重要です。

Tags.html
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1. 移行マネージャーから、またはCTRL Gを押して、キューリストを開きます。

2. セットリストタブを左クリックします。

3. セットリストを右クリックすると、セットリストマネージャーが開きます。

4. マネージャーで新しいセットリストを作成するか、作成済みのセットリストを選択します。

5. 希望のトラックをセットリストに追加します。

Editing items within theキューリスト

Double click the note field to edit or add a note to the track.

Double click the tag field to edit the tag after it has been added to the timeline.Once a tag has been

added using the traditional tag workflow specified in the tags topic, users can edit that tag in theキューリ

スト .Double clicking the tag column when before a tag is added will do nothing.

Tags.html
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Searching theキューリスト

As well as the standard text search (looking for matches in track name, notes and tags), you can filter your

search by type, with the following syntax:

track: name will return only tracks that match the search text.

note: name will return only notes that match the search text.

tag: name will return only tags that match the search text.

cue: name will return notes and tags that match the search text.
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Jumping track bars

Jumping units of time on the Timeline using keyboard
arrows
You can control how to jump Track bars on the Timeline.This is useful if you want to, for example, find and

create a cue point on the track from when the chorus is about to start later in a music video.To do this:

1. Right-click the d3 icon at the top left corner to open up the Program Settings menu.

2. Select project settings and open the timeline control tab

3. Left-click deferred jump.This will point to two options.

4. Left-click yes to activate deferred jump.With this feature activated, you can now hit the left or

right Arrow keys (while playing) to jump Track bars without losing sight of the original bar you jumped

from (this bar will also continue to flash).
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5. Left-clicking no will deactivate this feature.

Jump to the next section using the angle bracket keys

To jump to the next section rather than the bext bar, click the greater than angle brackey (>) key.

To jump to the previous section click the Less than angle bracket(<) key.

Jumping to cues from a cue-list
After creating sections and adding notes you can open a cue-list from which you can jump to a specific cue.
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1. Hit Ctrl+G to open the cue-list.

2. Left-click the Go button, next to the name of the cue (the note name) to jump to the selected cue.
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コンテンツマッピングの概要

マッピングとは、タイムラインレベルのコンテンツをステージレベルのスクリーンにコピーする作業です。

タイムラインからステージレベルへのコンテンツのコピー方法を制御するためにマッピングがどのように使用されているかを示す概念図。

全てのビジュアルレイヤーにはマッピングというプロパティがあり、レイヤーの出力をステージ上のスクリーンに向けるため

に使用されます。マッピングプロパティの使用方法については、「新しいマッピングを作成する」のサブチャプターをご覧く

ださい。

マッピングの種類

disguiseソフトウェアにはマッピングの種類がいくつかあります：ダイレクトマッピング、フィードマッピング、パラレルマッピン

グ、パースペクティブマッピング、シリンドリカルマッピング、ラディアルマッピング、スフェリカルマッピング、カメラプレートマッ

ピング、スペイシャルマッピング、およびPreComps。

これらのマッピングタイプは、1画面または複数画面にわたるコンテンツのピクセル単位の正確なサンプリング、あらゆる

形態の3Dオブジェクトへのコンテンツのマッピング、静止または移動する画面への正確なコンテンツ投影、仮想カメラ
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からの幾何学的投影など、さまざまな方法で利用することが可能です。マッピングタイプの詳細については、マッピング

の種類の概要をご覧ください。

すべてのビジュアルレイヤーにはマッピングというプロパティがあり、レイヤーの出力をステージのスクリーンにリダイレクトす

るのに使用されます。マッピングプロパティの使用方法については、マッピングの新規作成をご覧してください。
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すべてのビジュアルレイヤーにはマッピングというプロパティがあり、レイヤーの出力をステージのスクリーンにリダイレクトす

るのに使用されます。マッピングプロパティの使用方法については、マッピングの新規作成をご覧してください。
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マッピングタイプの概要

ダイレクト

ダイレクトマッピングは、最も簡単なマッピングの形です。コンテンツの一部を選択し、一部または全部のスクリーンに直

接適用するだけで行えます。コンテンツのアスペクト比がスクリーンのアスペクト比と異なる場合は、クロップ、フィット、

ストレッチを選択するか、ピクセルパーフェクトをスクリーンに適用できます。

フィードマッピング

フィードマッピングは、コンテンツフレーム内に任意の数の矩形を指定し、それを画面上の任意のレクタングルにマッピン

グできます。フィードマッピングを使えば、すべての画面を簡単に一つのキャンバスにし、ピクセルパーフェクトなコンテン

ツを適用できます。サンプルのレクタングルを個別に移動、拡大縮小、切り取り、反転して、ピクセル密度の差を補正

したり、興味深いマッピング効果を生み出すことができます。
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パラレル

パラレルマッピングにより、ステージ上の任意の場所に仮想エミッターレクタングルを配置し、どのスクリーンやフィクス

チャーに適用するかを選択できます。そして、disguiseソフトウェアが、その什器にコンテンツを仮想的に投影します。コ

ンテンツは、エミッターから遠ざかっても、同じ大きさを保ちます。

遠近

パースペクティブマッピングはパラレルマッピングと似ていますが、コンテンツはエミッターポイントを起点とし、エミッターから

離れるにつれて大きくなるという、実際のプロジェクターのような点が異なります。遠近法マッピングを使用すると、指定

した視点から完璧に見える表面に3Dコンテンツをマッピングできます。

円柱形マッピング

円筒形マッピングは、パラレルマッピングと似ていますが、円筒形マッピングはコンテンツを円筒に巻き付け、割り当てた

スクリーンに向けて外側(または内側 )に照射する点が異なります。スクリーンが移動または拡大していても、円筒形

マッピング機能はリアルタイムにコンテンツを再マッピングします。

放射状

ラジアルマッピングは円筒形マッピングと似ていますが、エミッター面が円筒の外側に回り込むのではなく、中心軸から

円筒の縁まで続いている点が異なります。したがって、円筒内のピクセルは、円筒内の高さと中心軸からの距離に応

じてマッピングされます。

球体

球体マッピングは円筒形マッピングと同様に機能しますが、上部と下部を「つまんで」球体を作成できます。

CameraPlate
CameraPlateマッピングは、3Dカメラベースのマッピングで、カメラのプレートに固定されています。CameraPlateマッピン

グの使用は、セットエクステンションで色を調整する際に必要です。

空間

空間マッピングは、3D空間にマッピングする3Dカメラベースのマッピングで、「空間」または「場所」を持つため、3D環境

内で移動させることができます。

MultiChannelMap
RenderStreamレイヤーのデフォルトマッピングであMultiChannelMapは、複数のマッピングを複数の固有の

RenderStreamチャンネルに割り当てることができるため、同じマッピング内ですべてを管理できます。
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マッピングの新規作成

マッピングを新規作成するためのプロセス

1. トラックで、新しいビジュアルレイヤーを作成します。これらのレイヤータイプにはコンテンツレイヤー、ジェネレ

イティブレイヤー、エフェクトレイヤーが含まれます。

2. トラック内のレイヤーを左クリックし、GUIの左側にあるレイヤーエディタを開きます。

3. デフォルトタブでマッピングパラメーターを左クリックすると、プロジェクト内のマッピングのリストが表示されま

す。

4. マッピングというタイトルのマネージャが表示されます。これは、プロジェクト内のすべてのマッピングのリストで

す。デフォルトでは、すべてのスクリーンに同じ名前を持つダイレクトマッピングが配置され、すべてのカメラに

同じ名前を持つパースペクティブマッピングが配置されます。

5. 新規マッピング：テキストフィールドに直接入力し、新しいマッピングを作成します。マッピングの種類を選択

するリストが表示されます。
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6. マッピングの種類を選択すると、ユーザーが割り当てたマッピング名を表示するエディターが表示されます。

7. マッピングに使用されるすべての画面を割り当て、画面に表示されるコンテンツの解像度を入力します。

8. 選択したマッピングタイプに固有のプロパティを編集します。

9. トラック内のレイヤーにコンテンツを配置すると、ステージ上のマッピングの配置画面とフィード出力ウィンドウ

にコンテンツが表示されます。

注意：画面全体に表示されるマッピングキーフレームエディターで、再生ヘッドを移動し、エディタ内で左クリックして各

レイヤーに複数のマッピングを順次割り当ててください。

マッピングの名前を左クリックし、このメニュー内のゴミ箱アイコンにドラッグすることで、プロジェクトからマッピングを削除

できます。プロジェクト内の画面やカメラに割り当てられ、ゴミ箱に移動されたマッピングはすべて赤色でハイライト表示

されます。

注意 :マッピングの数が非常に多い場合は、異なるマッピングをボックスで整理すると便利です。ボックス

内でオブジェクトを作成、編集、整理する方法については、オブジェクトライブラリのサブチャプターの「ボッ

クス内でオブジェクトを整理する」のセクションをご覧ください。
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共通マッピングプロパティ

ここでは、6種類のマッピングタイプに共通する特性について説明します。

フィルタリング

ニアレスト -ニアレストネイバー・フィルタリング。ニアレスト・ネイバーサンプリングを使用し、スケーリング時のピクセル間

のブレンディングを無効にします。ピクセル化された外観を作成したり、特定のタイプのコンテンツでハードエッジを確保

するのに使用できます。

バイリニア -バイリニアフィルタリングは、テクスチャを実際よりも大きく表示したり小さく表示したりする際に、テクスチャを

滑らかにするテクスチャフィルタリング方法です。

2xマルチサンプル -マルチサンプルフィルタリングは、スケーリングされたコンテンツの問題を修正するのに役立ちます

が、若干のぼかしが発生することがあります。

解像度

レイヤーがレンダリングするキャンバスの大きさをピクセル単位で制御します。ダイレクトマッピングタイプは256x256ピク

セルのキャンバスから始まり、キャンバスサイズは最初に追加したスクリーンのサイズに自動的に設定されます。

スクリーン

選択したマッピングタイプでコンテンツをコピーできる画面の一覧です。

1. スクリーンマネージャーを開くには、+ を左クリックします。

2. マッピングしたい画面を左クリックします。これにより、個々のキャンバスの内容がこれら3つのスクリーンに同時

にコピーされ、マッピングオブジェクトエディターにスクリーン名が追加されます。

3. マッピングオブジェクトエディターにリストされたスクリーンを左クリックして、-にドラッグします。スクリーンからキャン

バスの内容を削除し、マッピングオブジェクトエディターからスクリーン名を削除します.

マスク

マスクビットマップを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使って、マッピングキャンバスにマスクビット

マップを適用できます。このプロパティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライブ

上のDxTextureフォルダー内に保存された静止画ファイルがすべて表示されます。

マッピングマスクを適用するには、カスタム静止画ファイルを作成し、インポートする必要があります。
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カスタムマッピングマスクの作成とインポートの手順は、カスタムマッピングマスクの作成に使用できます。唯一の

違いは、マッピングマスクの解像度をマッピングキャンバスと同じにする必要があることです。ポピュレーションマス

クを作成し、d3プロジェクトにインポートする方法については、スクリーンの編集のサブチャプターのポピュレーショ

ンマスクのセクションをご覧ください。

または、任意のレイヤーのブレンドモードをマスクに設定し、レイヤーの内容をマッピングマスクにチャネリングする

ことも可能です。
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マッピングタイプの概要
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ツを適用できます。サンプルのレクタングルを個別に移動、拡大縮小、切り取り、反転して、ピクセル密度の差を補正

したり、興味深いマッピング効果を生み出すことができます。
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パラレル

パラレルマッピングにより、ステージ上の任意の場所に仮想エミッターレクタングルを配置し、どのスクリーンやフィクス
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遠近

パースペクティブマッピングはパラレルマッピングと似ていますが、コンテンツはエミッターポイントを起点とし、エミッターから

離れるにつれて大きくなるという、実際のプロジェクターのような点が異なります。遠近法マッピングを使用すると、指定

した視点から完璧に見える表面に3Dコンテンツをマッピングできます。

円柱形マッピング

円筒形マッピングは、パラレルマッピングと似ていますが、円筒形マッピングはコンテンツを円筒に巻き付け、割り当てた

スクリーンに向けて外側(または内側 )に照射する点が異なります。スクリーンが移動または拡大していても、円筒形

マッピング機能はリアルタイムにコンテンツを再マッピングします。
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ラジアルマッピングは円筒形マッピングと似ていますが、エミッター面が円筒の外側に回り込むのではなく、中心軸から

円筒の縁まで続いている点が異なります。したがって、円筒内のピクセルは、円筒内の高さと中心軸からの距離に応

じてマッピングされます。

球体

球体マッピングは円筒形マッピングと同様に機能しますが、上部と下部を「つまんで」球体を作成できます。

CameraPlate
CameraPlateマッピングは、3Dカメラベースのマッピングで、カメラのプレートに固定されています。CameraPlateマッピン

グの使用は、セットエクステンションで色を調整する際に必要です。

空間

空間マッピングは、3D空間にマッピングする3Dカメラベースのマッピングで、「空間」または「場所」を持つため、3D環境

内で移動させることができます。

MultiChannelMap
RenderStreamレイヤーのデフォルトマッピングであMultiChannelMapは、複数のマッピングを複数の固有の

RenderStreamチャンネルに割り当てることができるため、同じマッピング内ですべてを管理できます。
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ダイレクトマッピング

ダイレクトマッピングは、最も簡単なマッピングタイプです。キャンバスのサイズ(ピクセル)と、キャンバスのコンテンツをコ

ピーするスクリーンのリストを指定します。

ダイレクトマッピングは、すべてのスクリーンに適用されるデフォルトのマッピングで、コンテンツとスクリーンの比率は1:1で

す。コンテンツは、割り当てられたスクリーンのサイズと解像度に合わせ、伸縮します。1つのダイレクトマッピングで、1画

面または複数画面に、コンテンツをクロップ、フィット、ストレッチを選ぶか、ピクセルパーフェクトに適用することができま

す。

[DirectMapping1.pngと題するダイレクトマッピングの画像 ]。

新しいスクリーンを作成すると、disguiseソフトウェアは、自動的にそのスクリーンと同じ名前で、そのスクリーンだけを含

む新しいダイレクトマッピングを作成します。

ダイレクトマッピングタイプの解像度は、ダイレクトマッピングに含まれるスクリーンの中で最も解像度の高いスクリーンに

自動的に設定されます。



745

マッピングの新規作成

1. トラックで、新しいビジュアルレイヤーを作成します。これらのレイヤータイプにはコンテンツレイヤー、ジェネレ

イティブレイヤー、エフェクトレイヤーが含まれます。

2. トラック内のレイヤーを左クリックし、GUIの左側にあるレイヤーエディタを開きます。

3. デフォルトタブでマッピングパラメーターを左クリックすると、プロジェクト内のマッピングのリストが表示されま

す。

4. マッピングというタイトルのマネージャが表示されます。これは、プロジェクト内のすべてのマッピングのリストで

す。デフォルトでは、すべてのスクリーンに同じ名前を持つダイレクトマッピングが配置され、すべてのカメラに

同じ名前を持つパースペクティブマッピングが配置されます。

5. 新規マッピング：テキストフィールドに直接入力し、新しいマッピングを作成します。マッピングの種類を選択

するリストが表示されます。

6. マッピングの種類を選択すると、ユーザーが割り当てたマッピング名を表示するエディターが表示されます。

7. マッピングに使用されるすべての画面を割り当て、画面に表示されるコンテンツの解像度を入力します。
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8. 選択したマッピングタイプに固有のプロパティを編集します。

9. トラック内のレイヤーにコンテンツを配置すると、ステージ上のマッピングの配置画面とフィード出力ウィンドウ

にコンテンツが表示されます。

共通のマッピングプロパティ

ここでは、6種類のマッピングタイプに共通する特性について説明します。

フィルタリング

ニアレスト -ニアレストネイバー・フィルタリング。ニアレスト・ネイバーサンプリングを使用し、スケーリング時のピクセル

間のブレンディングを無効にします。ピクセル化された外観を作成したり、特定のタイプのコンテンツでハードエッジを

確保するのに使用できます。

バイリニア -バイリニアフィルタリングは、テクスチャを実際よりも大きく表示したり小さく表示したりする際に、テクスチャ

を滑らかにするテクスチャフィルタリング方法です。

2xマルチサンプル -マルチサンプルフィルタリングは、スケーリングされたコンテンツの問題を修正するのに役立ちます

が、若干のぼかしが発生することがあります。

解像度

レイヤーがレンダリングするキャンバスの大きさをピクセル単位で制御します。ダイレクトマッピングタイプは256x256ピ

クセルのキャンバスから始まり、キャンバスサイズは最初に追加したスクリーンのサイズに自動的に設定されます。

スクリーン

選択したマッピングタイプでコンテンツをコピーできる画面の一覧です。

1. スクリーンマネージャーを開くには、+ を左クリックします。

2. マッピングしたい画面を左クリックします。これにより、個々のキャンバスの内容がこれら3つのスクリーンに同

時にコピーされ、マッピングオブジェクトエディターにスクリーン名が追加されます。

3. マッピングオブジェクトエディターにリストされたスクリーンを左クリックして、-にドラッグします。スクリーンからキャ

ンバスの内容を削除し、マッピングオブジェクトエディターからスクリーン名を削除します.
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マスク

マスクビットマップを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使って、マッピングキャンバスにマスクビッ

トマップを適用できます。このプロパティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライ

ブ上のDxTextureフォルダー内に保存された静止画ファイルがすべて表示されます。

マッピングマスクを適用するには、カスタム静止画ファイルを作成し、インポートする必要があります。

カスタムマッピングマスクの作成とインポートの手順は、カスタムマッピングマスクの作成に使用できます。唯一

の違いは、マッピングマスクの解像度をマッピングキャンバスと同じにする必要があることです。ポピュレーション

マスクを作成し、d3プロジェクトにインポートする方法については、スクリーンの編集のサブチャプターのポピュ

レーションマスクのセクションをご覧ください。

または、任意のレイヤーのブレンドモードをマスクに設定し、レイヤーの内容をマッピングマスクにチャネリングす

ることも可能です。
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フィードマッピング

フィードマッピングは、コンテンツエリア(マッピングキャンバス)内のレクタングルの領域をサブサンプルとして、1画面また

は複数画面内のレクタングルの領域にコンテンツをコピーできます。

フィードマッピングでは、コンテンツ内の任意の数のソースレクタングルを指定し、それらを複数のサーフェスに個別にマッ

ピングできます。フィードマッピングを使えば、すべての画面を簡単に1つのラスターにし、コンテンツを各サーフェスにピク

セルパーフェクトな精度で適用できます。ソースのレクタングルを個別に移動、拡大縮小、クロップ、反転して、ピクセ

ル密度の差を補正したり、興味深いマッピング効果を生み出すことができます。
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フィードマッピングの作成

1. トラックで、新しいビジュアルレイヤーを作成します。これらのレイヤータイプにはコンテンツレイヤー、ジェネレ

イティブレイヤー、エフェクトレイヤーが含まれます。

2. トラック内のレイヤーを左クリックし、GUIの左側にあるレイヤーエディタを開きます。

3. デフォルトタブでマッピングパラメーターを左クリックすると、プロジェクト内のマッピングのリストが表示されま

す。

4. マッピングというタイトルのマネージャが表示されます。これは、プロジェクト内のすべてのマッピングのリストで

す。デフォルトでは、すべてのスクリーンに同じ名前を持つダイレクトマッピングが配置され、すべてのカメラに

同じ名前を持つパースペクティブマッピングが配置されます。

5. 新規マッピング：テキストフィールドに直接入力し、新しいマッピングを作成します。マッピングの種類を選択

するリストが表示されます。
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6. マッピングの種類を選択すると、ユーザーが割り当てたマッピング名を表示するエディターが表示されます。

7. マッピングに使用されるすべての画面を割り当て、画面に表示されるコンテンツの解像度を入力します。

8. 選択したマッピングタイプに固有のプロパティを編集します。

9. トラック内のレイヤーにコンテンツを配置すると、ステージ上のマッピングの配置画面とフィード出力ウィンドウ

にコンテンツが表示されます。

フィードマッピングのプロパティ

ここでは、6種類のマッピングタイプに共通する特性について説明します。

フィルタリング

ニアレスト -ニアレストネイバー・フィルタリング。ニアレスト・ネイバーサンプリングを使用し、スケーリング時のピクセル

間のブレンディングを無効にします。ピクセル化された外観を作成したり、特定のタイプのコンテンツでハードエッジを

確保するのに使用できます。

バイリニア -バイリニアフィルタリングは、テクスチャを実際よりも大きく表示したり小さく表示したりする際に、テクスチャ

を滑らかにするテクスチャフィルタリング方法です。
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2xマルチサンプル -マルチサンプルフィルタリングは、スケーリングされたコンテンツの問題を修正するのに役立ちます

が、若干のぼかしが発生することがあります。

解像度

レイヤーがレンダリングするキャンバスの大きさをピクセル単位で制御します。ダイレクトマッピングタイプは256x256ピ

クセルのキャンバスから始まり、キャンバスサイズは最初に追加したスクリーンのサイズに自動的に設定されます。

スクリーン

選択したマッピングタイプでコンテンツをコピーできる画面の一覧です。

1. スクリーンマネージャーを開くには、+ を左クリックします。

2. マッピングしたい画面を左クリックします。これにより、個々のキャンバスの内容がこれら3つのスクリーンに同

時にコピーされ、マッピングオブジェクトエディターにスクリーン名が追加されます。

3. マッピングオブジェクトエディターにリストされたスクリーンを左クリックして、-にドラッグします。スクリーンからキャ

ンバスの内容を削除し、マッピングオブジェクトエディターからスクリーン名を削除します.

マスク

マスクビットマップを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使って、マッピングキャンバスにマスクビッ

トマップを適用できます。このプロパティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライ

ブ上のDxTextureフォルダー内に保存された静止画ファイルがすべて表示されます。

マッピングマスクを適用するには、カスタム静止画ファイルを作成し、インポートする必要があります。

カスタムマッピングマスクの作成とインポートの手順は、カスタムマッピングマスクの作成に使用できます。唯一

の違いは、マッピングマスクの解像度をマッピングキャンバスと同じにする必要があることです。ポピュレーション

マスクを作成し、d3プロジェクトにインポートする方法については、スクリーンの編集のサブチャプターのポピュ

レーションマスクのセクションをご覧ください。

または、任意のレイヤーのブレンドモードをマスクに設定し、レイヤーの内容をマッピングマスクにチャネリングす

ることも可能です。
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フィードマッピングの使用

マッピングタイプ共通のプロパティのサブチャプターで説明されていることに加え、以下が重要です：

1. フィードマッピングの解像度を、そのフィードマッピングに使用される予定のコンテンツと同じ解像度に設定し

ます。コンテンツの解像度がフィードマッピングのマッピングキャンバスの解像度よりも高い場合、disguiseソフ

トウェアはデフォルトでコンテンツの両端をクロップします。コンテンツの解像度が低い場合、disguiseソフト

ウェアはマッピングキャンバス内のコンテンツをスケールアップします。

2. ビジュアライザーに表示されるのと同じ順序で、左から右へフィードマッピングにスクリーンを追加します。スク

リーンがこの順番で表示されていない場合は、スクリーンを選択して上下にドラッグすることで、スクリーンリス

ト内のスクリーンを順番を変えることができます。

マッピングキャンバスにフィードレクタングルを追加する

マッピングキャンバスにフィードレクタングルを追加する手順：
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1. 赤い画面のキャンバスを右クリックし、フィードレクタングルを追加するを選択します。

新しいフィードレクタングルを追加した時のフィードマッピングエディターの表示

なおフィードレクタングルは、デフォルトでマッピングキャンバスの左上に配置されています。フィードレクタングルの位置

を変更するには、レクタングルを一度左クリックし、カーソルを中央に置いて、移動を開始します。

フィードレクタングルの編集

フィードレクタングルには、レクタングルを拡大・縮小、反転、細かくするオプションが多数あります。これらのオプション

は、出力フィードレベルでフィードレクタングルを編集する際に使用するものと非常によく似ています。詳しくはクイック

編集コントロールのサブチャプターをご覧ください。

この画像は、ステージレベルのフィードレクタングルに関連する様々なオプションについて説明しています。
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フィードレクタングのクイック編集コントロール

アイテム 説明
マッピングキャンバス上に配置されたサンプルレクタングルの位置(単位：

ピクセル)

サンプルレクタングルのシザーツールの垂直カット。マウスを左クリックした

まま、水平方向にカットを移動します。

シザーツールでサンプルレクタングルを水平にカットします。左クリックした

ままマウスを動かすと、カットが縦に移動します。

ビン。ビンのアイコンを1回左クリックすると、サンプルレクタングル(および

フィードレクタングル)が削除されます。

サンプルレクタングルの大きさをピクセル単位で指定します。

反転ツールで、サンプルレクタングルを水平に反転させます。

フィードレクタングルのシザーツールは、垂直にカット用します。左クリック

したままマウスボタンを押すと、水平方向にカットが移動します。

フィードレクタングルの回転ツールは、時計回り/反時計回りに90度回

転させます。

フィードレクタングルのシザーツールは、水平方向にカットします。左クリッ

クしたままマウスボタンを押すと、カットが縦に移動します。

反転ツールで、サンプルクタングルを垂直に反転させます。

ビン。ビンのアイコンを1回左クリックすると、フィードレクタングル(およびサ

ンプルレクタングル)が削除されます。

ロックボタンは、サンプルレクタングルのサイズをフィードレクタングルのサイ

ズに、またはその逆にロックします。ロックボタンを1回左クリックすると、依

存関係が解除されます。

スクリーン名。
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アイテム 説明
フィードの長方形のサイズ(単位：ピクセル)。

これらのツールを使用することで、ステージの画面上のフィードマッピングを自由に設定できます。以下は、その極端

な例です(デモ用 )。左側の背景の赤色は、フィードマッピングエディターが開いているときにだけ表示されることに注

意してください。閉じているときは、背景は黒のままです。

フィードレクタングルのプロパティ

フィードレクタングルを右クリックすると、以下のプロパティが表示されます。

フィードレクタングルを追加する

このオプションで、キャンバスに別のフィードレクタングルを追加します。

現在のフレームをPNGでエクスポート

フィードレクタングルのPNGが、プロジェクトフォルダにあるスクリーンショットフォルダにエクスポートされます。詳しくはプ

ロジェクトの構成をご覧ください。

フィードワーピングの編集

このオプションで、個々のフィードレクタングルに2Dワープを描くことができます。フィードレベルではなく、マッピングレイ

ヤー内でのワーピングに有用です。

マスクの選択

このオプションで、フィードレクタングルにマスクを追加できます。マスクは、プロジェクトフォルダ内のオブジェクトフォルダ

にあるDxTextureフォルダから読み込まれます。詳しくはプロジェクトの構成をご覧ください。

複製

これにより、フィードレクタングルの複製を作成できます。
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複数のものを複製する

これにより、複数の送り元と送り先のレクタングルを複製して、マッピング内に送りレクタングルの配列を作成できま

す。

複数のものを複製するエディター。

スナップをオフにする

このオプションで、フィードレクタングルのスナッピングのオンとオフを切り替えます。オンにするとフィードレクタングルの端

が互いにスナップし、オフにするとスナップしません(スナップをオフにしてもルーラは表示されます)。

フィードマップのインポート&エクスポート

テーブル経由でプロジェクトからのフィードマップのインポートとエクスポートを行うのが、最も簡単な方法です。フィード

マップは、disguiseソフトウェアからテキストファイルにエクスポートし、別のプロジェクトにインポートできます。

エクスポート

1. フィードマップを右クリックし、テーブルにエクスポートするを選択します。

2. 名前を入力します

3. OKを押します
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4. フィードマップは、オブジェクトフォルダに新しく作成されたテーブルフォルダにエクスポートされるようになりまし

た。

The table that is exported will look similar to this example:

"Screen Name" refers to the name of the feed rectangle while "Head" refers to the number of the

output slot.

インポート

1. 新しいプロジェクトで、フィードマッピングを作成します。このマッピングは、インポートするものと同じ名前であ

る必要はありません。
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2. テーブルオプションからインポートを左クリックすると、プロジェクトフォルダにテーブルフォルダが存在する場合

のみ表示されます。

3. 利用可能なリストからテーブルを左クリックします。

4. 既存のフィードレクタングルを上書きするように促されたら、「はい」を選択します。
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パラレルマッピング

パラレルマッピングタイプは、あたかも「発光レクタングルからコンテンツを仮想的に撮影する」ように、コンテンツを幾何

学的にシーンに投影します。マッピングされた画像は、発光するレクタングルから離れるほどサイズが大きくなるわけで

はありません。画像は同じ大きさのままなのでパラレルと呼ばれています。

パラレルマッピングは、複数のスクリーンにコンテンツを照射し、構成を1つのキャンバスとして扱い、割り当てられたすべ

てのサーフェスに1つの統一された画像を投影します。画面間の距離やピクセル密度を正確に計算する必要がなく、

disguiseソフトウェアは、移動する表面上でも正しいコンテンツサンプリングを維持します。

またパラレルマッピングは、動いているスクリーンにコンテンツを適用する場合にも非常に有用です。disguiseソフトウェ

アが正しいトラッキング信号を受信すれば、システムは自動的にコンテンツを動くスクリーンにマッピングします。スクリー

ントラッキングの詳細については、モーションコントロールシステムのサブチャプターをご覧ください。

さらに、パラレルマッピングは、様々なピクセルピッチのLED技術だけでなく、LED、プロジェクション、DMX照明を1つの

キャンバスに組み合わせることができる優れたツールです。disguiseでは、LED、プロジェクション、DMXベースのスク

リーン(ムービングヘッドも含む)はすべてピクセルで構成されていると考えており、これらの異なるタイプのスクリーンを一

つのキャンバスに組み合わせることが非常に簡単にできます。
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注意 :パラレルマッピングの発光レクタングルに対してスクリーンが不都合な角度を向いている場合、パラ

レルマッピングが有用でない場合があります。スクリーンが発光レクタングルから離れるほど、ピクセルはスク

リーン上でより引き伸ばされます。パラレルマッピングをまっすぐ向いた長方形のスクリーンに使用するのが

理想的です。しかし低解像度の彫刻的なスクリーンの場合は、問題ありません。

パラレルマッピングの新規作成
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1. トラックで、新しいビジュアルレイヤーを作成します。これらのレイヤータイプにはコンテンツレイヤー、ジェネレ

イティブレイヤー、エフェクトレイヤーが含まれます。

2. トラック内のレイヤーを左クリックし、GUIの左側にあるレイヤーエディタを開きます。

3. デフォルトタブでマッピングパラメーターを左クリックすると、プロジェクト内のマッピングのリストが表示されま

す。

4. マッピングというタイトルのマネージャが表示されます。これは、プロジェクト内のすべてのマッピングのリストで

す。デフォルトでは、すべてのスクリーンに同じ名前を持つダイレクトマッピングが配置され、すべてのカメラに

同じ名前を持つパースペクティブマッピングが配置されます。

5. 新規マッピング：テキストフィールドに直接入力し、新しいマッピングを作成します。マッピングの種類を選択

するリストが表示されます。

6. マッピングの種類を選択すると、ユーザーが割り当てたマッピング名を表示するエディターが表示されます。

7. マッピングに使用されるすべての画面を割り当て、画面に表示されるコンテンツの解像度を入力します。

8. 選択したマッピングタイプに固有のプロパティを編集します。
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9. トラック内のレイヤーにコンテンツを配置すると、ステージ上のマッピングの配置画面とフィード出力ウィンドウ

にコンテンツが表示されます。

パラレルマッピングエディターを最初に開くとスクリーンが追加されていることを前提にして、disguiseソフトウェアは、投

影画像の外側の領域を赤く着色し、画像ソースの位置と方向の詳細を表示します。

共通のマッピングプロパティ

ここでは、6種類のマッピングタイプに共通する特性について説明します。

フィルタリング

ニアレスト -ニアレストネイバー・フィルタリング。ニアレスト・ネイバーサンプリングを使用し、スケーリング時のピクセル

間のブレンディングを無効にします。ピクセル化された外観を作成したり、特定のタイプのコンテンツでハードエッジを

確保するのに使用できます。

バイリニア -バイリニアフィルタリングは、テクスチャを実際よりも大きく表示したり小さく表示したりする際に、テクスチャ

を滑らかにするテクスチャフィルタリング方法です。

2xマルチサンプル -マルチサンプルフィルタリングは、スケーリングされたコンテンツの問題を修正するのに役立ちます

が、若干のぼかしが発生することがあります。

解像度

レイヤーがレンダリングするキャンバスの大きさをピクセル単位で制御します。ダイレクトマッピングタイプは256x256ピ

クセルのキャンバスから始まり、キャンバスサイズは最初に追加したスクリーンのサイズに自動的に設定されます。

スクリーン

選択したマッピングタイプでコンテンツをコピーできる画面の一覧です。

1. スクリーンマネージャーを開くには、+ を左クリックします。

2. マッピングしたい画面を左クリックします。これにより、個々のキャンバスの内容がこれら3つのスクリーンに同

時にコピーされ、マッピングオブジェクトエディターにスクリーン名が追加されます。

3. マッピングオブジェクトエディターにリストされたスクリーンを左クリックして、-にドラッグします。スクリーンからキャ

ンバスの内容を削除し、マッピングオブジェクトエディターからスクリーン名を削除します.
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マスク

マスクビットマップを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使って、マッピングキャンバスにマスクビッ

トマップを適用できます。このプロパティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライ

ブ上のDxTextureフォルダー内に保存された静止画ファイルがすべて表示されます。

マッピングマスクを適用するには、カスタム静止画ファイルを作成し、インポートする必要があります。

カスタムマッピングマスクの作成とインポートの手順は、カスタムマッピングマスクの作成に使用できます。唯一

の違いは、マッピングマスクの解像度をマッピングキャンバスと同じにする必要があることです。ポピュレーション

マスクを作成し、d3プロジェクトにインポートする方法については、スクリーンの編集のサブチャプターのポピュ

レーションマスクのセクションをご覧ください。

または、任意のレイヤーのブレンドモードをマスクに設定し、レイヤーの内容をマッピングマスクにチャネリングす

ることも可能です。

パラレルマッピングのプロパティ

ロック

編集中の利便性を考慮し、マッピングはアスペクト比を維持したまま、水平サイズや解像度を変更すると垂直サイ

ズや解像度が変更されるものと、その逆のものがあります。また、垂直または水平方向の解像度を変更すると垂直

または水平方向のサイズが変更されるピクセル密度もロックすることができます。

注意 : ソースコンテンツのアスペクトや密度がロックされていない場合、パラレルマッピングによって、ピクセ

ルが引き伸ばされた状態でスクリーンに映し出されることがあります。

アンカー

マッピングサーフェスの移動、拡大縮小、回転の基準となるアンカーポイントを制御します。投影画像の中心位置

を指定する場合はセンター、画像の左下の隅を指定する場合はコーナーを選択してください。

サイズ

マッピングされた画像の大きさをメートル単位(水平、垂直 )で制御します。
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位置

マッピングソースのアンカーポイントのステージ空間(例：単位：メートル)における位置。画像の中心、または画像の

左下の隅のいずれかを指定できます。

ヘッディング

水平空間におけるマッピングの方向を度単位で制御します。0度は北を指します(つまりz軸の正の方向 )。角度を

大きくすると時計回りに回転するようになり、90度は西 (例：x方向がマイナス)、180度では南 ( z方向がマイナス)、

270度では東 ( x方向がプラス)になります。

上昇

投影方向の垂直方向の高さを度単位で制御します。0度は水平 (例：フロアと平行)、90度は真上、90度は真下

です。

回転

マッピング軸を中心とした画像の回転を、時計回りで度単位で制御します。

パラレルマッピングタイプの使用

マッピングタイプ共通のプロパティのサブチャプターで説明されているプロパティに加えて、以下の点が重要です：

1. アスペクトプロパティをオフに設定し、この特定のパラレルマッピングでの使用を意図したコンテンツの解像度

に一致するように設定します。

2. パラレルマッピングの発光レクタングルのサイズを解像度のアスペクトに一致するように設定し(それによって

コンテンツのアスペクトも一致する)、アスペクトをロック済みに設定します。例えば、コンテンツが1920x1080

の場合、サイズを19.2 10.8に設定し、アスペクトをロック済みに設定してください。ソースコンテンツのアスペ

クトや密度がロックされていない場合、パラレルマッピングによって、ピクセルが引き伸ばされた状態でスクリー

ンに映し出されることがあります。

3. xまたはy座標のサイズを変更して、画面のすべての領域をカバーします(発光する長方形のサイズを変更

すると、赤い領域が徐々に消えます)。

4. ピクセル密度の最も高い画面と同じか、わずかに高いピクセル密度のコンテンツを指定するようにしてくださ

い。
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CameraPlateマッピング

CameraPlateマッピングは、常に特定のカメラをターゲットにしています。

CameraPlateマッピングは、AR(拡張現実 )ワークフロー用に追加されたもので、シーン内に仮想オブジェクトをマッピ

ングできます。CameraPlateマッピングは、基本的にカメラの知覚レンズにコンテンツを「貼り付け」、カメラの位置や動

きに関わらず、コンテンツが常に比例して表示されるように調整します。

CameraPlateマッピングの作成

1. トラックで、新しいビジュアルレイヤーを作成します。これらのレイヤータイプにはコンテンツレイヤー、ジェネレ

イティブレイヤー、エフェクトレイヤーが含まれます。

2. トラック内のレイヤーを左クリックし、GUIの左側にあるレイヤーエディタを開きます。

3. デフォルトタブでマッピングパラメーターを左クリックすると、プロジェクト内のマッピングのリストが表示されま

す。

4. マッピングというタイトルのマネージャが表示されます。これは、プロジェクト内のすべてのマッピングのリストで

す。デフォルトでは、すべてのスクリーンに同じ名前を持つダイレクトマッピングが配置され、すべてのカメラに

同じ名前を持つパースペクティブマッピングが配置されます。

5. 新規マッピング：テキストフィールドに直接入力し、新しいマッピングを作成します。マッピングの種類を選択

するリストが表示されます。
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6. マッピングの種類を選択すると、ユーザーが割り当てたマッピング名を表示するエディターが表示されます。

7. マッピングに使用されるすべての画面を割り当て、画面に表示されるコンテンツの解像度を入力します。

8. 選択したマッピングタイプに固有のプロパティを編集します。

9. トラック内のレイヤーにコンテンツを配置すると、ステージ上のマッピングの配置画面とフィード出力ウィンドウ

にコンテンツが表示されます。

共通のマッピングプロパティ

ここでは、6種類のマッピングタイプに共通する特性について説明します。

フィルタリング

ニアレスト -ニアレストネイバー・フィルタリング。ニアレスト・ネイバーサンプリングを使用し、スケーリング時のピクセル

間のブレンディングを無効にします。ピクセル化された外観を作成したり、特定のタイプのコンテンツでハードエッジを

確保するのに使用できます。

バイリニア -バイリニアフィルタリングは、テクスチャを実際よりも大きく表示したり小さく表示したりする際に、テクスチャ

を滑らかにするテクスチャフィルタリング方法です。

2xマルチサンプル -マルチサンプルフィルタリングは、スケーリングされたコンテンツの問題を修正するのに役立ちます

が、若干のぼかしが発生することがあります。
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解像度

レイヤーがレンダリングするキャンバスの大きさをピクセル単位で制御します。ダイレクトマッピングタイプは256x256ピ

クセルのキャンバスから始まり、キャンバスサイズは最初に追加したスクリーンのサイズに自動的に設定されます。

スクリーン

選択したマッピングタイプでコンテンツをコピーできる画面の一覧です。

1. スクリーンマネージャーを開くには、+ を左クリックします。

2. マッピングしたい画面を左クリックします。これにより、個々のキャンバスの内容がこれら3つのスクリーンに同

時にコピーされ、マッピングオブジェクトエディターにスクリーン名が追加されます。

3. マッピングオブジェクトエディターにリストされたスクリーンを左クリックして、-にドラッグします。スクリーンからキャ

ンバスの内容を削除し、マッピングオブジェクトエディターからスクリーン名を削除します.

マスク

マスクビットマップを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使って、マッピングキャンバスにマスクビッ

トマップを適用できます。このプロパティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライ

ブ上のDxTextureフォルダー内に保存された静止画ファイルがすべて表示されます。

マッピングマスクを適用するには、カスタム静止画ファイルを作成し、インポートする必要があります。

カスタムマッピングマスクの作成とインポートの手順は、カスタムマッピングマスクの作成に使用できます。唯一

の違いは、マッピングマスクの解像度をマッピングキャンバスと同じにする必要があることです。ポピュレーション

マスクを作成し、d3プロジェクトにインポートする方法については、スクリーンの編集のサブチャプターのポピュ

レーションマスクのセクションをご覧ください。

または、任意のレイヤーのブレンドモードをマスクに設定し、レイヤーの内容をマッピングマスクにチャネリングす

ることも可能です。



769

円筒形マッピング

円筒形マッピングは、コンテンツを円筒に巻き付け、選択したスクリーンの外側 (または内側 )に照射するタイプです。

パラレルマッピングや遠近法マッピングと同様に、円筒の表面からコンテンツが内側と外側の両方にバーチャルに投影

されています。

円筒形マッピングは、コンテンツを円筒に巻き付け、割り当てられたスクリーンに向かって内側または外側に放出しま

す。スクリーンが移動しても拡大しても、円筒マッピングはパラレルマッピングと同様に、その動きに合わせてリアルタイム

にコンテンツを再マッピングします。

円筒形マッピングの作成

1. トラックで、新しいビジュアルレイヤーを作成します。これらのレイヤータイプにはコンテンツレイヤー、ジェネレ

イティブレイヤー、エフェクトレイヤーが含まれます。

2. トラック内のレイヤーを左クリックし、GUIの左側にあるレイヤーエディタを開きます。

3. デフォルトタブでマッピングパラメーターを左クリックすると、プロジェクト内のマッピングのリストが表示されま

す。

4. マッピングというタイトルのマネージャが表示されます。これは、プロジェクト内のすべてのマッピングのリストで

す。デフォルトでは、すべてのスクリーンに同じ名前を持つダイレクトマッピングが配置され、すべてのカメラに

同じ名前を持つパースペクティブマッピングが配置されます。

5. 新規マッピング：テキストフィールドに直接入力し、新しいマッピングを作成します。マッピングの種類を選択

するリストが表示されます。
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6. マッピングの種類を選択すると、ユーザーが割り当てたマッピング名を表示するエディターが表示されます。

7. マッピングに使用されるすべての画面を割り当て、画面に表示されるコンテンツの解像度を入力します。

8. 選択したマッピングタイプに固有のプロパティを編集します。

9. トラック内のレイヤーにコンテンツを配置すると、ステージ上のマッピングの配置画面とフィード出力ウィンドウ

にコンテンツが表示されます。

共通のマッピングプロパティ

ここでは、6種類のマッピングタイプに共通する特性について説明します。

フィルタリング

ニアレスト -ニアレストネイバー・フィルタリング。ニアレスト・ネイバーサンプリングを使用し、スケーリング時のピクセル

間のブレンディングを無効にします。ピクセル化された外観を作成したり、特定のタイプのコンテンツでハードエッジを

確保するのに使用できます。

バイリニア -バイリニアフィルタリングは、テクスチャを実際よりも大きく表示したり小さく表示したりする際に、テクスチャ

を滑らかにするテクスチャフィルタリング方法です。



771

2xマルチサンプル -マルチサンプルフィルタリングは、スケーリングされたコンテンツの問題を修正するのに役立ちます

が、若干のぼかしが発生することがあります。

解像度

レイヤーがレンダリングするキャンバスの大きさをピクセル単位で制御します。ダイレクトマッピングタイプは256x256ピ

クセルのキャンバスから始まり、キャンバスサイズは最初に追加したスクリーンのサイズに自動的に設定されます。

スクリーン

選択したマッピングタイプでコンテンツをコピーできる画面の一覧です。

1. スクリーンマネージャーを開くには、+ を左クリックします。

2. マッピングしたい画面を左クリックします。これにより、個々のキャンバスの内容がこれら3つのスクリーンに同

時にコピーされ、マッピングオブジェクトエディターにスクリーン名が追加されます。

3. マッピングオブジェクトエディターにリストされたスクリーンを左クリックして、-にドラッグします。スクリーンからキャ

ンバスの内容を削除し、マッピングオブジェクトエディターからスクリーン名を削除します.

マスク

マスクビットマップを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使って、マッピングキャンバスにマスクビッ

トマップを適用できます。このプロパティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライ

ブ上のDxTextureフォルダー内に保存された静止画ファイルがすべて表示されます。

マッピングマスクを適用するには、カスタム静止画ファイルを作成し、インポートする必要があります。

カスタムマッピングマスクの作成とインポートの手順は、カスタムマッピングマスクの作成に使用できます。唯一

の違いは、マッピングマスクの解像度をマッピングキャンバスと同じにする必要があることです。ポピュレーション

マスクを作成し、d3プロジェクトにインポートする方法については、スクリーンの編集のサブチャプターのポピュ

レーションマスクのセクションをご覧ください。

または、任意のレイヤーのブレンドモードをマスクに設定し、レイヤーの内容をマッピングマスクにチャネリングす

ることも可能です。
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円筒形マッピングのプロパティ

出力

デフォルトでは、カラーに設定されています。赤／緑／青のコンテンツチャネルがスクリーンの赤 /緑 /青のカラー出力

チャネルに送られることを意味します(出力フィクスチャーがCMYの場合は、シアン、マゼンタ、黄色に変換 )。しか

し、DMXベースのフィクスチャーの場合、コンテンツを他のチャネルにチャネリングすることもできます。現在、この機能

はベータ版であるため、当面はカラーに設定することをお勧めします。

アンカー

パラレルマッピングタイプと同様に、円筒の中心、または上端や下端をアンカーにできます。サイズ変更と回転操作

によって、アンカーポイントは同じ場所に維持されます。

中心

円筒の中心(言い換えるとアンカーポイント )のステージ位置を制御します。

サイズ

x、y、z軸のそれぞれで、円柱の大きさをメートル単位で制御します。yプロパティ( 2番目の値 )は高さを制御し、他

の2つのプロパティはx軸とz軸の半径を制御します。xとzを同じ値に設定すると円柱の断面は円形になり、異なる

値に設定すると楕円形になります。

回転

これはアンカーポイントを中心に円柱を回転させるもので、x、y、z軸周りの回転角度でそれぞれ指定します。

円筒形マッピングタイプの使用

共通のマッピングタイププロパティのサブチャプターで説明されているプロパティに加え、以下が重要です。

円筒形マッピングの解像度は、円筒の円周とスクリーンの高さの間のアスペクトに基づきます。円周は、直

径*pi、=サイズ*3.14として計算できます。サイズxとzを同じ値に設定し、完全な円形とします。
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パースペクティブマッピング

パースペクティブマッピングは、パラレルマッピングと似ていますが、コンテンツはエミッターポイントを起点とし、エミッターか

ら遠ざかるにつれて大きくなる点が、実際のプロジェクターに似ています。パースペクティブマッピングを使用すると、2D

コンテンツを3Dのように見せることができますが(立体視ではなく、3D効果として)、エミッターの位置と同じ点である特

定の視点からのみ可能です。

パースペクティブマッピングは、仮想カメラの指定された視点から3Dコンテンツを表面にマッピングすることができます。こ

のカメラをNotchなどのジェネレーティブソフトウェアの仮想カメラと連動させることで、没入感のある3D環境を実現でき

ます。マッピングによって表示されるコンテンツは、実際のプロジェクターと同じように、見晴らしの良い場所から発光し

始め、その場所から遠ざかるにつれ大きくなっていきます。

3つのスクリーンにコンテンツを投影するのに使用されるパースペクティブマッピングタイプ。スクリーンがエミッターポイントから遠ざかるについてスクリーン
は大きくなります。
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パースペクティブマッピングの作成

1. トラックで、新しいビジュアルレイヤーを作成します。これらのレイヤータイプにはコンテンツレイヤー、ジェネレ

イティブレイヤー、エフェクトレイヤーが含まれます。

2. トラック内のレイヤーを左クリックし、GUIの左側にあるレイヤーエディタを開きます。

3. デフォルトタブでマッピングパラメーターを左クリックすると、プロジェクト内のマッピングのリストが表示されま

す。

4. マッピングというタイトルのマネージャが表示されます。これは、プロジェクト内のすべてのマッピングのリストで

す。デフォルトでは、すべてのスクリーンに同じ名前を持つダイレクトマッピングが配置され、すべてのカメラに

同じ名前を持つパースペクティブマッピングが配置されます。

5. 新規マッピング：テキストフィールドに直接入力し、新しいマッピングを作成します。マッピングの種類を選択

するリストが表示されます。

6. マッピングの種類を選択すると、ユーザーが割り当てたマッピング名を表示するエディターが表示されます。

7. マッピングに使用されるすべての画面を割り当て、画面に表示されるコンテンツの解像度を入力します。
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8. 選択したマッピングタイプに固有のプロパティを編集します。

9. トラック内のレイヤーにコンテンツを配置すると、ステージ上のマッピングの配置画面とフィード出力ウィンドウ

にコンテンツが表示されます。

共通のマッピングプロパティ

ここでは、6種類のマッピングタイプに共通する特性について説明します。

フィルタリング

ニアレスト -ニアレストネイバー・フィルタリング。ニアレスト・ネイバーサンプリングを使用し、スケーリング時のピクセル

間のブレンディングを無効にします。ピクセル化された外観を作成したり、特定のタイプのコンテンツでハードエッジを

確保するのに使用できます。

バイリニア -バイリニアフィルタリングは、テクスチャを実際よりも大きく表示したり小さく表示したりする際に、テクスチャ

を滑らかにするテクスチャフィルタリング方法です。

2xマルチサンプル -マルチサンプルフィルタリングは、スケーリングされたコンテンツの問題を修正するのに役立ちます

が、若干のぼかしが発生することがあります。

解像度

レイヤーがレンダリングするキャンバスの大きさをピクセル単位で制御します。ダイレクトマッピングタイプは256x256ピ

クセルのキャンバスから始まり、キャンバスサイズは最初に追加したスクリーンのサイズに自動的に設定されます。

スクリーン

選択したマッピングタイプでコンテンツをコピーできる画面の一覧です。

1. スクリーンマネージャーを開くには、+ を左クリックします。

2. マッピングしたい画面を左クリックします。これにより、個々のキャンバスの内容がこれら3つのスクリーンに同

時にコピーされ、マッピングオブジェクトエディターにスクリーン名が追加されます。

3. マッピングオブジェクトエディターにリストされたスクリーンを左クリックして、-にドラッグします。スクリーンからキャ

ンバスの内容を削除し、マッピングオブジェクトエディターからスクリーン名を削除します.
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マスク

マスクビットマップを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使って、マッピングキャンバスにマスクビッ

トマップを適用できます。このプロパティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライ

ブ上のDxTextureフォルダー内に保存された静止画ファイルがすべて表示されます。

マッピングマスクを適用するには、カスタム静止画ファイルを作成し、インポートする必要があります。

カスタムマッピングマスクの作成とインポートの手順は、カスタムマッピングマスクの作成に使用できます。唯一

の違いは、マッピングマスクの解像度をマッピングキャンバスと同じにする必要があることです。ポピュレーション

マスクを作成し、d3プロジェクトにインポートする方法については、スクリーンの編集のサブチャプターのポピュ

レーションマスクのセクションをご覧ください。

または、任意のレイヤーのブレンドモードをマスクに設定し、レイヤーの内容をマッピングマスクにチャネリングす

ることも可能です。

パースペクティブマッピングのプロパティ

アイポイント

アイポイントは、パースペクティブマッピングのソースポイント (発光点 )を指定します。

回転

回転パラメーターは、パースペクティブマッピングのフラスタムの回転を指定します(例：パースペクティブマッピングの照

準点 )。

視野

パースペクティブマッピングの視野を度単位で定義します(例：マッピングの範囲 )。
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PreComp
disguiseソフトウェアのPreComp(またはプリコンポジション)は、仮想的なスクリーンとして機能し、そこにコンテンツを

書き込むことで、別のエフェクトやコンポジションの入力として使用できます。また、1対1の入力に限定されていたア

ローイングシステムに代わり、PreCompは1対多の入力が可能です。

PreComp(またはプレコンポジットのテクスチャ)は、複数のテクスチャのコンテナとして機能し、別のエフェクトやコンポジ

ションの入力ソースとして使用できます。また、1つの入力ソースに1つの入力に制限されていた矢印 /パイピングシステ

ムの機能を拡張することができます。PreCompは、多くのソースへの多くの入力とすることができます。

PreCompは、コンポジションのすべてのテクスチャ/コンテンツ入力へのマッピングとして適用されます。

PreCompの作成

PreCompは、disguiseソフトウェアの他のテクスチャと同様に、使用する位置から作成します。一部のテクスチャ

フィールド(パレットなど)では、PreCompを作成することはできません。

PreCompは、マスクのようなdisguiseソフトウェアの他のテクスチャと同様に、テクスチャ入力を利用する任意のレイ

ヤーからアクセスできるテクスチャメニューから作成されます。他のテクスチャと同様に、一度作成されるとテクスチャメ

ニューに保存され、他の場所で使用できます。

1. 新規レイヤーを作成し、エフェクトレイヤーやレガシービットマップレイヤーなど、テクスチャソースプロパティを

持つレイヤータイプを選択します。

2. 新しいテクスチャの欄に、PreCompの名前を入力します。PreCompテクスチャをテクスチャの種類として選

択します。

3. PreCompに希望する解像度を設定します(実際の物理的なスクリーンの場合に行うのと同じです)。マッピ

ングされるスクリーンの解像度に対応する必要があります。
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PreCompの構築

PreCompを作成すると、マッピングマネージャに新しいデフォルトのダイレクトマッピングが表示され、コンテンツレイ

ヤーからPreCompへコンテンツをルーティングできるようになります。コンテンツレイヤーには、上記のテクスチャレイ

ヤー、ビデオレイヤー、ジェネレーティブレイヤーが含まれます。

1. コンテンツレイヤーを作成し、タイムライン上でコンテンツレイヤーを左クリックすると、レイヤーのプロパティが

表示されます。

2. 目的のコンテンツを表示するようにレイヤーを設定します。

3. マッピングのプロパティフィールドで、新しく作成したPreCompと同じ名前のマッピングを選択します。

4. PreCompで使用するコンテンツレイヤーの数だけ、この手順を繰り返します。

注意 : PreCompは繋げません。つまり、PreCompを別のPreCompに繋げることはできません。
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PreCompをエフェクトレイヤーのソースとして使用する

PreCompは、エフェクトレイヤーへのソーステクスチャ入力として使用できます。

1. エフェクトレイヤーを作成し、ソースPreCompレイヤーの上に配置します。

2. エフェクトレイヤーのマッピングを、コンテンツが表示されるスクリーンに設定します( PreCompマッピングは選

択しないでください)。

3. デフォルトタブのソース入力フィールドから、PreCompを選択します。

4. これで、個々のコンテンツレイヤがすべて同時にエフェクトレイヤにパイプされるようになります。

5. シフトを押しながら左クリックし、PreCompで使用するすべてのソースレイヤーを選択します。

6. レイヤーを右クリックし、ソースレイヤーのグループ名を付けます。

7. PreCompを表示するには、ソースレイヤーをエフェクトレイヤーの下に置く必要があります。

注意 : PreCompを構成するソースレイヤを、PreCompテクスチャを参照するレイヤーの下に配

置する必要があります。同じPreCompを複数箇所で再利用するには、元となるレイヤーを複

製する必要があります。

PreCompを複数のトラックで使用する

PreCompを複数個所で使用するためには、PreCompスタックに含まれるレイヤーも全てコピーする必要がありま

す。一つの方法として、PreCompとそのすべてのレイヤーを対象としたグループを作成します。
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1. PreCompスタックに含まれるすべてのレイヤーを選択し、選択された状態でグループ上で右クリックします。

グループフィールドにレイヤーグループの名前を入力し、OKをクリックします。

2. 次に、タイムラインで新しく作成したPreCompグループの名前を右クリックし、名前を付けて保存フィールド

の横のOKをクリックします；これにより、レイヤーグループがレイヤーライブラリーに追加されます

3. 目的のトラックに切り替えます。
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4. そのトラックのタイムライン上で右クリックします。

5. レイヤーのインポートを選択します。

6. レイヤーライブラリーからインポートしたいレイヤーのグループ名を選択します。
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これで、プロジェクトを通して同じPreCompを何度も使えるようになりました。

PreCompのプレビュー

1. レイヤープロパティウィンドウのPreCompサムネイルを右クリックします。

2. マウスの中ボタンを使って、拡大プレビューの周りをパンします。
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Radial mapping
The Radial mapping is similar to the Cylindrical mapping type, except that the content surface runs from

the central axis to the cylinder rim, rather than being wrapped around the outside of the cylinder.Any

fixtures or pixels inside the cylinder will therefore be mapped according to their height within the cylinder (y

coordinate) and their distance from the cylinders axis (x coordinate).Fixtures outside of the cylinder are not

affected.

Radial mapping is similar to the Cylindrical mapping, except that the emitter surface runs from the central axis to

the cylinder rim, rather than being wrapped around the outside of the cylinder.The pixels inside the cylinder will

therefore be mapped according to their height within the cylinder and their distance from the central axis.

Radial mapping type is similar to Cylindrical mapping except that the content surface runs from the central axis to the cylinder rim
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Creating a Radial Mapping

1. トラックで、新しいビジュアルレイヤーを作成します。これらのレイヤータイプにはコンテンツレイヤー、ジェネレ

イティブレイヤー、エフェクトレイヤーが含まれます。

2. トラック内のレイヤーを左クリックし、GUIの左側にあるレイヤーエディタを開きます。

3. デフォルトタブでマッピングパラメーターを左クリックすると、プロジェクト内のマッピングのリストが表示されま

す。

4. マッピングというタイトルのマネージャが表示されます。これは、プロジェクト内のすべてのマッピングのリストで

す。デフォルトでは、すべてのスクリーンに同じ名前を持つダイレクトマッピングが配置され、すべてのカメラに

同じ名前を持つパースペクティブマッピングが配置されます。

5. 新規マッピング：テキストフィールドに直接入力し、新しいマッピングを作成します。マッピングの種類を選択

するリストが表示されます。

6. マッピングの種類を選択すると、ユーザーが割り当てたマッピング名を表示するエディターが表示されます。

7. マッピングに使用されるすべての画面を割り当て、画面に表示されるコンテンツの解像度を入力します。
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8. 選択したマッピングタイプに固有のプロパティを編集します。

9. トラック内のレイヤーにコンテンツを配置すると、ステージ上のマッピングの配置画面とフィード出力ウィンドウ

にコンテンツが表示されます。

Common Mapping Properties
ここでは、6種類のマッピングタイプに共通する特性について説明します。

フィルタリング

ニアレスト -ニアレストネイバー・フィルタリング。ニアレスト・ネイバーサンプリングを使用し、スケーリング時のピクセル

間のブレンディングを無効にします。ピクセル化された外観を作成したり、特定のタイプのコンテンツでハードエッジを

確保するのに使用できます。

バイリニア -バイリニアフィルタリングは、テクスチャを実際よりも大きく表示したり小さく表示したりする際に、テクスチャ

を滑らかにするテクスチャフィルタリング方法です。

2xマルチサンプル -マルチサンプルフィルタリングは、スケーリングされたコンテンツの問題を修正するのに役立ちます

が、若干のぼかしが発生することがあります。

解像度

レイヤーがレンダリングするキャンバスの大きさをピクセル単位で制御します。ダイレクトマッピングタイプは256x256ピ

クセルのキャンバスから始まり、キャンバスサイズは最初に追加したスクリーンのサイズに自動的に設定されます。

スクリーン

選択したマッピングタイプでコンテンツをコピーできる画面の一覧です。

1. スクリーンマネージャーを開くには、+ を左クリックします。

2. マッピングしたい画面を左クリックします。これにより、個々のキャンバスの内容がこれら3つのスクリーンに同

時にコピーされ、マッピングオブジェクトエディターにスクリーン名が追加されます。

3. マッピングオブジェクトエディターにリストされたスクリーンを左クリックして、-にドラッグします。スクリーンからキャ

ンバスの内容を削除し、マッピングオブジェクトエディターからスクリーン名を削除します.
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マスク

マスクビットマップを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使って、マッピングキャンバスにマスクビッ

トマップを適用できます。このプロパティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライ

ブ上のDxTextureフォルダー内に保存された静止画ファイルがすべて表示されます。

マッピングマスクを適用するには、カスタム静止画ファイルを作成し、インポートする必要があります。

カスタムマッピングマスクの作成とインポートの手順は、カスタムマッピングマスクの作成に使用できます。唯一

の違いは、マッピングマスクの解像度をマッピングキャンバスと同じにする必要があることです。ポピュレーション

マスクを作成し、d3プロジェクトにインポートする方法については、スクリーンの編集のサブチャプターのポピュ

レーションマスクのセクションをご覧ください。

または、任意のレイヤーのブレンドモードをマスクに設定し、レイヤーの内容をマッピングマスクにチャネリングす

ることも可能です。

Radial Mapping Properties

Anchor
Base point from which the scale of the Radial mapping has its origin.

Centre
Position of the Radial mapping based on the centre point of the cylinder.

Size
The size of the Radial mapping.The x and z values represent the diameter of the cylinder.

Rotation
The x, y, z rotation of the cylinder.
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空間マッピング

Spatialマップは、カメラのタリーを理解するためにMRsetをターゲットとし、またd3ワールドとコンテンツワールド間のワー

ルドオフセットを可能にします。

空間マッピングは、AR & xRワークフローに導入され、カメラの視点や位置を仮想シーンに対して相対化できるように

なりました。カメラは3D環境内を移動し、あらゆる視点から正確にレンダリングできます。

空間マッピングの新規作成

1. トラックで、新しいビジュアルレイヤーを作成します。これらのレイヤータイプにはコンテンツレイヤー、ジェネレ

イティブレイヤー、エフェクトレイヤーが含まれます。

2. トラック内のレイヤーを左クリックし、GUIの左側にあるレイヤーエディタを開きます。

3. デフォルトタブでマッピングパラメーターを左クリックすると、プロジェクト内のマッピングのリストが表示されま

す。

4. マッピングというタイトルのマネージャが表示されます。これは、プロジェクト内のすべてのマッピングのリストで

す。デフォルトでは、すべてのスクリーンに同じ名前を持つダイレクトマッピングが配置され、すべてのカメラに

同じ名前を持つパースペクティブマッピングが配置されます。

5. 新規マッピング：テキストフィールドに直接入力し、新しいマッピングを作成します。マッピングの種類を選択

するリストが表示されます。
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6. マッピングの種類を選択すると、ユーザーが割り当てたマッピング名を表示するエディターが表示されます。

7. マッピングに使用されるすべての画面を割り当て、画面に表示されるコンテンツの解像度を入力します。

8. 選択したマッピングタイプに固有のプロパティを編集します。

9. トラック内のレイヤーにコンテンツを配置すると、ステージ上のマッピングの配置画面とフィード出力ウィンドウ

にコンテンツが表示されます。

共通のマッピングプロパティ

ここでは、6種類のマッピングタイプに共通する特性について説明します。

フィルタリング

ニアレスト -ニアレストネイバー・フィルタリング。ニアレスト・ネイバーサンプリングを使用し、スケーリング時のピクセル

間のブレンディングを無効にします。ピクセル化された外観を作成したり、特定のタイプのコンテンツでハードエッジを

確保するのに使用できます。

バイリニア -バイリニアフィルタリングは、テクスチャを実際よりも大きく表示したり小さく表示したりする際に、テクスチャ

を滑らかにするテクスチャフィルタリング方法です。
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2xマルチサンプル -マルチサンプルフィルタリングは、スケーリングされたコンテンツの問題を修正するのに役立ちます

が、若干のぼかしが発生することがあります。

解像度

レイヤーがレンダリングするキャンバスの大きさをピクセル単位で制御します。ダイレクトマッピングタイプは256x256ピ

クセルのキャンバスから始まり、キャンバスサイズは最初に追加したスクリーンのサイズに自動的に設定されます。

スクリーン

選択したマッピングタイプでコンテンツをコピーできる画面の一覧です。

1. スクリーンマネージャーを開くには、+ を左クリックします。

2. マッピングしたい画面を左クリックします。これにより、個々のキャンバスの内容がこれら3つのスクリーンに同

時にコピーされ、マッピングオブジェクトエディターにスクリーン名が追加されます。

3. マッピングオブジェクトエディターにリストされたスクリーンを左クリックして、-にドラッグします。スクリーンからキャ

ンバスの内容を削除し、マッピングオブジェクトエディターからスクリーン名を削除します.

マスク

マスクビットマップを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使って、マッピングキャンバスにマスクビッ

トマップを適用できます。このプロパティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライ

ブ上のDxTextureフォルダー内に保存された静止画ファイルがすべて表示されます。

マッピングマスクを適用するには、カスタム静止画ファイルを作成し、インポートする必要があります。

カスタムマッピングマスクの作成とインポートの手順は、カスタムマッピングマスクの作成に使用できます。唯一

の違いは、マッピングマスクの解像度をマッピングキャンバスと同じにする必要があることです。ポピュレーション

マスクを作成し、d3プロジェクトにインポートする方法については、スクリーンの編集のサブチャプターのポピュ

レーションマスクのセクションをご覧ください。

または、任意のレイヤーのブレンドモードをマスクに設定し、レイヤーの内容をマッピングマスクにチャネリングす

ることも可能です。
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空間マッピングのプロパティ

イニシャル

初期基点

オフセットが適用される前のバウンディングボックスの基点を定義します。

初期回転

回転が適用される前のバウンディングボックスの回転を定義します。

初期サイズ

スケーリングが適用される前のバウンディングボックスのサイズを定義します。
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Spherical Mapping
The Spherical Mapping works similarly to the Cylindrical mapping, except the top and bottom are 'pinched'

to create a sphere.

Spherical Mapping works similarly to the Cylindrical mapping, except the top and bottom are 'pinched' to create

a sphere.
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Creating a Spherical Mapping

1. トラックで、新しいビジュアルレイヤーを作成します。これらのレイヤータイプにはコンテンツレイヤー、ジェネレ

イティブレイヤー、エフェクトレイヤーが含まれます。

2. トラック内のレイヤーを左クリックし、GUIの左側にあるレイヤーエディタを開きます。

3. デフォルトタブでマッピングパラメーターを左クリックすると、プロジェクト内のマッピングのリストが表示されま

す。

4. マッピングというタイトルのマネージャが表示されます。これは、プロジェクト内のすべてのマッピングのリストで

す。デフォルトでは、すべてのスクリーンに同じ名前を持つダイレクトマッピングが配置され、すべてのカメラに

同じ名前を持つパースペクティブマッピングが配置されます。

5. 新規マッピング：テキストフィールドに直接入力し、新しいマッピングを作成します。マッピングの種類を選択

するリストが表示されます。

6. マッピングの種類を選択すると、ユーザーが割り当てたマッピング名を表示するエディターが表示されます。

7. マッピングに使用されるすべての画面を割り当て、画面に表示されるコンテンツの解像度を入力します。
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8. 選択したマッピングタイプに固有のプロパティを編集します。

9. トラック内のレイヤーにコンテンツを配置すると、ステージ上のマッピングの配置画面とフィード出力ウィンドウ

にコンテンツが表示されます。

Common Mapping Properties
ここでは、6種類のマッピングタイプに共通する特性について説明します。

フィルタリング

ニアレスト -ニアレストネイバー・フィルタリング。ニアレスト・ネイバーサンプリングを使用し、スケーリング時のピクセル

間のブレンディングを無効にします。ピクセル化された外観を作成したり、特定のタイプのコンテンツでハードエッジを

確保するのに使用できます。

バイリニア -バイリニアフィルタリングは、テクスチャを実際よりも大きく表示したり小さく表示したりする際に、テクスチャ

を滑らかにするテクスチャフィルタリング方法です。

2xマルチサンプル -マルチサンプルフィルタリングは、スケーリングされたコンテンツの問題を修正するのに役立ちます

が、若干のぼかしが発生することがあります。

解像度

レイヤーがレンダリングするキャンバスの大きさをピクセル単位で制御します。ダイレクトマッピングタイプは256x256ピ

クセルのキャンバスから始まり、キャンバスサイズは最初に追加したスクリーンのサイズに自動的に設定されます。

スクリーン

選択したマッピングタイプでコンテンツをコピーできる画面の一覧です。

1. スクリーンマネージャーを開くには、+ を左クリックします。

2. マッピングしたい画面を左クリックします。これにより、個々のキャンバスの内容がこれら3つのスクリーンに同

時にコピーされ、マッピングオブジェクトエディターにスクリーン名が追加されます。

3. マッピングオブジェクトエディターにリストされたスクリーンを左クリックして、-にドラッグします。スクリーンからキャ

ンバスの内容を削除し、マッピングオブジェクトエディターからスクリーン名を削除します.
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マスク

マスクビットマップを定義したテキスチャーファイルを指します。このプロパティを使って、マッピングキャンバスにマスクビッ

トマップを適用できます。このプロパティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライ

ブ上のDxTextureフォルダー内に保存された静止画ファイルがすべて表示されます。

マッピングマスクを適用するには、カスタム静止画ファイルを作成し、インポートする必要があります。

カスタムマッピングマスクの作成とインポートの手順は、カスタムマッピングマスクの作成に使用できます。唯一

の違いは、マッピングマスクの解像度をマッピングキャンバスと同じにする必要があることです。ポピュレーション

マスクを作成し、d3プロジェクトにインポートする方法については、スクリーンの編集のサブチャプターのポピュ

レーションマスクのセクションをご覧ください。

または、任意のレイヤーのブレンドモードをマスクに設定し、レイヤーの内容をマッピングマスクにチャネリングす

ることも可能です。

Spherical Mapping Properties

Horizontal Angle
Defines the horizontal angle of the mapping to map what the content was created to.

Vertical Angle
Defines the vertical angle of the mapping to map what the content was created to.
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レイヤーの概要

レイヤーは、特定の入力に応答してコンテンツをレンダリングするオブジェクトです。

レイヤーは、色やグラデーションを生成したり、ビデオを再生したり、ビットマップの静止画像を表示したりできます。コン

テンツは、レイヤーを作成してタイムラインに配置し、レイヤーエディター内のdisguiseのキーフレームエディターを使用し

てプロパティをアニメートすることで生成されます。

disguiseソフトウェアは、マッピングを使用して、タイムラインからステージレベルのスクリーンへのレイヤーコンテンツのコ

ピー方法を制御しています。この強力な機能についての詳しい説明は、コンテンツマッピングの章をご覧ください。

レイヤーのタイプ

disguiseには、主に以下の5つのタイプのレイヤーがあります：コンテンツレイヤー、ジェネレーティブレイヤー、プリビジュア

ライゼーションレイヤー、エフェクトレイヤー、コントロールレイヤー。レイヤータイプの詳細については、サブチャプターのレ

イヤータイプの概要をご覧ください。

アートネットでレイヤーのプロパティを制御する

Disguiseは、Artnetでレイヤーのプロパティを制御するように設定できます。手順については、サブチャプターのArtnet

でレイヤーのプロパティを制御するをご覧ください。さらにSockpuppetのワークフローも参照してください。

OSCによるレイヤープロパティの制御

Disguiseは、OSCでレイヤーのプロパティを制御するように設定できます。手順については、サブチャプターのArtnetで

レイヤーのプロパティを制御するをお読みください。



797

レイヤーの作成

レイヤーは、2つの方法で作成できます。

注意 : レイヤーは名前なしでも作成できますが、タイムラインが分かりやすくなるように名前を付けておくよ

うお勧めします。

オプション 1

1. タイムライン上のレイヤーを作成したい位置でトラックバーを右クリックします。トラックバーメニューが表示さ

れます。

2. レイヤーの名前を新規レイヤーのテキストフィールドに入力し、Enterを押します。
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レイヤーの名前を付けるには、レイヤーの種類の説明というフォーマットが適しており、例えばビットマップレイ

ヤーのフロントスクリーンの投影のようにします。disguiseソフトウェアで利用可能なすべてのレイヤーのリスト

が表示されます。

3. レイヤーメニューは、コンテンツ、コントロール、エフェクト、ジェネレーティブ、プリビジュアライゼーションの各レイ

ヤーカテゴリーに分かれており、各カテゴリーは折りたたみ可能なセパレータでグループ化されています。

4. 検索ボックスに入力すると自動的にセパレータが開き、一致するレイヤーの種類が表示されます。
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5. 作成したいレイヤーを左クリックします。これにより、タイムライン上で選択したポイントに新しいレイヤーが作

成されます。また、画面左上にもレイヤーエディターが開きます。これで、レイヤーを編集したり、レイヤーを

再構築できます。

オプション 2

1. タイムライン上のレイヤーを作成したい位置でトラックバーを選択します。

2. Ctrl+Lを押します。disguiseソフトウェアで利用可能なすべてのレイヤーのリストが開きます。

3. 作成したいレイヤーを左クリックします。これにより、タイムライン上で選択したポイントに新しいレイヤーが作

成されます。これで、レイヤーを編集したり、レイヤーを再構築できます。
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レイヤーの編集

レイヤーの編集には、レイヤーエディターとキーフレームエディターを使用します。

レイヤーエディターとは何ですか？
レイヤーエディターには、個々のレイヤーに特別に設定された一連のプロパティが含まれています。これらのプロパティは

すべて編集が可能です。

レイヤーエディターを開く/閉じる

レイヤーエディターを開くには：

タイムラインからレイヤーを左クリックします。

レイヤーの作成方法については、レイヤーの作成のサブチャプターをご覧ください。

現在選択されているトラックバーがレイヤーの範囲(両側のエクステンダータブは除く)の下にある場合、レイヤーエディ

ターが画面の左上に表示されます。現在選択されているトラックバーがレイヤーの範囲外にある場合、disguiseソフト

ウェアはエディターを閉じます。これは、アクティブなレイヤーのみにエディターを表示するようにするためです。

レイヤーエディターは標準のオブジェクトエディターと似ていますが、エディター上部にレイヤーの出力がどう見えるかを

示す小さなプレビューウィンドウがある点が異なります。

レイヤーエディターを閉じるには：

タイムラインのレイヤーを左クリックするか、レイヤーエディターの左上隅にあるクローズボタン( xアイコン)を左ク

リックします。

注意：タイムライン上でレイヤーを左クリックしながらCtrlを押すと、複数のレイヤーエディターを同時に表示でき

ます。

レイヤーのプロパティ

disguiseソフトウェアの各レイヤーには、固有のプロパティ一覧があります。レイヤーのタイプの章を読んで、それぞれの

レイヤータイプのプロパティを理解してください。さらに、次のサブチャプター共通のレイヤープロパティでは、ビジュアル出

力を生成するほとんどのレイヤーに共通するプロパティを説明していますので、ご覧ください。
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MultiLayerEditor
r17.3では複数のレイヤーを同時に編集できるようになり、1回の操作でレイヤーの選択範囲に共通の値やオブジェク

トを簡単に割り当てることができるようになりました。

MultiLayerEditorの使用

1. Shiftを押しながら左クリックし、複数のレイヤーにまたがる選択範囲をドラッグします。

2. 選択部分を左クリックすると、選択したレイヤーに共通するすべての値を含むMultiLayerEditorが開きま

す。

MultiLayerEditorの使い方のコツ

Shift +クリックで、選択されていないレイヤーを選択範囲に追加したり、選択範囲からレイヤーを削除したり

できます。

複数のレイヤーを選択した場合、レイヤー選択用のMultiLayerEditorが作成されます

MultiLayerEditorは、1つのGroupLayerが選択された場合にも作成されます。

GroupLayerのみが選択されている場合、MultiLayerEditorは作成されません。

選択範囲にレイヤーとGroupLayerが含まれる場合、レイヤーのみにMultiLayerEditorが作成されます。

MultiLayerEditorを開いても、選択されたレイヤーの既存のレイヤーエディターは閉じません。
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選択範囲にレイヤーを追加したり、選択範囲からレイヤーを削除すると、新しい選択範囲で新しい

MultiLayerEditorが作成されます。

MultiLayerEditorは、トラックカーソルが選択されたすべてのレイヤーの中にあるときのみ開くことができます。

MultiLayerEditorは、選択されたすべてのレイヤーの共通フィールドを表示します。フィールドは同じタブの下

に表示されます。

MultiLayerEditorのフィールドは、選択されたレイヤーのすべての値の集計を表示します。

ValueBoxのツールチップには、現在の値と関連するレイヤー名が表示されます。

新しいキーフレームをドロップすると、選択されたすべてのレイヤーに新しいキーフレームが作成されます。

既存のキーフレームを修正すると、そのキーフレームが存在するレイヤーのキーフレームを修正します。

キーフレームを削除すると、そのキーフレームが存在するレイヤーのキーフレームを削除します。

挿入タイプを変更するなどのキーウィジェットのポップアップメニュー操作は、選択されたすべてのレイヤーに適

用されます。

キーフレームナビゲーションはレイヤーエディターと同じです。

制限事項

各レイヤーのキーフレームはすべて同じキーフレームエディタに表示されるため、どのキーフレームがどのレイ

ヤーに属しているのかが分かりにくくなることがあります。

MultiLayerEditorには、プレビューがありません。

各レイヤーのキーフレームがすべて同じキーフレームエディターに表示されるため、どのキーフレームがどのレイ

ヤーに属しているのかが分かりにくい場合があります。

フィールドによっては表示名が同じでも内部名称が異なるため、表示されない場合があります。また、同じ

名前でも異なる値を持つフィールドもあり、これらは表示されません。例：オーディオとビデオのレイヤーのマル

チセレクトすると、ボリュームコントロールとアットエンドポイントコントロールをミスする。
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MultiLayerEditorは、カスタムレイヤーエディターによって動的に作成されるフィールドを集約することはできま

せん。したがって、OpenModuleは互換性がなく、Notchブロックのダイナミックフィールドも互換性がありませ

ん。

フィールドの中には同じ名前でも異なるものを表すものがあるため、本来は表示されないはずのものが表示

される場合があります。例：TimecodeReadoutとGradient Position XとPosition Yのパラメーターは、互いに

互換性がない。
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共通レイヤーのプロパティ

disguiseレイヤーのほとんどは、同じプロパティを共有しています。

以下が含まれます：

プレビューサムネイル

Blendmode

輝度

マッピング

パレット

xCol、yCol

コンテンツ

ColourShift
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Preview Thumbnail

このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。
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Brightness

このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。ある

レイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配置し、

その輝度のレベルを上げることができます。
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コンテンツ

ビットマップ/ビデオレイヤーの内容を定義する静止画 /ビデオファイル(レイヤーの種類による)を指します。このプロパ

ティを選択するとテクスチャ・オブジェクト・ライブラリが開き、ローカルのハードドライブ上のDxTexture/フォルダー内に保

存された静止画／動画ファイルがすべて表示されます。

レイヤーに入力された内容を変更する場合 :

1. ビットマップ／ビデオ(レイヤーの種類による)を左クリックして、テクスチャ／ビデオクリップオブジェクトライブラリ

を開きます。

2. レイヤーに入力したい静止画 /動画ファイルを左クリックします。

注意 : disguiseソフトウェアは、デフォルトでビデオクリップを提供していません。disguiseソフトウェアで提供

されている標準の静止画以外の動画やコンテンツを使用したい場合は、カスタムの静止画 /動画ファイル

をインポートする必要があります。

プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイル/動画ファイルをどこに配

置し、disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解してください。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存

します。
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Content properties
Content properties are sometimes known as Video clip properties and can be accessed be right clicking a

content file thumbnail from a layer.

Content properties are unique to a content file.So, by changing the content properties on a piece of content,

these properties will apply whenever that clip plays on any layer.The exception to this is if you've duplicated the

clip instance within the VideoClip library.

Accessing content properties
Content properties can be access by right clicking an asset from a content layer such as Video, LegacyVideo,

Bitmap, Audio and Web.
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General properties
All properties displayed at the top of the editor are read only.

Number of frames
Specifies the number of frames within the file.

Resolution
Specifies the file resolution.

Codec
Specifies the Codec for the file.

Bits per Channel
Specifies the bits per channel of the file.

Has Alpha
Specifies whether the file has an Alpha channel or not.

Has Audio
Specifies whether the file has embedded Audio or not.

Original FPS
Specifies the original Frames Per Second of the file.

Data rate
Specifies the data rate in megabytes per second of the file.

Edit
The Edit properties can all be altered to suit user requirements.
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FPS
Sets the Frames Per Second for the content.For example, doubling the FPS will cause disguiseソフトウェア to

display the same frame twice in a row, and half the FPS would cause disguiseソフトウェア to display every

other frame.

Start
Clip start: Specifies the start frame.

End
Clip end: Specifies the end frame.

In
Loop in: Specifies the in frame.

Out
Loop out: Specifies the out frame.

Filtering

Bilinear filtering
Specifies whether Bilinear filtering is on or off for that content.

Bilinear filtering is a texture filtering method used to smooth textures when displayed larger or smaller than

they actually are.

Frame blending
Specifies whether frame blending is on, off or automatic for the content.

Deinterlace method
This option is only available for live video inputs and allows you to specify a deinterlacing method.For more

information, see Interlaced video capture.

Video-deinterlacing-methods.htm
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Quantisation

Quantised
When set to No, the content will play at its defined frame rate.When set to Yes, the content will play at the

specified number of beats.

Beats
The number of beats the content should play back to when the Quantised property is set to Yes.

Cropping

Clip type
Specifies the clip type the content should use.This property used to be held in the direct mapping in previous

versions of disguiseソフトウェア.

Clip to canvas: Clips the content to the canvas.

Fit into canvas: Fits the content to the canvas, but can result in 'black bars' of empty space along one axis of

the content.

Stretch to canvas: Stretches the content so it fits the whole canvas, while ignoring aspect ratio.

Pixel-perfect: Displays the content, pixel perfect and does not stretch or scale in any way.

Zoom point

Crop left/right/top/bottom
Crop can be used to crop the canvas manually.Entering minus values creates additional black space around

the content.
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Colour shift

Colour shift
Defines the colour shift for the clip.Colour shifts allow you to specify brightness (shift), contrast (scale),

saturation scale, Hue shift, RGB control as well as Keying threshold, Hardness and Key colour.See Colour

shifts for more information.

Colour profile
This property allows you specify a colour profile for the content.Colour profiles consist of a colour space and

gamma curve specification.See Colour profiles for more information.

Versions

Proxies
This properties shows the available proxy files for the content.For example Full, 1/2, 1/4 and 1/8 resolution.

VideoAsset
This defines which video file is being played.Right clicking this thumbnail will open the version control editor

which allows for specifying which version of content is being used.For more information see Content

versioning.

Prefetch

Prefetch options
This option allows you to change the Prefetch behaviour for a particular video clip.PrefetchLookAheads can

be created that specify how many frames are prefetched ahead of time for that particular clip.

警告 : Use the prefetch options with caution.The prefetch settings are carefully configured

to give optimal performance for disguise hardware.Altering them can have a serious

impact on the playback capacity of the machine.Consult the disguise support team for

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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further information.
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Mapping

マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツマッ

ピングの章をご覧ください。
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ブレンドモード

BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順序

でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。

disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。HAP

動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャンネ

ルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素に

RGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明 )を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツは、ス

トレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を考慮し

たものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度を

上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、Adobe

PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色)でアルファが0のピクセルは、最終

的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒なの

で、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透明

度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的に

暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレンド

モードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この機

能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要があります。

乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大透

明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明なピ

クセルを補正しません。
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プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラーバー

ンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結果、

常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になります。この

効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%だと50%

透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パター

ンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合され、

元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされたかの

ように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場

合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または真っ白で

ペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるのと

似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように明る

くなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。真っ

黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。
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差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どちら

の輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化はあ

りません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させま

す。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させま

す。黒でブレンドしても変化はありません。

ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。
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Colour Shift

カラーシフトプロパティを使用すると、レイヤーの出力に対してさまざまな色調補正を行うことができます。

カラーシフトオブジェクトは、ビデオレイヤ内の個々のビデオファイルに添付することもできます。

カラーシフトプロパティはビジュアルレイヤの出力に色補正を行います。

カラーシフトプロパティは：
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彩度のスケール

1に設定すると、画像に変化はありません。0に設定すると、画像の彩度が白黒に低下します。1より大きい値を設定

すると、画像の彩度が高まります。

彩度スケール(左から右 ) ：s=0、s=0.5、s=1、s=2

色相シフト

RGB制御

このプロパティは、最小 /最大レベルおよびガンマ補正の適用方法を制御します。一致に設定すると、最小値、最大

値、ガンマ値は、赤、緑、青の各チャンネルで同じになります。個別に設定すると、最小値、最大値、ガンマ値を赤、

緑、青で個別に制御できます。後者の設定では、画像に細かいカラーバランス制御を適用できます。

最小値

画像の中で最も低い輝度レベルを設定します。このレベルの画素はすべて、輝度ゼロにスケールダウンされます。この

値を上げると画像に影や暗部ができ、画像やビデオフレームの低レベル圧縮アーチファクトを低減するのに使用でき

ます。

最小値を赤、緑、青に均等に増やすとシャドウが強調され、最小値を個々のチャンネルで増やすと、その色のカラー

バランスがシフトする効果があります。例えば、赤の最小値を増加させると、画像がシアン側にシフトします。

最小値 = 00(左 )、最小値 = 96(右 )
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赤の最小値 = 0(左 )、赤の最小値 = 96(右 )

最大値

画像の中で最も高い輝度レベルを設定します。このレベルにあるすべてのピクセルは、最大レベル(つまり255)までス

ケールアップされ、この値を下げると、画像内のハイライトが明るくなります。これは、ソース画像が暗すぎる場合に有

効です。

最小値 = 255(左 ) ,最大値 = 260(右 )

最小値を255に、最大値を0に設定すると、画像 (または1つのチャンネル)が反転されます。

全反転 (左 )、赤反転 (右 )

ガンマ

ガンマを1に設定した場合、画像に変化はありません。ガンマを下げるとハイライトが明るくなり、ガンマを上げるとロー

ライトが暗くなります。明るさの最大値、最小値は変わりません。

Gガンマスケール(左から右 ) ：g=0.5、g=1、g=1.5
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Palette

これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、色

相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ローカルの

ハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静止

画ファイルを使用する必要があります。

プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。
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xCol yCol

これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値は

0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合)。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせると、

オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost

edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is

the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X value.

これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Art-Netでレイヤーを制御する

このサブチャプターでは、Art-Netでレイヤーのプロパティを制御する方法について説明します。

Art-Netでレイヤーのプロパティを制御する方法

1. レイヤーエディターを開きます。レイヤーの作成と編集については、レイヤーを使用するの章をご覧ください。

2. Art-Netを制御可能にしたいレイヤープロパティを右クリックします。小さなエディターが開きます。

3. フォーマットに従って、Art-Netの式を式テキストフィールドに入力します：

dmx:universe.channel

例：

dmx:7.19

式が承認されると、レイヤープロパティが緑色に変わります。
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Art-Netの式 ( dmx:universe:channel)は、レイヤープロパティ(この例では輝度 )をArt-Netで制御可能にするの

に使用されます。

各プロパティが0～255の範囲で動作することを前提としています。これは、輝度や赤 (最小 )などのdisguiseソフトウェ

アに含まれるプロパティでは問題ありませんが、Videoレイヤーの彩度などの他のプロパティでは、0-1の範囲のみにして

ください( 1以上の飽和度を設定することも可能ですが、推奨されません)。

レイヤープロパティが0〜1の範囲でのみ動作するようにする方法

1. 最小プロパティを0に、最大プロパティを1に設定します。

2. 無題の式のテキストフィールドに以下のArt-Net式を入力します：

(dmx:7.19/255) * (max-min) + min
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この式は、自動的に最小と最高の値を考慮に入れ、0-255の間の入力DMX値で照明デスクから完全に制

御できるようになります。

3. ライティングデスクでパラメーターのデフォルトの開始値を設定します。
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OSCでのレイヤー制御

レイヤー内のOSCの数値パラメーターーを制御するには、式を作成します：

パラメータを右クリックし、以下の構文を入力します：

osc:d3.parameterName*AValue

OSC設定のヒント

ベースアドレス：disguiseソフトウェアのベースアドレスがOSCの送信者 /アプリケーションからのOSCパスと一致すること

を確認します。

ヒント 1：disguiseソフトウェア内のベースアドレスシンタックスではレイヤー名が省略されていますが、これはOSC送信

者 /アプリケーションからのOSCパスに含まれている必要があります。

構文：/d3/レイヤー/[レイヤー_名 ]/[レイヤー_プロパティ]、例：/d3/レイヤー/ショー_イントロ/ビデオ

コンパニオン：「GenericOscSender」と「文字列の送信」を設定します。

ヒント 2：disguiseのベースアドレスは、元のレイヤー名がデフォルトになります。レイヤーにパッチを当てた後、レイヤー

の名前を変更できます。

例

例えば、ビデオレイヤ輝度を制御したい場合は、次のように入力します：

osc:d3.brightness*255
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この例ではOSCコマンドが0.0〜1.0のfloat値を生成するため、OSCの値を255倍にします。

TouchOSCの輝度スライダーに対応するシンタックスは次の通りです：

/d3/brightness
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OSCコントロールを有効にするには、まず、OSCデバイスのサブチャプターにあるように、disguiseソフトウェアでOSC入

力を設定してください。
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Layer Types Overview
For a broader overview of layers please read the layers overview topic.

Types of layers
There are five main layer types in disguiseソフトウェア: content layers, generative layers, pre-visualisation layers,

effects layers and control layers.

Content layers
The function of content layers is to play back pre-rendered content, map them onto screens and, if needed,

apply a number of effects built into the layer.

オーディオ

RenderStreamレイヤー

TestPattern

ビデオ

VideoTrigger

VirtualLineup

ウェブ

Generative layers
Generative layers are packets of algorithms inside disguiseソフトウェア that produce visuals based on a

number of animatable properties.They share some of the same properties as all the other layer types such as

the Mapping property.

Content/Audio.html
VirtualLineup.html
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バグ

シェブロン

カラー

グラデーション

レーダー

RGBColour

スキャン

ストロボ

Notch

Tennis

読み出し

Pre-visualisation layers
Pre-visualisation layers are usually used during the design and pre-production phases of the project when

accurate visualisation is required, for example animating screens or creating camera fly-throughs.

AnimateCameraControl

AnimateCameraPreset

AnimateObjectPreset

TargetControl

TargetPreset

Effects layers
Input a bitmap, a video or an output from another content layer into disguiseソフトウェアeffects layers.For

example spin, pixelate, blur images, video, or other inputs to create a new look.
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ぼかし

ChannelRouter

ColourAdjust

構成

EdgeFilter

フェード

FilmicGrain

Kaleidoscope

Lut

MotionBlur

ノイズ

PixelMap

ピクセル化

スクロール

SpinBitmap

トリガー

VideoTransition

Control layers
Control layers are technical layers that control other equipment in the show; for example DVI matrices,

switchers or unusual DMX controlled equipment.

CameraControl

コントロール

MatrixControl

DMXLightsControl

Video-Transition.htm
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DMXShare

TimecodeMode

MasterBrightness

MTC

MDC

MidiNote

開ける

OscControl

再生モード

ProjectorControl

TargetObject

TrackJump

TransportControl

TransportBrightnessLocal

TransportVolumeLocal

Legacy layers
Legacy layers are kept in the software for compatability purposes but have been replaced with more up to date

layers.

ビットマップ

レガシービデオ

Working with layers
It is highly recommended that the previous chapter Working with layers is read before reading this

chapter.This is because creating/structuring/editing layers involves many processes, for example placing key-

frames on the Key-frame editor, which are all explained in the previous chapter.

MDC.html
Content/Bitmap.html
Content/LegacyVideo.html
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オーディオ

Theオーディオ layer allows you to play audio files from disguise, without the need for embedding those files

into a video file first.

Workflow

1. Add the audio files to the audiofile folder in the disguise project folder.

2. Add an audio layer to the timeline.

3. Assign the layer an audio patch (assuming a logical audio out has already been configured).

Media
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Audio
Opens the audio file list

Mode
Normal

When the play head stops, the audio will also stop and the frame number will lock to the timeline

position.When the play head continues to play or holds at the end of a section, the audio will play

continuously.Jumping around the timeline while playing does not affect which part of the audio is being

played.

Locked

If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the audio locks to the timeline and thus

stops playing.

At End Point
Loop

When playback reaches the end of the video clip, the clip will loop immediately back to the beginning and will

start playing again from there.

Ping-pong

When playback reaches the end of the video clip, the clip will play in reverse back to the beginning.

Pause

When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.

Transition Time
The transition property specifies the dissolve time, in seconds, when switching from one audio clip to the next

on the timeline.By default, this is set to 0, so the player cuts immediately from one clip to the next.Setting this
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value to 1 causes the player to dissolve from one clip to the next over 1 second.

Audio
Volume

You can specify any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text field to set a constant volume, or open

the properties key-frame editor to fade volume in or out.

Balance

You can balance the playback of a file to either right or left by altering the value of the parameter.

Output

This controls which audio output device the audio is played to.
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ビットマップ

静止画の表示には、ビットマップレイヤーを使用するのが最も簡単な方法です。ビットマップレイヤーは、カラーレイ

ヤーとビデオレイヤーから特定のプロパティを引き継ぎます。Windowsでメディアファイルを配置する場所については、

プロジェクトのメディアファイルを配置するのページを参照してください。disguiseソフトウェアがサポートしているビデオ

ファイル形式は、対応サポートファイル形式のページをご覧ください。

注意 : リリースr13以降では、静止画にビデオレイヤーを使用するよう推奨されています。詳しくは、プロ

ジェクトのメディアファイルを配置するのページをご覧ください。

ビットマップのレイヤーは矢印の使用をサポートており、コンテンツレイヤーをビットマップレイヤーにパイピングできます。

詳しくは、矢印を使ったレイヤーの構成のページをご覧ください。
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プレビューサムネイル

このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。
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ブレンドモード

BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

輝度

このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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マッピング

マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

パレット

これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol、yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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カラーシフト

カラーシフトプロパティを使用すると、レイヤーの出力に対してさまざまな色調補正を行うことができます。

カラーシフトオブジェクトは、ビデオレイヤ内の個々のビデオファイルに添付することもできます。
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カラーシフトプロパティはビジュアルレイヤの出力に色補正を行います。

カラーシフトプロパティは：
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彩度のスケール

1に設定すると、画像に変化はありません。0に設定すると、画像の彩度が白黒に低下します。1より大きい値を設

定すると、画像の彩度が高まります。

彩度スケール(左から右 ) ：s=0、s=0.5、s=1、s=2

色相シフト

RGB制御

このプロパティは、最小 /最大レベルおよびガンマ補正の適用方法を制御します。一致に設定すると、最小値、最

大値、ガンマ値は、赤、緑、青の各チャンネルで同じになります。個別に設定すると、最小値、最大値、ガンマ値を

赤、緑、青で個別に制御できます。後者の設定では、画像に細かいカラーバランス制御を適用できます。

最小値

画像の中で最も低い輝度レベルを設定します。このレベルの画素はすべて、輝度ゼロにスケールダウンされます。こ

の値を上げると画像に影や暗部ができ、画像やビデオフレームの低レベル圧縮アーチファクトを低減するのに使用

できます。

最小値を赤、緑、青に均等に増やすとシャドウが強調され、最小値を個々のチャンネルで増やすと、その色のカ

ラーバランスがシフトする効果があります。例えば、赤の最小値を増加させると、画像がシアン側にシフトします。
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最小値 = 00(左 )、最小値 = 96(右 )

赤の最小値 = 0(左 )、赤の最小値 = 96(右 )

最大値

画像の中で最も高い輝度レベルを設定します。このレベルにあるすべてのピクセルは、最大レベル(つまり255)まで

スケールアップされ、この値を下げると、画像内のハイライトが明るくなります。これは、ソース画像が暗すぎる場合に

有効です。

最小値 = 255(左 ) ,最大値 = 260(右 )

最小値を255に、最大値を0に設定すると、画像 (または1つのチャンネル)が反転されます。

全反転 (左 )、赤反転 (右 )
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ガンマ

ガンマを1に設定した場合、画像に変化はありません。ガンマを下げるとハイライトが明るくなり、ガンマを上げると

ローライトが暗くなります。明るさの最大値、最小値は変わりません。

Gガンマスケール(左から右 ) ：g=0.5、g=1、g=1.5

移行

ビットマップレイヤーのキーフレームエディタに配置された2つの隣接するビットマップ間のクロスフェード(秒単位 )を決

定します。

スレッショルド

キーイングのしきい値。「しきい値」よりも基本色に近い色は透明度が増します。

ハードネス

キーイングの硬度。数値が小さいと透明部分と不透明部分のエッジが柔らかくなり、数値が大きいとエッジが硬くな

ります。

キーカラー rgb
キーカラーの値、0 255、キーカラーが透明になる原因となります。
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スケールモード

対象となるキャンバスの解像度と一致しない、特定の解像度のコンテンツに適用するマッピングオプションを提供し

ます。

スケール

画像の大きさを制御します。1に設定すると、画像は通常の大きさで表示されます。スケールを大きくすると画像の

サイズが大きくなり、2倍のサイズで表示するには、スケールを2に設定します。画像サイズを半分にする場合は、ス

ケールを0.5.に設定します。

アスペクト

画像のアスペクト比を制御します。1に設定すると、画像は1:1のアスペクト比で表示されます。アスペクトの値を大

きくすると、幅に対して画像の高さが大きくなります。

位置

画像の水平( x)、垂直 ( y)方向の位置を制御します。両方とも0に設定すると、画像の中心は出力キャンバスの

中央に置かれます。xを1に設定すると中心がキャンバスの左端に移動し、+1に設定すると中心がキャンバスの右

端に移動します。yを1に設定すると中心がキャンバスの上端に、+1に設定すると中心がキャンバスの下端に移動し

ます。

回転

ビットマップの回転を度単位で制御します。

切り抜き

切り抜きのプルダウン・タブには、ビットマップの端から画素を削除するための一連のプロパティ (上、左、下、右 )が

含まれています。各プロパティは、対応するエッジから削除したいピクセル数を指定します。例えば、上を10に設定
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すると、上端から10ピクセルが切り取られます。
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TestPattern
The TestPattern layer allows users to generate basic test patterns within disguiseソフトウェア.

Workflow

Create a new TestPattern layer

Assign the layer to a mapping

注意 : The test-pattern layer is unique in that it fills the entire area of the surface it’s mapped

to, thus any mapping type applied to this layer will function as a direct map.
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Define the circles & lines parameters to suit

TestPattern common layer properties

プレビューサムネイル

このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。
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ブレンドモード

BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

輝度

このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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マッピング

マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

パレット

これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol、yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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カラーシフト

カラーシフトプロパティを使用すると、レイヤーの出力に対してさまざまな色調補正を行うことができます。

カラーシフトオブジェクトは、ビデオレイヤ内の個々のビデオファイルに添付することもできます。
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カラーシフトプロパティはビジュアルレイヤの出力に色補正を行います。

カラーシフトプロパティは：
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彩度のスケール

1に設定すると、画像に変化はありません。0に設定すると、画像の彩度が白黒に低下します。1より大きい値を設

定すると、画像の彩度が高まります。

彩度スケール(左から右 ) ：s=0、s=0.5、s=1、s=2

色相シフト

RGB制御

このプロパティは、最小 /最大レベルおよびガンマ補正の適用方法を制御します。一致に設定すると、最小値、最

大値、ガンマ値は、赤、緑、青の各チャンネルで同じになります。個別に設定すると、最小値、最大値、ガンマ値を

赤、緑、青で個別に制御できます。後者の設定では、画像に細かいカラーバランス制御を適用できます。

最小値

画像の中で最も低い輝度レベルを設定します。このレベルの画素はすべて、輝度ゼロにスケールダウンされます。こ

の値を上げると画像に影や暗部ができ、画像やビデオフレームの低レベル圧縮アーチファクトを低減するのに使用

できます。

最小値を赤、緑、青に均等に増やすとシャドウが強調され、最小値を個々のチャンネルで増やすと、その色のカ

ラーバランスがシフトする効果があります。例えば、赤の最小値を増加させると、画像がシアン側にシフトします。
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最小値 = 00(左 )、最小値 = 96(右 )

赤の最小値 = 0(左 )、赤の最小値 = 96(右 )

最大値

画像の中で最も高い輝度レベルを設定します。このレベルにあるすべてのピクセルは、最大レベル(つまり255)まで

スケールアップされ、この値を下げると、画像内のハイライトが明るくなります。これは、ソース画像が暗すぎる場合に

有効です。

最小値 = 255(左 ) ,最大値 = 260(右 )

最小値を255に、最大値を0に設定すると、画像 (または1つのチャンネル)が反転されます。

全反転 (左 )、赤反転 (右 )
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ガンマ

ガンマを1に設定した場合、画像に変化はありません。ガンマを下げるとハイライトが明るくなり、ガンマを上げると

ローライトが暗くなります。明るさの最大値、最小値は変わりません。

Gガンマスケール(左から右 ) ：g=0.5、g=1、g=1.5

TestPattern layer properties

Circles
Defines whether the test pattern has circles or not.

Circle radius
Defines the radius of the circles.

Label
Defines whether to show the screen/projector label in the pattern.
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GridMode
Defines whether the pattern uses grids.

GridSpacing
Defines the spacing between the grid squares.

SubGridSpacing
Defines the spacing between the second layer of grid squares.
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ビデオ

The ビデオ layer works in the same way to the レガシービデオ layer with the only exception of the speed

property.

With the ビデオ layer it is possible to adjust the speed of the video clip whilst the clip is playing.The playback

speed will vary between the keyframe points unlike in the video layer.

プレビューサムネイル

このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。
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ブレンドモード

BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

輝度

このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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マッピング

マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

パレット

これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol、yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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カラーシフト

カラーシフトプロパティを使用すると、レイヤーの出力に対してさまざまな色調補正を行うことができます。

カラーシフトオブジェクトは、ビデオレイヤ内の個々のビデオファイルに添付することもできます。
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カラーシフトプロパティはビジュアルレイヤの出力に色補正を行います。

カラーシフトプロパティは：
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彩度のスケール

1に設定すると、画像に変化はありません。0に設定すると、画像の彩度が白黒に低下します。1より大きい値を設

定すると、画像の彩度が高まります。

彩度スケール(左から右 ) ：s=0、s=0.5、s=1、s=2

色相シフト

RGB制御

このプロパティは、最小 /最大レベルおよびガンマ補正の適用方法を制御します。一致に設定すると、最小値、最

大値、ガンマ値は、赤、緑、青の各チャンネルで同じになります。個別に設定すると、最小値、最大値、ガンマ値を

赤、緑、青で個別に制御できます。後者の設定では、画像に細かいカラーバランス制御を適用できます。

最小値

画像の中で最も低い輝度レベルを設定します。このレベルの画素はすべて、輝度ゼロにスケールダウンされます。こ

の値を上げると画像に影や暗部ができ、画像やビデオフレームの低レベル圧縮アーチファクトを低減するのに使用

できます。

最小値を赤、緑、青に均等に増やすとシャドウが強調され、最小値を個々のチャンネルで増やすと、その色のカ

ラーバランスがシフトする効果があります。例えば、赤の最小値を増加させると、画像がシアン側にシフトします。
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最小値 = 00(左 )、最小値 = 96(右 )

赤の最小値 = 0(左 )、赤の最小値 = 96(右 )

最大値

画像の中で最も高い輝度レベルを設定します。このレベルにあるすべてのピクセルは、最大レベル(つまり255)まで

スケールアップされ、この値を下げると、画像内のハイライトが明るくなります。これは、ソース画像が暗すぎる場合に

有効です。

最小値 = 255(左 ) ,最大値 = 260(右 )

最小値を255に、最大値を0に設定すると、画像 (または1つのチャンネル)が反転されます。

全反転 (左 )、赤反転 (右 )
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ガンマ

ガンマを1に設定した場合、画像に変化はありません。ガンマを下げるとハイライトが明るくなり、ガンマを上げると

ローライトが暗くなります。明るさの最大値、最小値は変わりません。

Gガンマスケール(左から右 ) ：g=0.5、g=1、g=1.5

Media
ビデオプロパティは、レイヤー上で使用するコンテンツを定義する静止画メディアファイルを指します。このプロパティを

選択するとVideoClipオブジェクトライブラリが開き、ローカルハードドライブのDxTextureフォルダに保存されている静

止画ファイルがすべて表示されます。

現在のコンテンツを変更するには：

1. ビデオを左クリックし、VideoClipオブジェクトライブラリを開きます。

2. 使用したいメディアファイルを左クリックします。

プロジェクトでメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、コンテンツをどこに配置し、disguiseソフトウェ

アでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

Speed
Selects playback speed.When this is set to 1, the video is played at its normal framerate; when set to 2, the

video is played at double speed, when set to -1, the video is played at normal framerate in reverse and so on.
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Mode
This specifies the playback mode.There are three modes; each one has a specific behaviour that is useful for

a different situation.

Normal
When the play cursor stops, the video will also stop and the frame number will lock to the timeline

position.When the cursor continues to play or holds at the end of a section, the video will play

continuously.Jumping around the timeline while playing does not affect which frame is being played.

Locked
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video frame number locks to the

timeline.When the play cursor holds at the end of a section, the video will play continuously.

At end point
This specifies what happens when playback reaches the end of the video clip.There are three options to

choose from:

Loop
When playback reaches the end of the video clip, the clip will loop immediately back to the beginning and will

start playing again from there.

Ping-pong
When playback reaches the end of the video clip, the clip will play in reverse back to the beginning.

Pause
When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.
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Transition Time
The transition property specifies the dissolve time, in seconds, when switching from one video clip to the next

on the timeline.By default, this is set to 0, so the player cuts immediately from one clip to the next.Setting this

value to 1 causes the player to dissolve from one clip to the next over 1 second.

Volume
Some video clips may contain audio.You can fill in any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text field

to set a constant volume, or open the propertys key-frame editor to fade volume in or out.

Output
If the video has an audio track, this controls which audio output device the audio is played to.

Threshold
The threshold of the keying.Colours closer than (threshold) to the key colour become transparent.

Hardness
The hardness of the keying.Lower numbers produce softer edges and higher numbers produce harder edges

between transparent and opaque areas.

Key colour rgb
The value of the key colour, 0 255, causing the key colour to become transparent.
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Scale
Controls the size of the video.

Aspect
Controls the aspect ratio of the video, higher numbers make the frame taller.

Pos xy
Position of the video; x = horizontal position, y = vertical position.0 = centre of canvas, -1 = top edge of canvas,

+1 = bottom edge

Rotation
Rotation (in degrees) of the video.

Crop left, right, top, bottom
Crops the frame from the respective edge.0 = no crop, 1 = entire frame crop.

Vignette
Adds a vignette effect by softening the edges of the crop.
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レガシービデオ

レガシービデオレイヤーは、プリレンダリングされたQuicktime動画ファイルを再生するのに使用されます。disguiseソフ

トウェアがサポートしているビデオファイル形式は、対応ファイル形式のページをご覧ください。

Windowsでメディアファイルを配置する場所については、プロジェクトページのメディアファイルを配置するのページを参

照してください。

プレビューサムネイル

このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。
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ブレンドモード

BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

輝度

このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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マッピング

マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

パレット

これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol、yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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カラーシフト

カラーシフトプロパティを使用すると、レイヤーの出力に対してさまざまな色調補正を行うことができます。

カラーシフトオブジェクトは、ビデオレイヤ内の個々のビデオファイルに添付することもできます。
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カラーシフトプロパティはビジュアルレイヤの出力に色補正を行います。

カラーシフトプロパティは：
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彩度のスケール

1に設定すると、画像に変化はありません。0に設定すると、画像の彩度が白黒に低下します。1より大きい値を設

定すると、画像の彩度が高まります。

彩度スケール(左から右 ) ：s=0、s=0.5、s=1、s=2

色相シフト

RGB制御

このプロパティは、最小 /最大レベルおよびガンマ補正の適用方法を制御します。一致に設定すると、最小値、最

大値、ガンマ値は、赤、緑、青の各チャンネルで同じになります。個別に設定すると、最小値、最大値、ガンマ値を

赤、緑、青で個別に制御できます。後者の設定では、画像に細かいカラーバランス制御を適用できます。

最小値

画像の中で最も低い輝度レベルを設定します。このレベルの画素はすべて、輝度ゼロにスケールダウンされます。こ

の値を上げると画像に影や暗部ができ、画像やビデオフレームの低レベル圧縮アーチファクトを低減するのに使用

できます。

最小値を赤、緑、青に均等に増やすとシャドウが強調され、最小値を個々のチャンネルで増やすと、その色のカ

ラーバランスがシフトする効果があります。例えば、赤の最小値を増加させると、画像がシアン側にシフトします。
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最小値 = 00(左 )、最小値 = 96(右 )

赤の最小値 = 0(左 )、赤の最小値 = 96(右 )

最大値

画像の中で最も高い輝度レベルを設定します。このレベルにあるすべてのピクセルは、最大レベル(つまり255)まで

スケールアップされ、この値を下げると、画像内のハイライトが明るくなります。これは、ソース画像が暗すぎる場合に

有効です。

最小値 = 255(左 ) ,最大値 = 260(右 )

最小値を255に、最大値を0に設定すると、画像 (または1つのチャンネル)が反転されます。

全反転 (左 )、赤反転 (右 )
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ガンマ

ガンマを1に設定した場合、画像に変化はありません。ガンマを下げるとハイライトが明るくなり、ガンマを上げると

ローライトが暗くなります。明るさの最大値、最小値は変わりません。

Gガンマスケール(左から右 ) ：g=0.5、g=1、g=1.5

メディア

ビデオプロパティは、レイヤー上で使用するコンテンツを定義する静止画メディアファイルを指します。このプロパティを

選択するとVideoClipオブジェクトライブラリが開き、ローカルハードドライブのDxTextureフォルダに保存されている静

止画ファイルがすべて表示されます。

現在のコンテンツを変更するには：

1. ビデオを左クリックし、VideoClipオブジェクトライブラリを開きます。

2. 使用したいメディアファイルを左クリックします。

プロジェクトでメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、コンテンツをどこに配置し、disguiseソフトウェ

アでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

速度

再生速度を選択します。1に設定すると通常のフレームレートで再生、2に設定すると倍速再生といった具合になり

ます。
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注意 :再生速度は、動画キーフレームエディターで動画キーフレームが出た時点で設定されます。一

度設定すると、時間の経過とともに再生速度が変化しても、再生速度は変わりません。再生速度を

変更するには、動画キーフレームエディタで、動画のサムネイルが表示された地点に速度キーフレーム

をドロップします。

モード

再生モードを指定します。3つのモードがあり、それぞれ異なる状況で有用な特定の動作をします。

通常

再生カーソルが停止すると動画も停止し、フレーム番号がタイムライン位置にロックされます。カーソルが再生を続

けているときや、区間の終わりでホールドしているときは、ビデオは連続的に再生されます。再生中にタイムラインを

移動しても、どのフレームを再生しているかは変わりません。

ロック済み

再生カーソルが再生を続けたり、セクションの最後で停止した場合、動画のフレーム番号がタイムラインにロックされ

ます。再生カーソルがセクションの終わりでホールドされた場合は、動画が連続的に再生されます。

FreeRun
カーソルを再生し続けたり、区間の終わりで停止した場合は、動画が連続的に再生されます。再生中または停止

中にタイムラインを移動しても、どのフレームを再生しているかには影響しません。

終了ポイント

再生がビデオクリップの終わりに達したときの動作を指定します。3つの選択肢から選ぶことができます：

ループ

ビデオクリップの終端まで再生すると、クリップはすぐにループして先頭に戻り、そこから再び再生を開始します。
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ピンポン

ビデオクリップ終わりまで再生すると、クリップは先頭まで逆再生されます。

一時停止

ビデオクリップの終端まで再生すると、最後のフレームで一時停止します。

移行時間

移行プロパティは、タイムライン上で1つの動画クリップから次の動画クリップに切り替わる際のディゾルブ時間をビー

ト単位で指定します。デフォルトでは 0に設定されており、プレーヤーはあるクリップから次のクリップにすぐに切り替わ

ります。この値を1に設定すると、プレーヤーは1ビートかけて1つのクリップから次のクリップにディゾルブします。

ボリューム

ビデオクリップには音声が含まれる場合があります。テキストフィールドに0( ミュート )から255(フル)の任意の数値を

記入して一定の音量を設定したり、プロパティのキーフレームエディターを開いて音量をフェードイン／アウトさせたり

できます。

出力

ビデオにオーディオトラックがある場合、どの音声出力機器に音声を再生するかを制御します。

スレッショルド

キーイングのしきい値。「しきい値」よりも基本色に近い色は透明度が増します。
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ハードネス

キーイングの硬度。数値が小さいと透明部分と不透明部分のエッジが柔らかくなり、数値が大きいとエッジが硬くな

ります。

キーカラーRGB
キーカラーの値、0 255、キーカラーが透明になる原因となります。

スケール

ビデオのサイズを制御します

アスペクト

動画のアスペクト比を制御し、数値が高いほどフレームが縦長になります。

Scale x, y
ビデオの位置 ; x =水平位置、y =垂直位置。0 =キャンバスのセンター、-1 =キャンバスの上の端、+1 =下の端

回転

映像の回転(度数 )。

左、右、上、下をクロップ

フレームをそれぞれの端から切り取ります。0 =クロップなし、1 =フレーム全体のクロップ。
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ビネット

クロップの端をソフトにすることで、ビネット効果を加えます。
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RenderStream
RenderStreamは、サードパーティのレンダリングエンジンをdisguiseソフトウェアから制御する独自のdisguiseプロトコ

ルです。

概要

RenderStreamは、サードパーティのレンダリングエンジンからdisguiseソフトウェアへのコンテンツのシーケンスと共有を

可能にします。これは、Notchがgx上で動作するのと同じですが、当社独自の外部レンダリングノードであるrx上で動

作します。

このトピックでは、Unrealエンジン、Unity、Notchで使用するRenderStreamを設定するための基本的な手順を説明

します。ここで説明した設定手順が完了すると、disguiseソフトウェアソフトウェア内のRenderStreamレイヤーを介し

て、サードパーティのレンダリングエンジンのシーケンスが可能になります。

UncompressedとCompressedの比較

RenderStreamUncompressedでは、25G Mellanoxのネットワークインターフェースを使用して、非圧縮の10bitビデ

オデータをストリーミングする必要があります。To test RenderStreamUncompressedを適切にテストするためには、

複数のマシンと指定されたネットワーク機器へのアクセスが必要です。また、RenderStream Uncompressedのテス

トには、RenderStreamSendライセンスとRenderStream Uncompressedライセンスの両方が必要です。

RenderStream Compressedは、高度なH.265圧縮により、安定したコンテンツ品質を提供します。また、高周波

圧縮を選択できるようになり、優れた信頼性のあるネットワークを介して、コンテンツの細部まで確実に表示されま

す。

プラグイン

disguiseと通信するには、UnrealエンジンとUnityの両方で、レンダーノードにプラグインのインストールが必要となりま

す。最新のプラグインについては disguise Githubをご覧ください。

../../Sequencing/Layers/Sequencing/Layers/Layer-Types/Content/RenderStream.htm
https://github.com/disguise-one
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クラスターレンダリング

警告 : クラスタレンダリングでは、同じdisguise製品レンジのレンダーノードを使用することをお勧

めします(例：すべてのrxシリーズマシン)。異なる製品レンジのマシンを混在させることは推奨さ

れておらず、サポートされていません。ただし、rxタイプとrxIIタイプを混在させることは可能です。

ここでは、クラスターレンダリングを使用することで得られるメリットをいくつかご紹介します:

1. クラスターレンダリングは、リアルタイムコンテンツを無制限にスケールアウトすることで、レンダーエンジンのコン

テンツを複数のdisguiseサーバーにまたがるようにできます。

2. 各マシンでは、最終的なコンテンツのフレームの断片をレンダリングすることで、レンダリング能力を高め、希

望の品質でコンテンツをディスプレイに表示できます。

3. クラスターレンダリングを使えば、GPUパワーを気にすることなく、最高の品質、ディテール、フレームレートで

リアルタイムコンテンツをレンダリングできます。

クラスタ・レンダリングは、disguiseソフトウェア内でRenderStreamレイヤーを使用して設定されます。
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VideoTrigger
ビデオレイヤーはレガシービデオレイヤーと同様に動作しますが、主な例外として、このレイヤーはオーディオ再生に対

応しておらず、再生モード、終了ポイント、移行時間のプロパティはありません。

プレビューサムネイル

このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。
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ブレンドモード

BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

輝度

このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。



924

マッピング

マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

パレット

これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol、yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.



928

カラーシフト

カラーシフトプロパティを使用すると、レイヤーの出力に対してさまざまな色調補正を行うことができます。

カラーシフトオブジェクトは、ビデオレイヤ内の個々のビデオファイルに添付することもできます。
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カラーシフトプロパティはビジュアルレイヤの出力に色補正を行います。

カラーシフトプロパティは：
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彩度のスケール

1に設定すると、画像に変化はありません。0に設定すると、画像の彩度が白黒に低下します。1より大きい値を設

定すると、画像の彩度が高まります。

彩度スケール(左から右 ) ：s=0、s=0.5、s=1、s=2

色相シフト

RGB制御

このプロパティは、最小 /最大レベルおよびガンマ補正の適用方法を制御します。一致に設定すると、最小値、最

大値、ガンマ値は、赤、緑、青の各チャンネルで同じになります。個別に設定すると、最小値、最大値、ガンマ値を

赤、緑、青で個別に制御できます。後者の設定では、画像に細かいカラーバランス制御を適用できます。

最小値

画像の中で最も低い輝度レベルを設定します。このレベルの画素はすべて、輝度ゼロにスケールダウンされます。こ

の値を上げると画像に影や暗部ができ、画像やビデオフレームの低レベル圧縮アーチファクトを低減するのに使用

できます。

最小値を赤、緑、青に均等に増やすとシャドウが強調され、最小値を個々のチャンネルで増やすと、その色のカ

ラーバランスがシフトする効果があります。例えば、赤の最小値を増加させると、画像がシアン側にシフトします。
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最小値 = 00(左 )、最小値 = 96(右 )

赤の最小値 = 0(左 )、赤の最小値 = 96(右 )

最大値

画像の中で最も高い輝度レベルを設定します。このレベルにあるすべてのピクセルは、最大レベル(つまり255)まで

スケールアップされ、この値を下げると、画像内のハイライトが明るくなります。これは、ソース画像が暗すぎる場合に

有効です。

最小値 = 255(左 ) ,最大値 = 260(右 )

最小値を255に、最大値を0に設定すると、画像 (または1つのチャンネル)が反転されます。

全反転 (左 )、赤反転 (右 )
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ガンマ

ガンマを1に設定した場合、画像に変化はありません。ガンマを下げるとハイライトが明るくなり、ガンマを上げると

ローライトが暗くなります。明るさの最大値、最小値は変わりません。

Gガンマスケール(左から右 ) ：g=0.5、g=1、g=1.5

メディア
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トリガー

triggerプロパティを使用すると、値が0-1( DMX照明コンソール使用時は255)から変更されたとき( OnReset)、また

は別の値に変更されたとき( OnChange)に、ビデオファイルをトリガーして再生できます。

OnResetを使用すると、コンテンツが表示されない状態に戻る前に、ビデオファイルが1回再生されます。再度ファイ

ルをトリガーしたい場合は、トリガー値を0にリセットしてから、別の値1を送信する必要があります。
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OnChangeは、トリガー値が新しい値に変更されたときにビデオファイルを再生します。

トリガー遅延時間を追加して、特定のフレームカウントまでビデオの開始を遅らせることができます。

ビデオ

ビデオプロパティは、レイヤー上で使用するコンテンツを定義する静止画メディアファイルを指します。このプロパティを

選択するとVideoClipオブジェクトライブラリが開き、ローカルハードドライブのDxTextureフォルダに保存されている静

止画ファイルがすべて表示されます。

現在のコンテンツを変更するには：

1. ビデオを左クリックし、VideoClipオブジェクトライブラリを開きます。

2. 使用したいメディアファイルを左クリックします。

プロジェクトでメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、コンテンツをどこに配置し、disguiseソフトウェ

アでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

速度

再生速度を選択します。1に設定すると通常のフレームレートで再生、2に設定すると倍速再生、-1に設定すると

通常のフレームレートでの逆再生、といった具合になります。

カラーシフト

ビデオトリガーレイヤーのカラーマネージメントコントロール。

キーイング

キーイングのしきい値。「しきい値」よりも基本色に近い色は透明度が増します。
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ハードネス

キーイングの硬度。数値が小さいと透明部分と不透明部分のエッジが柔らかくなり、数値が大きいとエッジが硬くな

ります。

キーカラー rgb
キーカラーの値、0 255、キーカラーが透明になる原因となります。

サイズ

映像のサイズを制御します。

Scale x, y
ビデオのアスペクト比を制御し、数値が高いほどフレームは縦長になります。

位置 xy
ビデオの位置 ; x =水平位置、y =垂直位置。0 =キャンバスのセンター、-1 =キャンバスの上の端、+1 =下の端

回転

映像の回転(度数 )。

左、右、上、下をクロップ

フレームをそれぞれの端から切り取ります。0 =クロップなし、1 =フレーム全体のクロップ。
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ウェブ

Theウェブ layer provides the ability to render HTML5 webpages as content in disguiseソフトウェア.However,

disguise goes further and allows you to 'hook' and integrate your web pages to the time.

Key features of theウェブ layer

Bookmarks for navigation (with thumbnails)

Ability to send ‘Javascript Commands’ to the open web page (see field called Command) –

i.e.PageTransitions.nextPage(2, 1)

Ability to send 5 custom timeline float values into the page via JavaScript.Provides the ability to

animate items in your web page in sequence with the timeline, or change font sizes.

Ability to send various standard timeline clock information into the page via JavaScript

Support for transparent background pages.E.g.body { background-color: rgba(0, 0, 0, 0); }, hence

allowing you to composite items into disguise (like a twitter feed).

Support for simple user interaction with the page from disguiseソフトウェア3 (see the ‘Interact’ button at

the top of the Web Layer).

Locally hosted HTML5 pages

Browser feature support
The browser has the following attributes:
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Utilises software renderer (as disguiseソフトウェアhas exclusive lock of the GPU)

Browsers are 'sand boxed' in separate processes to prevent negative impact on disguiseソフトウェア

Supports HTML5

Utilises WebKit -> Based off Chromium (check "about:version" URL for exact version using this path:

Interact → URL: “about:version” → go)

Adobe Flash is not supported, but the system is capable of running limited Flash Plugin

functionality.Flash must be installed independently on the machine in question.

WebGL is not supported

three.js and other libraries that utilise hardware GPU rendering are not supported

警告 : Layer instances reset every time universal crossfade is triggered.This means that

web layers will fade out/into themselves even if the same page is used across sections.

プレビューサムネイル

このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。
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ブレンドモード

BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：



940

ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

輝度

このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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マッピング

マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

パレット

これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol、yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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カラーシフト

カラーシフトプロパティを使用すると、レイヤーの出力に対してさまざまな色調補正を行うことができます。

カラーシフトオブジェクトは、ビデオレイヤ内の個々のビデオファイルに添付することもできます。
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カラーシフトプロパティはビジュアルレイヤの出力に色補正を行います。

カラーシフトプロパティは：
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彩度のスケール

1に設定すると、画像に変化はありません。0に設定すると、画像の彩度が白黒に低下します。1より大きい値を設

定すると、画像の彩度が高まります。

彩度スケール(左から右 ) ：s=0、s=0.5、s=1、s=2

色相シフト

RGB制御

このプロパティは、最小 /最大レベルおよびガンマ補正の適用方法を制御します。一致に設定すると、最小値、最

大値、ガンマ値は、赤、緑、青の各チャンネルで同じになります。個別に設定すると、最小値、最大値、ガンマ値を

赤、緑、青で個別に制御できます。後者の設定では、画像に細かいカラーバランス制御を適用できます。

最小値

画像の中で最も低い輝度レベルを設定します。このレベルの画素はすべて、輝度ゼロにスケールダウンされます。こ

の値を上げると画像に影や暗部ができ、画像やビデオフレームの低レベル圧縮アーチファクトを低減するのに使用

できます。

最小値を赤、緑、青に均等に増やすとシャドウが強調され、最小値を個々のチャンネルで増やすと、その色のカ

ラーバランスがシフトする効果があります。例えば、赤の最小値を増加させると、画像がシアン側にシフトします。
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最小値 = 00(左 )、最小値 = 96(右 )

赤の最小値 = 0(左 )、赤の最小値 = 96(右 )

最大値

画像の中で最も高い輝度レベルを設定します。このレベルにあるすべてのピクセルは、最大レベル(つまり255)まで

スケールアップされ、この値を下げると、画像内のハイライトが明るくなります。これは、ソース画像が暗すぎる場合に

有効です。

最小値 = 255(左 ) ,最大値 = 260(右 )

最小値を255に、最大値を0に設定すると、画像 (または1つのチャンネル)が反転されます。

全反転 (左 )、赤反転 (右 )
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ガンマ

ガンマを1に設定した場合、画像に変化はありません。ガンマを下げるとハイライトが明るくなり、ガンマを上げると

ローライトが暗くなります。明るさの最大値、最小値は変わりません。

Gガンマスケール(左から右 ) ：g=0.5、g=1、g=1.5

Interact
Opens an interaction window so that you can control the web page in real time.

Bookmark
The bookmark for the web page you wish to browse.If you change the bookmark along the timeline, the new

webpage will load in the background and then be presented.

Command
The Javascript command you wish to issue.You can fire commands along a timeline that manipulate the site,

such as turning the page, etc.

Size
Two modes:



953

Match Mapping - this sets the size of the website canvas to match that of the Mapping it is being applied to.

Custom - allows you to manually set the size (Width/Height) of the web browser.The browser canvas will then

be scaled up to match the Mapping.

Custom Parameters
Name X: The name of the JavaScript function you wish to call every frame.The function name in Javascript will

be d3.customParam1(x)

Value X: The value you wish to pass into the JavaScript function.

Clear Cache
Clears the web browsers cache

Reset Browser
Tears down and resets the web browsing session

Bookmarks
Bookmarks are the way you select your web layers content.

The options in a bookmark are:

URL
This address can be a web address or file address.
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Web addresses are prefixed with http:// or https://

File addresses relate to HTML5 files contained within your d3 project folder structure.All locally stored

html5 files should be under project_folder/objects/Web/sub_folder.For example, a sample page is

located in every new project at "file:///sample pages/slide heading.html".

注意 : To check the chromium version on your machine, create a web bookmark that points

to chrome://version/

Background
The web layer is capable of rendering pages with transparent backgrounds to allow you to composite, or with

white backgrounds.

For transparent backgrounds to function correctly, the web page must set its background to be transparent.

Example CSS:

body { background-color: rgba(0, 0, 0, 0); }

Zoom
Allows you to text zoom with correctly rendered fonts.This is similar to pressing Ctrl+/- in a regular browser.

Interact
You are able to directly interact with web pages using a small browser.To open the browser, click the interact

button.

While this window has focus, you are able to interact with the webpage including:

Typing

Clicking links

Scrolling with the mouse wheel
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You can change the size of the interaction window with the Scale or 50%/100% buttons.

JavaScript Commands
Creating JS commands is very straightforward.

1. Create a JS Command and fill in the javascript you want executed in the browser.

2. Place the command on the timeline at the time you want it executed.

When the timeline is playing and crosses over the keyframe for the command, it will be executed.

JavaScript Functions
The Web layer contains five pairs of Name/Value.

Every frame disguise will call a function in your web page with ‘Name’ entered in that string (in the ‘d3.’

namespace), passing it a single float ‘Value’.

d3.customParam1(1.0)

Essentially disguise is 'pushing' the data into your webpage.

You can then write the corresponding function to do with as you please.NB: functions must be in the d3

namespace.

var d3 = {

customParam1: function(myVal)

{

/* Do something with myVal */

}

}

You can download an example project using JS/HTML from our Resources page in the Web Interaction

section at this link.

https://download.disguise.one/#resources
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Standard JavaScript Functions
These javascript functions are designed to allow the web page to respond to changes to the disguise

timeline.They are called every frame on the web browser.If the HTML5 page has been coded to respond to

these functions, then it will accordingly.

d3.lockedTime(float) -- Time in beats within the current layer.

d3.normalTime(float) -- Time in beats within the current layer, but carries on counting up.(See video

player behaviour to get the idea)

d3.globalTime(float) -- Time in beats within the whole track

d3.bpm(float) -- Current BPM of the track

d3.status(string) -- Provides the play head status.Either: "playing", "holding", "stopped"

d3.dmxUniverses(array[int], array[array[int]]) -- Provides a dump of the universes selected

in the layer editor

Proprietary video codecs (like h264) are not supported currently.
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CameraControl
The CameraControl layer controls Sony Visca Cameras configuration.

CameraControl layer properties
Camera
The camera object to use.

Command
The camera command to send.

Creating/sequencing CameraControl commands

The process used to create/sequence CameraControl commands is done by placing key-frames onto the

Command key-frame editor, and is therefore the same as any other layer type that uses key-frame editors, for

example the AnimateCameraPreset layer.For an example on how to create and animate key-frames using the

key-frame editor please follow the step-by-step instructions in the AnimateCameraPreset sub-chapter.

There are three types of CameraControl commands:
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Editing CameraControl commands
Each CameraControl command type opens a specific camera command editor.

CameraConfig editor
Zoom : sets the cameras zoom, 0 100%

Focus : sets the cameras focus, 0 100%

Exposure mode : sets the exposure mode to auto, manual, iris or shutter.

Shutter : sets the shutter value, 0 100%.Only valid in shutter mode.

Iris : sets iris value, 0 100%.Only valid in iris mode.

Gain : sets the cameras gain, 0 100%.

Pan : sets the cameras pan, in degrees.

Tilt : sets the cameras tilt, in degrees.
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Camera Focus
sets the cameras focus, 0 100%

CameraOnOff editor
Switch : turns the camera on or off .

CameraRecallPreset editor
Preset : sets the preset number assigned to the Sony Visca Camera.A Sony Visca Camera can have up to

four presets.
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コントロール

The コントロール layer is tool for executing custom commands on 3rd party products via the following

protocols - Serial, Telnet or UDP.

Theコントロール layer allow for the definition of custom commands that can be sequenced on the timeline to

perform functions at certain times.The custom commands are command strings which can be written in normal

character format (ASCII) or in Hex.

Command
The selected command to be executed at this point on the timeline.

The variable to be passed into the command, if the command syntax contains the use of variables.The values

can be sequenced on the timeline.Use Auto Resend to control when values are sent.

Auto resend
When set to 'On' the command will be executed everytime the variable changes, as well as on normal

command issuing.

Control Device
The protocol device through which the command should be issued, either a Serial, Telnet or UDP device.

注意 : Ensure you that your protocol device is in the Device manager.Often it is better to create the

devices from the manager and then select them in your layers, to avoid confusion.

Command Syntax



961

Commands are made up of a string.The string can be ascii or hex.The \ escape character is used to send

special data.

The command can contain a variable set in the Control Layer, which is a timelined event.

Special

Characters
Description

\$ Variable value as string

\% Variable value as binary byte

\13 Carriage return

\10 New Line

\xYY Send YY as hex value, example, \xF5

\
Send special ASCII character (0-255).Used to send characthers outside the normal range, e.g 1-31, 96 and

up.Example, \37 will send '%' character.

A useful ASCII/Hex lookup table can be found here, http://www.ascii-code.com/.

Ascii examples

To send the command "START 568" followed by the enter key we would use the command

string: START 568\13

To send the command "CUE XXX" where XXX is the variable value, we would use the command

string: CUE \$

http://www.asciitable.com/
http://www.ascii-code.com/
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Hex examples

To send the byte values of 42, 62, 93 in sequence, you would use the string: \x2A\x3E\5D

If you wished for the last value to be the variable value in a byte/uchar fashion you would

use: \x2A\x3E\%

Real World Example
To control a Lightware matrix you would use the following examples:

Load preset (using a variable) via telnet: {%\$}

To route a particular input (using a variable) to output 1: {1@\$}
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DMXLightsControl
The DMXLightsControl layer can add DMX commands and animate their values using a key-frame editor.

警告 : the DMXLightsControl layer can only output DMX when a DMX device is set

up.See DMX devices for information on setting up a device.

DMXLightsControl layer properties

Dmx Command 1-8
The DMX command to send.

The image above shows that the DMXLightsControl layer has eight dmx command properties.By left-clicking

the property a key-frame editor will open.It is important to note that only one DMX command can be added per

key-frame editor, so a maximum of eight different DMX commands can be added in one DMXLightsControl

layer.

However, multiple DMXLightsControl layers can each contain a set of specific DMX commands.For example,

one DMXLightsControl layer can include DMX commands that control the beam effects of a particular fixture,

whilst another DMXLightsControl layer can control the strobe options, etc.
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Value 1-8
The animated value to substitute into the command.

The image below shows that the gobo DMX command is set to send a value of 128 on channel 8 to the mac2k

lighting fixtures.However, by using the Value 1 key-frame editor, as shown in the image above, the value of the

gobo DMX command is able to change over time.

Creating DMXLightsControl commands

The process used to create DMX commands is done by placing key-frames onto the Dmx Command key-

frame editor, and is therefore the same as any other layer type that uses key-frame editors, for example the

AnimateCameraPreset layer.For an example on how to create and place key-frames using the key-frame

editor please follow the step-by-step instructions in the AnimateCameraPreset topic.

Editing DMXLightsControl commands

Right-click a DMX command from the DmxCommands manager to open the DmxCommands editor.

Lamp or fixture commands require you to send a particular value on a particular channel to, for example,

control the focus, iris or gobo.These commands are created using the DmxCommands manager which

displays a list of all of your DMX commands, and configured using the DmxCommands editor inside the driver

editor of the fixture.Therefore for information on the properties of the DmxCommands editor please scroll

down to the section DmxCommand in the GenericLampDrivers section.
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DMXShare
The DMXShare layer enables you to specify whether you want to:

control all DMX channels from disguiseソフトウェア

control the colour of the DMX fixture only

control the position and orientation of the DMX fixture only

The advantage of the DMXShare layer is that in some shows you may want to control lights using both a

conventional lighting desk and disguiseソフトウェア.For example, disguise is an extremely useful tool for creating

pixel mapping content for the lights using the advanced content mapping system, but also for sequencing lights

exactly to the beat by quantising an audio track.The disguise software is also very good for controlling the

movements of groups of lights.However, lighting desks give you more control over the movement of individual

lights and are specialised to control lights very quickly.Based on these facts, there is a requirement to share the

control of the lights between disguiseソフトウェアand a lighting desk.

DMXShare layer properties

Output
Controls what properties of a DMX fixture disguiseソフトウェア should control and output.Options are all control

all properties of the fixture; colour only control the colour of the fixture only; and position only control the

position and orientation of the fixture only (applies to moving head fixtures).

Enable blackout
Controls whether the DMX fixture/screen is muted (blacked out) from within disguiseソフトウェア.

For advice on what hardware to use for merging DMX, please contact the Support team.

mailto:support@disguise.one
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MatrixControl
The MatrixControl layer allows you to animate matrix presets on the Timeline.Currently, disguiseソフトウェア

has built in matrix devices for a number of matrices.

MatrixControl layer properties
Matrix
The matrix device you want to control.

Command
The preset you want to trigger.
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Creating & sequencing MatrixControl commands

The process used to create/sequence DVI matrix presets is done by placing keyframes onto the Command

keyframe editor, and is therefore the same as any other layer type that uses keyframe editors, for example the

AnimateCameraPreset layer.

There are three types of matrix presets:

Editing MatrixControl commands
Each MatrixControl command type opens a specific command editor.

MatrixCommandAutoTrans
Transition with a specified transition time .Only applicable for the Barco Encore.

MatrixCommandCut
Transitions with a hard cut.Only applicable for the Barco Encore.
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MatrixCommandPreset
Changes the preset of the matrix.This will only work if you already configured a DVI matrix.

Using the MatrixControl layer

1. First, create a new matrix device in the Device manager, for example Lightware matrix or

BarcoMatrixPro.Make sure the ip-address of the matrix device is in the same network as your

Director/Actor network.

2. Create a new MatrixControl layer.

3. Choose the matrix device you just created.

4. Create a new command.For a matrix preset, choose the MatrixCommandPreset

5. Type in the number of the preset.

6. To animate presets, drag and drop them onto the keyframe editor.
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TimecodeMode
The TimecodeMode layer allows you to control whether disguiseソフトウェア is chasing timecode or

ignoring timecode.If it is set to default then the TimecodeMode layer will have no effect.

The layer allows you to change between the following timecode modes:

Default - The layer will have no effect.

Ignore - The layer will ignore incoming timecode for the duration of where the layer covers.

Chase - The layer will chase timecode.The chase mode is effectively saying "The timecode tags on this area of

the timeline will be triggered".
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MasterBrightness
The MasterBrightness layer allows you to control the output (master) brightness of a number of layers

without having to individually change their brightness levels.You can also use it to control the output

brightness of any Screen or collection of Screens.

警告 : once the master brightness of a screen is set, it will retain that value until another

MasterBrightness layer resets it.A common mistake is to set the master brightness of a

screen to 0, then jump to another part of the timeline without a MasterBrightness layer

and wonder why there is no output on the screen.For this reason, the use of the

MasterBrightness layer is discouraged except in emergencies.

As you can see below, the output brightness is only visualised in the Output Feeds level.
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MasterBrightness layer properties

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。
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レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。

Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。
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MidiNote
The MidiNote layer sends a midi note.

MidiNote layer properties
Device
The midi port to use.

Channel (1-base)
The channel to send the note.

Note
The note to send, in decimal format.

Velocity
The velocity value of the note.
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MTC
The MTC layer allows you to output MIDI timecode in a controlled way so that external devices such as

lighting desks can be synchronised precisely with events on the timeline.

The MTC layer lets you set a timecode start value from the time posititon on the timeline, a frames-per-second

value and an output device.When the play cursor first enters the extent of the layer, disguiseソフトウェア starts a

clock at the value specified and then outputs timecode as long as the play cursor remains under the layer

extent.

If moving the play cursor away from under the extent of the layer will stop the output clock.When the play cursor

re-enters the layer extent, the clock will restart.

MTC Layer Properties
iDevice
This specifies the index of the MIDI device used to output timecode.In the standard disguise machine, this

should always be set to AIO Midi.The other option is Microsoft GS Wavetable Synth .

Type
Choose from the following options: 24, 25, or 30 frames per second.
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Start Hour, Min, Sec, Frame
This specifies the start time of the output clock.Whenever the play cursor enters the layer extent, the output

clock is reset to this value.

Play mode
There are two options:

Locked: sets the timecode value to the position of the play cursor on the Timeline.

Normal: allows the time to ticks upwards regardless of cursor position on the Timeline.For example, if the play

mode is set to Play-to-end-of-section, where the Play cursor will only progress until it reaches the end of a

section (i.e.just before the next cue point) and disguise enters in a holding state, the time code will still tick

upwards.
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開ける

The開ける layer is the Swiss army knife of layers.It allows you to control any property of any object in

disguiseソフトウェア, even if that object was not previously animatable using a Key-frame editor.This ability

to use a Key-frame editor for properties which were not previously animatable is the key advantage of the

開ける layer.

警告 : use the開ける layer carefully.A common mistake is to have a short開ける layer on

the Timeline that changes the value of that property and then move the play cursor

somewhere else on the Timeline.You might, for example, change the output master

brightness to 0, then move the cursor to another location and wonder why there is no

output.

When you first create an開ける layer, all you will see is a title bar, with no properties beneath it.

To control a property of another object:

1. Right-click an object to open its object editor, in this example Screen 1.

2. If you want to open multiple editors click Ctrl on the objects of interest.

3. Hold down Alt, left-click and drag from the Open layer title bar, you will see a white arrow appear.For

more information on Arrows please see the Composing layers with Arrows topic.
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4. Drag the arrow-head over the property you want to control, in this example scale .

5. Release the mouse button and Alt ; the Open layer now has a new property named after the property

you dragged the arrow to.By left-clicking the property a key-frame editor will open.This can be used to

animate the property.
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Scale property has now become a property of the Open layer
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OscControl
The OscControl layer is a tool for sending custom commands to 3rd party products via Open Sound Control

(OSC).

The OscControl layer allows for the definition of custom commands that can be sequenced on the timeline to

perform functions at certain times.The custom commands are OSC messages defined by a fixed OSC address

and any amount of OSC arguments (Integer, Float, String, Blob).

Command
The selected command to be executed at this point on the timeline.

Variable 1-4
The variable to be passed into the command, if the command syntax contains the use of variables.The values

can be sequenced on the timeline.Use Auto Resend to control when values are sent.

Auto resend
When set to 'On' the command will be executed everytime the variable changes, as well as on normal

command issuing.

OSC Device
The protocol device through which the command should be issued, either a Serial, Telnet or UDP device.

注意 : Ensure you that your protocol device is in the Device manager.Often it is better to create the

devices from the manager and then select them in your layers, to avoid confusion.
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Command Syntax
Commands are made up of an OSC address and any number of OSC arguments.The arguments have a type

(Integer, Float, String or Blob) and a string value.

The string value of Integer and Float arguments can contain a variable set in the Control Layer, which is a

timelined event, or a fixed numerical value.$1 through $4 define which variable to use.

The string value of a Blob argument should be in hex.
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再生モード

The再生モード layer overrides the current play mode set in the Timeline.

再生モード Properties
Play Mode
The play mode to be in. The options are:

Any : this mode has no effect; the current play mode specified in the Timeline will not be overridden.

Play: this mode does not respect section boundaries; when the end of a section is reached, the cursor

continues into the next section, stopping only at the end of the track.

Play to end of section: in this mode the Play cursor will only progress until it reaches the end of a section

(i.e.just before the next cue point).

Loop section: in this mode,the Play cursor will progress until it reaches the end of a section, i.e.just before the

next cue point.At this point, the cursor will loop back immediately to the beginning of the section and will

continue playing from there.

For more information on these play modes see the sub-chapter Navigating the Timeline.
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ProjectorControl
The ProjectorControl layer animates projector parameters in the stage, and in turn, those parameters can

be output to real projectors.

ProjectorControl layer properties
Mapping
The projector(s) being controlled by the layer.

Presets
The preset the projector(s) get their data from.

Creating a preset
The preferred workflow is to create presets in the projector control editor, as detailed in the projector control

device topic.However, this functionality can also be achieved directly through the layer if required.

1. Open the ProjectorControl layer.

2. Choose which mapping (group of projectors) you wish to control using the mapping property.

3. Left click the presets parameter.

4. The presets manager will open.

5. In the New projectorpresets field enter a name for the preset.For example, position 1.
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6. Add the desired projectors to the preset using the + and - buttons in the preset editor.

7. Choose values for their Pan/Tilt, Focus, Zoom, Lens Shift (V/H), Intensity, Recall and Configuration

properties.

Outputting to a projector
Once your ProjectorControl layer is animating projectors, the output to the physical projector is controlled via

the ProjectorControl device.
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TrackJump
The TrackJump layer allows you to automatically jump between tracks.This can be useful in situations

where you have a permanent or semi-permanent fixed installation that needs to continue running all day,

switching from one track to the next or jumping between sections within the same track.

This layer works as follows: whenever the play cursor enters the extent of the layer and the cursor continues to

move forward (and thus does not stop), disguiseソフトウェアwill jump to the track and section specified in the

TrackJump layer and perform the specified action.

TrackJump Layer Properties
Track
This specifies which track disguiseソフトウェア should jump to.If set to None or left empty, no track jump is

issued and disguiseソフトウェア stays in the same track.

Section
This specifies which section number disguiseソフトウェア should jump to; 0 means jump to the first section.

Play mode
This specifies the transport control mode that disguiseソフトウェア should enter when jumping to its

destination.The options to choose from are stop, play, play-to-end-of-section, and loop section.
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TransportControl
The TransportControl layer is tool for triggering secondary transports from another transport.

The TransportControl layer is used for triggering other transports from the timeline.One important factor to be

aware of with this layer, is that it cannot control it's own transport.Use of this layer requires multiple transport

managers, assigned to a differentセットリスト with different sets of tracks within eachセットリスト .

TransportControl properties
Transport - defines the transport manager that should be triggered (cannot be the transport manager that

contains the track that this layer is on).

Command - Allows for sequencing of TransportJumpCommand keyframe objects.This object specifies the

Command (Play, Play to end of section, Loop section and Stop), the track to target, the location within the

track (by specifying a cue number or timecode tag) and a crossfade duration.

Trigger - Defines whether the command is triggered Always or When playing.
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TransportBrightnessLocal
The TransportBrightnessLocal layer replaces the need to use the開ける layer to control the master

brightness via keyframes changes on a track.The layer will work whenever it is on a track which is being

played by the currently active Transport.
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TransportVolumeLocal
The TransportVolumeLocal layer replaces the need to use the open layer to control the master volume

control via keyframes changes on a track.The layer will work whenever it is on a track which is being

played by the currently active Transport.
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ぼかし

Theぼかし layer blurs the content coming from another layers output.

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。

The Blur layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Blur layer.For more

information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.
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Common Layer Properties
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：

ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま
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す。

乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。

ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か
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255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

ぼかし layer properties
Radius
The amplitude of the blur effect.Default value is 6.The min/max values are 0 and 50.Decreasing the value from

6 to 0 will sharpen the content, whilst increasing the value from 6 to 50 will gradually amplify the blurriness of

the content.

BlurMask
Applies blur based on a gray-scale still image.White areas will generate maximum blur; black areas will ignore

blur.
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ChannelRouter
The ChannelRouter layer creates an RGBA image made up from any combination of the RGBA

components from up to two input sources.This can be used to correct problems with a source image, to

verify the components of the input sources or for many artistic purposes.

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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注意 : The order and direction of arrowing between layers is important.Drag a pipe from the content

source layer into the ChannelRouter layer to achieve the result shown in the image.

Potential uses for the ChannelRouter Layer

Alpha channel substitution

Take the alpha from one input and apply it to the other.This can be used for artistic masking effects.

(Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green, B=Source 1 Blue, A=Source 2 Alpha

Alpha channel removal

Remove the alpha channel from a source image by setting the layer's alpha component to a constant

value of 1.Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green, B=Source 1 Blue, A=Constant 1

Synthesising an alpha channel

Input sources that you require to have an alpha channel but do not can often have satisfactory alpha

channels synthesised from their luma channel.Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green,

B=Source 1 Blue, A=Luma 1

Channel correction

An image supplied in BGR format can be fixed by rearranging it to RGB.Settings: R=Source 1 Blue,

G=Source 1 Green, B=Source 1 Red, A=Alpha 1

Image debugging

Separately view each component from an input source to verify that they are all appear as

expected.Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Red, B=Source 1 Red, A=Constant 1
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Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：



1003

ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

R Component
Determines which input component appears in the red channel of the layer's output.

G Component
Determines which input component appears in the green channel of the layer's output.

B Component
Determines which input component appears in the blue channel of the layer's output.

A Component
Determines which input component appears in the alpha channel of the layer's output.

The value for each of the four component properties above can be selected from the following list:

Source 1 Red - Red component of source 1

Source 1 Green - Green component of source 1

Source 1 Blue - Blue component of source 1

Source 1 Alpha - Alpha component of source 1

Source 1 Luma - Luma (effectively similar to greyscale) value of source 1

Source 1 Max RGB - Strongest of source 1's red, green and blue components
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Source 1 Min RGB - Weakest of source 1's red, green and blue components

Source 2 Red - Red component of source 2

Source 2 Green - Green component of source 2

Source 2 Blue - Blue component of source 2

Source 2 Alpha - Alpha component of source 2

Source 2 Luma - Luma (effectively similar to greyscale) value of source 2

Source 2 Max RGB - Strongest of source 2's red, green and blue components

Source 2 Min RGB - Weakest of source 2's red, green and blue components

Constant 0 - A constant value of 0

Constant 1 - A constant value of 1
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ColourAdjust
The ColourAdjust layer is best suited to changing colour properties in a familiar set values.

Overview

The ColourAdjust layer is designed to control white balance and tint either through presets or discrete amounts.

Workflow
すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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1. Add a ColourAdjust layer to your track.For more information about adding layers see creating layers.

2. Arrow from your media layer to the ColourAdjust layer so the compositing order looks something like the

following image.

ビデオ layer piped into a ColourAdjust layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

3. Adjust the ColourAdjust layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

White balance preset
This property defines which White balance preset is used.

The following options are available.

None

Custom

Daylight

Shade

Cloudy

Tungsten

Florescent

Flash

Once you have selected a preset, you cannot keyframe Kelvin & Tint.

Kelvin
This property controls the Kelvin in degrees kelvin.
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Tint
This property controls tint and allows you to fine-tune the green/magenta balance.The scale on the slider

represents the actual Kelvin value, which is subject to slight variations from camera to camera.

Contrast
This property controls contrast.

Brightness
This property controls brightness.

Saturation
This property controls saturation.

Levels
Levels is a tool in the ColourAdjust layer which can move and stretch the brightness levels of an image

histogram.It has the power to adjust brightness, contrast, and tonal range by specifying the location of

complete black, complete white, and midtones in a histogram.Since every piece of content's histogram is

unique, there is no single way to adjust the levels for all your content.A proper understanding of how to adjust

the levels of an image histogram will help you better represent tones in the final image.



1022

構成

The構成 layer takes multiple inputs, for example live camera input, and composes the inputs next to each

other on a screen.The構成 layer can also blur the edges between the inputs enabling seamless edges.

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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The Compose layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Compose layer.For

more information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Using the Compose layer

1. Create the input layers.These can be any content layer ( Bitmap layer, Video layer , Video Transition

layer, or a combination).For the example here we are using Bitmap layers.

../Content/Bitmap.html
../Content/LegacyVideo.html
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Content layers, in this example four Bitmap layers, will be used as input into a Compose layer

2. Edit the content layers properties as you wish.The content layers used in this example have had their

Colour Shift properties edited.For more information on editing Colour Shift properties scroll down to

the section Colour Shift in the Common layer properties chapter.

3. Create a Direct mapping with the same resolution as the source content.For example, if the image in

the Bitmap layer is 256x256 pixels, create a Direct mapping type with a 256x256 resolution . As the

mapping type only acts as a temporary container which is piped into the Compose layer, there is no

need to add a screen.

4. Create a Compose layer.Make sure this layer is positioned at the top of your layer order.

The Compose layer should be positioned at the top of the input layers

5. Drag an Arrow from each input layer into the Compose layer.For information on Arrows please see the

sub-chapter Composing layers using arrows.In the Compose layers preview window you can now

see the inputs composed next to each other.
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Input layers piped into the Compose layer using Arrows and mapped onto Screen1 using a Direct

mapping

6. Edit the Compose layer properties as you wish.It is also possible to blur the edges between the inputs

enabling seamless edges, as shown in the first image of this sub-chapter.

Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。



1030

ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Horizontal shift
Moves the composed content left or right.

Rotation speed
Adjusts the horizontal rotation speed of the content.
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Vertical shift
Moves the content up or down.

Blend border
Adjusts the blending level between the input sources.

Source 1,2,3,4
Adjust what inputs to show, hide or partially show.When you set the value to 1, it shows the input, 0 hides the

input.As inputs are being hidden, note that disguiseソフトウェアmaintains the aspect and therefore scales the

inputs on the screen.
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EdgeFilter
The EdgeFilter layer filter can be used to detect the edges within a video/bitmap.

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。

By adjusting the stength parameter you can change how the layer affects the image.Setting the stength to 0 will

have no effect.Setting the strength to 1 will highlight the edges and exclude the rest of the image.Setting the

strength to -1 will exclude the edges and highlight the rest of the image.
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EdgeFilter layer set to 0.
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EdgeFilter layer set to 1.
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EdgeFilter layer set to -1.

Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Strength
Strength controls how strong the edge filter is applied.
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フェード

The フェード layer allows control of the brightness of all screens within a mapping.

Overview
Theフェード layer allows control of the brightness of all screens within a mapping.

Fade Layer Properties
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Group 0..7

The mapping to use as the group.

Fade 0..7

The brightness of all layers outputting to the mapping.0 is black, 1 is maximum brightness.The example above

shows the Fade layer being used to fade the brightness of two screens.

Colour x, colour y, and fade are applied to all screens within all groups.

Common Layer Properties
Brightness

This property (which appears as a light bulb icon) controls the brightness of the layer output.

Palette

This points to the still image file that defines the bitmap from which the tint colour is taken.

The default palette ( HSVPAL ) consists of the complete range of hues and saturations.Selecting this property

will open the Texture object library, which shows all of the still image files saved on your local hard-drive in

the DxTexture folder.

To control the location within the current palette bitmap, and thus control the colour, you have to edit

the Colour X and Colour Y values.

To change the current palette bitmap:

1. Left-click palette to open the Texture object library.

2. Left-click the still image file you want to use for the palette bitmap.

Colour X , Colour Y
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These properties control the coordinates within the current palette bitmap where the output colour is sampled

from.The default value is 0,0 which points at the color white (if you are using the HSVPAL palette).Multiplying

white with the colors of the chosen content simply generates the original content colors.

Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the rightmost edge.

Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.For example, to

saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X value.

These coordinates refer to the color red in the palette which is being multiplied with the colors of the existing

content.When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls

hue.
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FilmicGrain

Overview

The FilmicGrain layer is designed to add animated, film grain style noise to a piece of content.

Workflow
すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。

1. Add a FilmicGrain layer to your track.For more information about adding layers see creating layers.

2. Arrow from your media layer to the FilmicGrain layer so the compositing order looks something like the

following image.
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ビデオ layer piped into a FilmicGrain layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

3. Adjust the FilmicGrain layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Amount
This property controls the amount grain added to the original content.

Luma blend
This property controls the Luma blend.The luma controls whether the grain is applied to the mid tones only

and not applied in bright highlights.In other words, if it is white, there will be no grain whereas if it is very dark

content then it will have lots of grain.



1062

Kaleidoscope
The Kaleidoscope effect layer can be used to create Kaleidoscope style patterns when it is composed with

another content layer.

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。



1068

ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。



1070



1071

disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Repeat count
The number of times the content is repeated in the pattern

Zoom
Increase value to zoom in on the content

Source rotation offset
Increase value to rotate the content offset

Source rotation speed
The speed of the rotation of the content

Rotation offset
The rotation offset for the kaleidoscope effect

Rotation speed
The rotation speed of the kaleidoscope effect



1072

Lut
The Lut layer allow you to take .cube files and use them to alter the colour grade of content.

Overview

The Lut layer is designed to create movie style looks & for technical Luts to support conversion workflows.Lut

files are commonly created and exported from image editing programs and have a .cube file extension.

Workflow
すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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1. Add your Lut files to the LutFile folder inside your project folder.The LutFile folder is contained within the

Objects folder.For more information see placing media files.

2. Add a Lut layer to your track.For more information about adding layers see creating layers.

3. Arrow from your media layer to the Lut layer so the compositing order looks something like the following

image.

ビデオ layer piped into a Lut layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

4. Adjust the Lut layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。



1080
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Lut layer properties

Colour Lut
This property allows you to select a lut file from the project folder.Lut files live in a specified folder inside the

Objects folder.For more information see Project Structure.
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Chroma intensity
This property controls the chroma intensity.If the Chroma intensity is at 0, then the content is using the original

chroma, whereas if it is at 1 its the chroma specified in the lut file.You can alter the max value by right clicking

the property which will simply multiply the original Chroma value by the new max value.

Luma intensity
This property controls the Luma intensity.If the Luma intensity is at 0 then the luminosity will be the same as

the original content, where as if it is at 1 then it will be the Luma specified in the lut file.You can alter the max

value by right clicking the property which will simply multiple the original Luma value by the new max value.
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MotionBlur
The MotionBlur layer causes moving objects in the source content to leave trails behind them.

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。



1093

プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Blur amount
The amplitude of the blur effect.Default value is 0.5.The min/max values are 0 and 1.Decreasing the value

from 0.5 to 0 will sharpen the content, whilst increasing the value from 0.5 to 1 will gradually amplify the

blurriness of the content.
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ノイズ

The ノイズ layer creates video noise onto content when it is composed with another content layer.

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Mode

Relative

Absolute - Noise value is added to the source image

Colour

Colour - Noise is composed of random colour values

Greyscale - Noise is composed of random greyscale values

Strength
Adjust the strength of the noise
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ピクセル化

The ピクセル化 layer pixelates whatever content is pumped into it.

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。

Pixelate layer and editor
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The Pixelate layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Pixelate layer.For

more information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

プレビューサムネイル

このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。

ブレンドモード

BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

輝度

このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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マッピング

マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

パレット

これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol、yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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カラーシフト

カラーシフトプロパティを使用すると、レイヤーの出力に対してさまざまな色調補正を行うことができます。

カラーシフトオブジェクトは、ビデオレイヤ内の個々のビデオファイルに添付することもできます。
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カラーシフトプロパティはビジュアルレイヤの出力に色補正を行います。

カラーシフトプロパティは：
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彩度のスケール

1に設定すると、画像に変化はありません。0に設定すると、画像の彩度が白黒に低下します。1より大きい値を設

定すると、画像の彩度が高まります。

彩度スケール(左から右 ) ：s=0、s=0.5、s=1、s=2

色相シフト

RGB制御

このプロパティは、最小 /最大レベルおよびガンマ補正の適用方法を制御します。一致に設定すると、最小値、最

大値、ガンマ値は、赤、緑、青の各チャンネルで同じになります。個別に設定すると、最小値、最大値、ガンマ値を

赤、緑、青で個別に制御できます。後者の設定では、画像に細かいカラーバランス制御を適用できます。

最小値

画像の中で最も低い輝度レベルを設定します。このレベルの画素はすべて、輝度ゼロにスケールダウンされます。こ

の値を上げると画像に影や暗部ができ、画像やビデオフレームの低レベル圧縮アーチファクトを低減するのに使用

できます。

最小値を赤、緑、青に均等に増やすとシャドウが強調され、最小値を個々のチャンネルで増やすと、その色のカ

ラーバランスがシフトする効果があります。例えば、赤の最小値を増加させると、画像がシアン側にシフトします。
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最小値 = 00(左 )、最小値 = 96(右 )

赤の最小値 = 0(左 )、赤の最小値 = 96(右 )

最大値

画像の中で最も高い輝度レベルを設定します。このレベルにあるすべてのピクセルは、最大レベル(つまり255)まで

スケールアップされ、この値を下げると、画像内のハイライトが明るくなります。これは、ソース画像が暗すぎる場合に

有効です。

最小値 = 255(左 ) ,最大値 = 260(右 )

最小値を255に、最大値を0に設定すると、画像 (または1つのチャンネル)が反転されます。

全反転 (左 )、赤反転 (右 )
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ガンマ

ガンマを1に設定した場合、画像に変化はありません。ガンマを下げるとハイライトが明るくなり、ガンマを上げると

ローライトが暗くなります。明るさの最大値、最小値は変わりません。

Gガンマスケール(左から右 ) ：g=0.5、g=1、g=1.5

Size
The size of each pixel.

Mask
Optional bitmap to mask the pixelate effect.
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PixelMap
PixelMapレイヤーでは、ピクセルマップを入力すると、ピクセル化効果を得ることができます。ピクセルマップは、

Photoshopなどの外部プログラムから作成でき、独自のピクセルマップを作成・カスタマイズすることが可能です。

ピクセルマップエフェクトレイヤーは、ピクセルマップの入力に基づくピクセル化効果を作成するのに使用されます。ピク

セルマップは、16×16グリッドに固定された各ピクセル化ピクセルの最大値に対してタイルアトラスを決定します。

ピクセルアトラス
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タイルアトラス

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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PixelMapレイヤーは矢印の使用をサポートしており、コンテンツレイヤーをPixelMapレイヤーに接続することが可能で

す。詳しくは、矢印を使ったレイヤーの合成のサブチャプターをご覧ください。

サムネイルのプレビュー

このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。
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ブレンドモード

BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

輝度

このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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マッピング

マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

パレット

これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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エフェクト

初期値は1です。最小 /最大値は、0(エフェクトなし)および1(最大エフェクト )です。1から0に下げると、コンテンツの

ピクセルマップの効果が小さくなります。
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スケール

初期値は1です。最小値 /最大値は、1と16です。1から16に値を上げると、特定の倍率だけピクセルマップのサイズ

が大きくなります。例えば、2の値はピクセルマップの幅と高さが2倍に、3の値はピクセルマップの幅と高さが3倍になる

ことを意味します。

モード

標準

ブロック状

ピクセルマップ

PixelMapを定義する静止画ファイルを指します。このプロパティを選択すると、テクスチャオブジェクトライブラリが開

き、ローカルのハードディスクにあるDxTextureフォルダに保存されているすべてのテクスチャ静止画像ファイルが表示

されます。ただしピクセルマップを配置する前に、ピクセルマップを作成する必要があります。

ピクセルマップの作成 :

1. Adobe Photoshopなどのプログラムで .png イメージを作成します。ピクセルマップは最大16倍までしか拡大

できないので、画面全体に適用する場合は、ピクセルマップの解像度が十分高いことを確認してください。

2. ピクセルマップで、スクリーンシースルーにしたい部分をシースルーにします。

3. ピクセルマップで、画面内の白の部分を明るくします。

4. ピクセルマップで、画面内の黒くしたい部分を黒くします。

プロジェクトにメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルを配置する場所と、

disguiseソフトウェアでファイルにアクセスする方法を理解してください。また、対応したファイル形式で保存してくださ

い。

ピクセルマップは、ピクセル単位で画面に適用されます。
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スクロール

Theスクロール layer takes any bitmap and scrolls it in a horizontal direction across the output canvas,

repeating it when necessary.It is particularly useful in situations where you want to generate scrolling

content and want to modulate the scrolling speed in real time (for instance, so that content moves at the

right speed for television cameras).In these situations, the process of making a video containing scrolling

content is too slow.

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。



1138

disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the horizontal scrolling speed, measured in pixels per beat.Positive numbers scroll the image to

the left; negative numbers scroll it to the right.

Border
The Scroll layer can generate a black border above and below the image, scaling the image down in the

process.The border property controls the height of this border, in pixels.
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SpinBitmap
The SpinBitmap layer displays a moving, rotating bitmap.It is able to perform continuous rotation, and can

tile its image.Since a bitmap contains an alpha channel, this layer can display up to three layers of images,

one behind the other.

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。
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Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。



1155

ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.



1160

Tile
If set to off , the central image is not tiled and the move speed property has no effect.



1161

Rotation speed
If this is set to 0, the rotation angle is controlled by the angle property.Otherwise, this property controls the

rotation speed in degrees per beat.

Scale
This controls the scaling of the bitmap.Somewhat counter-intuitively, increasing the number reduces the size

of the bitmap and increases the number of tiled copies.

Move speed
This controls the movement speed of the image, in each of the x and y axes, in pixels per beat.

Angle
If rotation speed is set to 0, this property controls the angle . Otherwise, it has no effect.

Depth
With values ranging from 0 to 2, depth controls the number of layers displayed.This only results in a visual

effect if the bitmap is partially transparent, i.e.contains an alpha channel.

Depth blend
This controls the blend mode applied between the multiple layers.The options to choose from, are add , over

, alpha or multiply . For more information on blend modes please see the blendMode section in the

Common layer properties topic.
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Offset
This shifts the entire field left or right, measured in pixels.
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ストロボ

Theストロボ layer creates a flashing strobe effect over multiple screens.

警告 : Theストロボ layer only works using a Feed map.In order to turn each screen

into "one flash", scale each feed rectangle to 1 pixel and place each screen's feed

rectangles next to each other on the Mapping canvas.

一部のジェネレーティブレイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイ

プからソースを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイ

ヤーを対象として定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエ

フェクトレイヤーに「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Rate
Speed of strobing, in cycles per beat.0 = stop flashing.

Proportion
The amount of time within the cycle that the strobe is on.0.5 = half the cycle time is white.
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Attack
Speed of attack (ramping from 0 to full brightness).1 = instant, 0 = slowest.

Decay
Speed of decay (raming from full brightness down to 0).1 = instant, 0 = slowest.

Cycle
The cycle of the strobe.0 = all screens flash together, 1 = screens flash in turn.

Randomise
The randomness of the cycle order.Yes = order of the screens is randomised, No = order of the screens is not

randomised.

Min brightness
The minimum brightness outputted by the layer.0 = 0%, 1 = 100%.
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トリガー

The トリガー layer allows you to trigger still image content at specific points of time on your screen(s).

すべての効果 レイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイプからソー

スを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイヤーを対象と

して定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエフェクトレイヤー

に「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。
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Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。

Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。



1180

乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol yCol
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Bitmap
Still image file to be placed in the key-frame editor.

Speed
The transition speed of the triggered content.Positive = bottom to top, negative = top to bottom.
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Size x, y
The pixel size of the image.

Trigger
Every trigger keyframe triggers the chosen image.
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バグ

Theバグ layer is a simple generative layer that simulates a number of bugs.

A bug is a block of colour that moves across the canvas, leaving behind a fading trail of blocks.With each step,

the bug may decide to change its direction or continue in the same direction.
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Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。

Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol y Col
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Block size
This controls the size of each bug, in pixels.When the block size is higher than 1, a one pixel black border is

drawn around each bugs square.The smaller the size, the finer the pattern generated.

Population
This controls the number of bugs.When set to 255, the maximum number of bugs is drawn.
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Speed
This controls how many times per beat the bugs update their position.

Turniness
This controls the ability of each bug to change direction at each step.When set to the minimum value 0, the

bugs will move in straight lines and never change direction; when set to the maximum value 255, the bugs will

turn at every opportunity.

Field
This controls the number of directions the bugs can choose from.The min/max Field values are 0 and

9.Different Field values control the directions the bugs move in in different ways.

The following Field values cause the bugs to move in the following directions:

0 : horizontally right and left + vertically up and down

1 : horizontally right and left

2 : vertically up and down

3 : diagonally up and down

4 : diagonally down into horizontal right and left

5 : vertically up

6 : vertically down

7 : horizontally right

8-9 : horizontally left
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シェブロン

Sooner or later, everybody needs chevrons.Recognising this fact of life, disguiseソフトウェア includes aシェ

ブロン layer for all of your chevron needs.
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Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。

Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol y Col
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the speed of the chevrons, in pixels per beat.Positive numbers move the chevrons to the left;

negative numbers move the chevrons to the right.

Angle
This controls the angle of the chevron fins, in degrees.Smaller numbers move the angle closer to horizontal.
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Spacing
This controls the spacing between the chevrons, in pixels.

Width
This controls the width, as a percentage of the spacing, of the first colour band.



1215

カラー

The カラー layer is the easiest layer type; it simply generates a flat colour.Many other layers take over the

properties of the カラー layer.For example, the Bitmap layer and the Video layer use colour properties to

allow you to tint their output.

Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。

../Content/Bitmap.html
../Content/LegacyVideo.html
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Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。



1217

disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた



1220

かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol y Col
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Generative Layers
disguiseソフトウェア has several types of layers that can be used to generate content in real-time known as

Generative layers.

Types of Generative Layers

Bugs

Chevron

Colour

Gradient

Notch

Radar

RGBColour

Scan

Strobe

Tennis

Timecode Readout
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グラデーション

Theグラデーション layer draws real-time gradients composed of two colours.



1229

Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。

Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol y Col
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Type
Either linear or radial .

2nd Brightness
This controls the brightness of the second colour in the gradient.
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2nd xCol, 2nd yCol
This controls the second colour in the gradient (both colours must be taken from the same palette bitmap).

Position x, y
This controls the position (ranging from 1 to +1 on both axes) of the the gradient.In case you are using the

linear gradient, this is the midpoint of the line; If you are using the radial gradient, this is the center of the

circle.

Length
Length can have a value ranging from 0 to 1 (1 = complete canvas width) and controls the width of either the

linear gradient or the radius of the circle.

Angle
This is only meaningful when using linear gradients.It controls the angle of the line, in degrees.

Inner Radius
Radial offset before the gradient occurs.Only applies when the gradient Type is Radial.
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Notch
Notch is a generative content creation platform that integrates with disguiseソフトウェア.

Overview
The Notch layer allows users to use Notch Blocks exported from Notch Builder.

Notch content creation should be approached from a similar standpoint to that of rendered content, whereby the

user specifies as much in advance as possible and test the content on a real world system before show time to

reduce the likelihood of performance related issues.

警告 : Extremely demanding Notch blocks can cause an oversubscription of available

memory resources - click here for full advisory.

一部のジェネレーティブレイヤーは、矢印を使用して、コンテンツまたはジェネレーティブのいずれかの他のレイヤータイ

プからソースを取得します。2つのレイヤーを矢印でリンクすると、矢印の元となるレイヤーをソース、矢印の先のレイ

ヤーを対象として定義します。コンテンツレイヤーとエフェクトレイヤーの間に矢印がある場合、コンテンツレイヤーはエ

フェクトレイヤーに「パイプイン」されていると言えます。矢印の詳細については、合成レイヤーのトピックをご覧ください。

2つのレイヤーの間に矢印を描くには、ALTを押しながら、ソースと対象レイヤーの間を左クリック＆ドラッグします。

Notchレイヤーでは、ビデオローダーパラメーターを使用して、レイヤーが使用するソース(テクスチャまたは矢印のレイ

ヤー)を指定できます。レイヤーのビデオパラメーターは、選択されたテクスチャ、または矢印レイヤーからのコンテンツの

サムネイルを表示します(選択された内容によって異なる)。

https://www.notch.one/products/notch-blocks/
https://www.notch.one/products/notch-builder/
https://download.disguise.one/media/3363/notch-memory-pagefile-advisory.pdf
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Notch advice

注意 : It's always recommended to combine multiple Notch blocks into one block, as oppose to

using lots of small blocks in your project.Notch has functionality to combine blocks in Notch

builder.

Notch renders to the size of the SCREEN (resolution set for the screen in disguiseソフトウェア), not

video that's arrowed in or mapping.

Rotation is displayed in degrees within Notch, but shown as radians once exposed within disguiseソフ

トウェア.

The Y and Z axes are different in Notch and disguiseソフトウェア, and need to be flipped/converted

manually using an expression.

The general consensus is that one should NOT use Universal Crossfade alongside Notch.Using

Universal Crossfade adds twice as much load, and depending on the effect used it is unlikely to

generate the desired effect.

Only ever have one dfx file connected to a Kinect.

When using a Notch block with Kinect input, in order to see this input the machine will need the Kinect

SDK installed.You will also need to enable Kinect input via Devices in Notch Builder.

For audio reactive, its worthwhile to define the audio device being used on the server in you notch

projects audio device (device->audio device).

When using sockpuppet - please advise the Notch content creators to create unified naming

conventions for all exposed parameters (ie: FX1, FX2, Speed1, Speed2, Color1, Color2, Color3, etc.)

or the end management will be difficult to manage.

Any block that stores frames (i.e.frame delay) needs to be managed extremely carefully or it may eat

up all memory resources.If vram resources are being eaten up inexplicably, it's worth checking

whether the Notch block is storing frames for use anywhere.
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Also, as Notch blocks are not user definable in terms of DMX assignment order, it is always best to pre-

determine the number of attributes one wishes to have exposed in the Master block.

Workflows
The Notch layer is specifically for playing back Notch blocks.Depending on your application and production

needs, there are a number of workflows you can employ in order to integrate Notch effects into disguiseソフトウェ

ア.Below are a few recommended workflows for their respective applications.Bear in mind that these are

stripped to the bare minimum elements for simplicity, and users are required to have a valid Notch Builder

software with export capabilities in order to follow along.

For more information on Notch Builder, see here.

IMAG effects
These are probably the most straight-forward effects to implement on a show, as blocks are usually designed

to be plug and play, with a video source and exposed parameters to control and interact with the effect.Below

we denote the workflow.

In Notch

Create a Notch effect with a node that accepts a video (usually Video Source)

Expose the Video Source property and compile the block

In disguise

Create a Notch layer, load the IMAG Notch block into it.

Create a Video layer (or any layer you wish to output content from, i.e.generative layers).

https://www.notch.one/products/notch-builder/
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Set Video Source to Layer.

Move the Notch layer above the other layer in the stack, then arrow the video layer to it.

You should now be able to see the IMAG effect applied to any content from the layer below.You can change

the effects being applied under the parameter group’s Notch Layer parameter, if the effect is set up to use

layers as individual effects.

Things to note

The disguise software does not yet support Video selection without layer arrowing.The Video

parameter under Video Sources is mostly unused, though it can still be used for placeholder

images.The images displayed there are taken from the DxTexture folder.

If multiple Notch layers are used and you wish the arrowed video to be the same for all of them, you will

need to set up the exposed parameter’s Unique Identifier in Notch to be the same for all exposed video

sources.

If multiple layers are arrowed into an effect that accepts multiple sources, the source layer is chosen in

order of selection (i.e.the first layerselected will be the first Video source, the second will be the

second, etc) regardless of the order of the parameters themselves within the list.

3D virtual lighting simulations
These workflows often involve a 3D mapped object with projectors simulating light sources moving and

affecting the object in real time.These effects rely on the virtual 3D space to match the real space and object,

along with the coordinates systems of disguiseソフトウェアand Notch.

In Notch

Add a 3D object node (or a Shape 3D node, etc) and add it to the scene.

Add a light source.

Create a UV camera node to output the lit textures onto the object’s UVs.
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Expose the appropriate parameters (light positions, object positions, etc).

Compile and export the block.

In disguise

Create a surface with the same object used in Notch.

Calibrate the projectors to the surface with your preferred calibration method.

Create a Notch layer.

Apply the Notch layer via Direct mapping to the object.

Move the lights around to see the object UVs being affected.

Notes

警告 : While it’s often advised to enable Deferred Rendering in Notch, it might negatively

impact performance depending on the complexity of the scene.Use this functionality

cautiously.

In order for the Notch scene to match the scene within disguiseソフトウェア, accurate measurements

need to be taken on stage and an origin point reference needs to be determined from the start.Setting

an origin point early in the process will make the line up process easier.

Lights can be linked to MIDI, OSC or DMX controls like every parameter in disguiseソフトウェア, or can

be keyframed and sequenced on the timeline.

The mapped object’s movement can be linked to automation or tracking systems, and the positional

data can then be used to drive the exposed position and rotation parameters.



1246

If multiple objects are in a scene, you will need to create a larger UV layout that accommodates each

object in a separate UV area, and then match the overall lightmap resolution by setting the surface

resolution within disguiseソフトウェア.You can use the UV Output section of the 3D objects node in

Notch to determine where in UV space a specific mesh will be output within the overall canvas.

Particles systems and tracking regions
A very common application of Notch is to use it alongside tracking systems such as BlackTrax in order to

generate particles from specific points in space, to be either projected on a surface or displayed on an LED

screen.Below is a broad outline of the workflow using an LED screen, the BlackTrax system, and region

camera to specify the tracking regions:

In Notch

Create a particle system (Minimum required: Particle Root, Emitter, Renderer).

Create a Region Camera.

Expose the position parameters of the Particle Emitter, as well as the Region Camera’s Top Left X and

Y, and Bottom Right X and Y.

Compile the block and export to disguise.

In disguise

Create an LED screen.This can be placed anywhere in the virtual stage, though it is recommended to

place the LED in the correct position to match the physical space.

Ensure the BlackTrax system is connected and tracking data is being received from the beacons, then

select a stringer to use as a tracked point for the Notch particles.

Create a Notch layer and load the exported block into it.

Set the Play Mode to Free-run, or press play on the timeline in order for the particles to begin

spawning.They are a simulation, and only spawn over a span of time.
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Right-click on the BT point being tracked to open a widget that displays the point’s current coordinates

in 3D space.

With the Notch layer open and the Particle Emitter position parameters visible, navigate to the tracked

point’s widget, hover over one of the position values, then Alt+left click and drag an arrow from there to

the corresponding position parameter in the Notch block.

You should now see the particle effect either disappearing off-screen (if the beacon is not in range of

the LED screen), or moving towards it.

If the world coordinates of Notch and disguise do not match, and the particle effect is limited to a

particular screen or mapped area, a Region Camera can be used to mark the boundaries of the

tracking region instead.

To set the region camera, simply measure the XY position of the top-left corner of the LED screen, and

do the same for the bottom-right, and enter these values in the exposed Region Camera parameters.

Notes

An often quicker method of finding out the region camera values is to place a tracked BT point on the

top left of the screen, and then the bottom right, and manually enter the xyz coordinates displayed on

the tracked point’s widget, as they are sure to match precisely.

A common mistake that leads to oddities with tracking regions is when the wrong axes are used.As a

rule of thumb, for vertical surfaces you’ll need to take the X and Y position of the top left and bottom

right corners, whereas for horizontal surfaces (i.e.for effects built to be displayed on the ground) you

will need X and Z. This is obviously also dependant on how the Notch block itself was built and the

orientation chosen in the region camera node, so it’s important to double-check these details

beforehand.

When using the region camera, particle size plays a fairly important role.It may be advisable to expose

emitter size, particle size, and camera distance in order to achieve the desired result.

If multiple machines are outputting the same set of particles but are seeing a different result, it is

because both particle roots are running separate instances of the simulation on two machines.You can
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fix that by setting the Particle Root node for that emitter to Deterministic by ticking the box in the node

editor in Notch Builder.

Notch layer properties
Notch layers are comprised of a set of default properties (detailed here) and additional properties that appear

depending on what is actually in the Notch block.For explanation of properties beyond the default, please refer

to your Notch content creator.

Effect
The Effect parameter defines which Notch DFX File the layer is looking at.

Blend Mode
Blend Mode controls how the output of the layer is composited with the layers below.

Brightness
This property (which appears as a light bulb icon) controls the brightness of the layer output.

Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Processing Size
The resolution at which the Notch effect is processed at.

There are two options:

Output size - The resolution of the screen the effect is mapped to (not the mapping itself)

Input size - The resolution of the effect as set in the Notch Builder.

Dry-Wet Blend
Global Intensity level for the effect on a scale of 0-255.

Mode

This specifies the playback mode.

There are three modes; each one has a specific behaviour that is useful for a different situation.
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Locked
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video frame number locks to the

timeline.When the play cursor holds at the end of a section, the video will play continuously.

FreeRun
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video will play

continuously.Jumping around the timeline while the cursor is playing or has stopped does not affect

which frame is being played.

Normal
When the play cursor stops, the video will also stop and the frame number will lock to the timeline

position.When the cursor continues to play or holds at the end of a section, the video will play

continuously.Jumping around the timeline while playing does not affect which frame is being played.

Paused
When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.
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レーダー

The レーダー layer is one of the simplest generative layers.It generates a moving beam with a bright leading

edge that fades to a black trailing edge.
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Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。

Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。



1262

プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol y Col
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the speed of the beammovement.Positive numbers go rightwards/downwards; negative

numbers go leftwards/upwards.
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Beam Size
This controls the size of the beam.When set to 255, the width of the beam is the same as the width of the

canvas.

Direction
This is an option property; the two options are horizontal and vertical.

Timing
This controls how the speed property is interpreted.The options are:

Per sec : the radar beam moves at x pixels per second, regardless of how the play cursor moves.This means

that the radar beam position is not predictable anywhere on the timeline.

Per beat : the radar beam moves at a speed related to the current bpm, so that it moves an integer number of

complete sweeps per beat.Furthermore, the position of the beam depends on the timeline position, so the

beam is guaranteed to be at the same position at the start of every beat.

Per frame : the radar beam moves x pixels every frame.
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RGBColour
The RGBColour layer is one of the most basic layers.It behaves in a very similar way to the Colour

layer.Quite simply, it allows you to manually set RGBColour values to display a solid colour.

Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。
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Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Red
Controls the Red additive colour mix.

Green
Controls the Green additive colour mix.

Blue
Controls the Blue additive colour mix.
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スキャン

Theスキャン layer is a simple test pattern generator that is useful for checking output signal timings.It

generates a single-pixel wide horizontal red line and a single-pixel wide vertical blue line.Each line moves

forward by a single pixel per frame.

It sometimes happens that downstream DVI processing devices such as switchers, scalers or LED processors

skew the timing of the DVI signal, causing the appearance of jerky playback.At such times it is useful to be able

to generate a visual signal that is visibly smooth on the computer, but clearly shows signal skews on the output

devices.

Theスキャン layer is also useful for checking if the 3D screen models have been correctly imported into disguise

ソフトウェア.If the model has incorrect texture coordinates, you will see a single row or column either

disappearing or spanning two separate sub-objects.
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Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。

Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。



1277

disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。



1283



1284

disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Step
This controls the movement speed of the lines.The number you fill is is the number of frames the lines moves

forward per pixel.Increasing this number slows the line down.Setting step to 0 allows you to control the

position of the lines manually using the x and y properties.

x, y
When step is set to 0, you can directly control the position of the lines by adjusting x and y . The position of

the vertical blue line is controlled by x , while the position of the horizontal red line is controlled by y . Both

are measured in pixels.

Draw
There are two options:

Lines : this shows red and blue lines which intersect to form a crosshair (useful for LED screens).

Dot : this shows a single white dot at position x, y.This option is more useful when calibrating singlepixel

strings (useful for linear fixtures).

Timing
There are two options:

Pixels : if set to this, the crosshair moves one pixel every (step) frames.

Time : if set to this, the crosshair moves at (1/step) pixels per second.
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Tennis
Tennis has been a staple of the disguiseソフトウェア since the early days, hidden until r17 and previously

called Pong but renamed due to legal reasons.Best played using a midi controller.

Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。

Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。
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ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol y Col
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Options

Ball speed
This controls the speed of the generated ball, in pixels per beat.



1296

Bat size
This controls the size of each bat.

Bat padding
This controls padding on each bat.

Control

注意 : We recommend using an external controller (such as a midi device with faders) to control the

bats.

Left bat position
This controls the vertical location of the left bat.

Right bat position
This controls the vertical location of the right bat.
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読み出し

This layer allows you to assign the incoming timecode, remaining track time, section time or system time to

a screen via a mapping to show on the output as well as in the stage.
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Preview Thumbnail
このプロパティはエディター上部にある小さなプレビューウィンドウで、レイヤーの出力の様子がわかります。

Blend Mode
BlendModeは、レイヤーの出力が下のレイヤーとどのように合成されるかを制御します。レイヤーはボトムアップの順

序でレンダリングされ、一番上のレイヤーが下のレイヤーの出力を変更できます。
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disguiseソフトウェアでコンテンツレイヤーの明るさを変更すると、実際にはレイヤーのアルファ値が制御されます。

HAP動画を表示する場合でも、アルファのコントロール可能なレイヤーごとに1つずつ合成します。

画像にアルファを表現する方法は2つあります：
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ストレートアルファは、RGBと同じように機能するアルファチャンネルです。アルファは、RGBと同様に他の3つのチャン

ネルから独立した、画素あたりの第4の情報チャンネルとして機能します。例えば、ストレートアルファでは、同じ画素

にRGB＝255(白 )とアルファ＝0(完全透明)を設定できます。グラデーションレイヤーなどの内部生成コンテンツ

は、ストレートアルファで生成されます。これは好ましいアルファのスタイルで、2つの方法のうち、よりクリーンな方法を

考慮したものです。

プリマルチプライドアルファは、アルファをピクセルごとのRGBチャンネルの値に適用します。アルファを乗算して透明度

を上げると、まるで黒いテーブルの上にコンテンツが乗っているかのように黒に近くなります。プリマルチプライドは、

Adobe PhotoshopやAfterEffectsのデフォルトの出力です。その結果、RGB255(白一色 )でアルファが0のピクセル

は、最終的な画像では黒のピクセルとして計算されます。

各ブレンドモードの役割を以下に説明します。

オーバー

レイヤーを完全に不透明にします。すべてのアルファ値を各ピクセルのRGB値に事前に乗算します。アルファ＝黒な

ので、オーバーブレンドモードでレイヤーの輝度を調整するとより暗くなります。

アルファ

デフォルトのブレンドモード。アルファ値がある場合は透明度として適用されます。輝度を変更すると、レイヤーの透

明度が高くなったり低くなったりします。

追加

RGBの各ピクセルの値を加え合わせます。常に明るい結果を作成します。値は255で固定されます。

乗算

各サブピクセルのレベルを0.0から1.0の間で読み取り、ブレンドでソースを掛け合わせます。その結果、常に全体的

に暗い画像になります。例：ホワイト×グレー＝0.5。白は透明になり、黒が優先されます。アルファは、オーバーブレ

ンドモードと同じ方法で適用されます。

マスク

レイヤーの積み重ねの中で、コンテンツを下方向ではなく上方向に多重化したい場合にマスクを選択します。この

機能を実現するには、マスクに設定されたレイヤーと、一番上のレイヤーで、同じマッピングを使用する必要がありま

す。
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乗算 -フェード

乗算と同じですが、アルファチャンネルを利用して、ソースレイヤーとブレンドレイヤーの透明度を計算します。最大

透明度は事前に乗算されるため、アルファは黒になります。事前の乗算により、作成された黒を無視します。

乗算 -アルファ

ストレートアルファで乗算します。このモードはアルファがRGB値に事前乗算されていないことを前提とし、半透明な

ピクセルを補正しません。

プリマルチプライ・アルファ

乗算 -フェードが乗算によって暗くなることをを無視するように、このブレンドモードもアルファに対して同様に機能しま

す。

カラーバーン

ブレンドモードは、ブレンドカラーを反映させながら、ベースカラーを暗くするためにコントラストを上げます。ブレンドカ

ラーが暗いほど、ベース画像にその色が強く適用されます。ブレンドカラーを白にすると、変化はありません。カラー

バーンブレンドモードを使用すると、完全な不透明度では荒くなる場合があります。

カラーバーンブレンドモードは、レイヤーの階調や色調を調整するのに使用します。

スクリーン

カラーバーンブレンドモードは各チャネルカラーの情報を確認し、ブレンドとベースカラーの逆を乗算します。その結

果、常に明るい色になります。黒でスクリーニングすると、色は変わりません。白でスクリーニングすると、白になりま

す。この効果は、複数の画像を重ねて投影したときに、真っ白は完全に不透明、黒は完全に透明、グレーが50%

だと50%透明になるのと似ています。

オーバーレイ

ベースカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。ベースカラーのハイライトとシャドウを維持したまま、パ

ターンやカラーを既存のピクセルにオーバーレイさせます。ベースカラーは置き換えられませんが、ブレンドカラーと混合

され、元の色の明暗を反映します。

ハードライト

ブレンドカラーに応じて、色を乗算またはスクリーニングします。その効果は、イメージにきついスポットライトを当てる

のと似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはスクリーニングされた
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かのように明るくなります。これは、イメージにハイライトを追加するのに便利です。ブレンドカラーがグレー50%より暗

い場合、イメージは乗算されたように暗くなります。これは、イメージに影を追加するのに便利です。真っ黒または

真っ白でペイントすると、真っ黒または真っ白になります。

ソフトライト

ブレンドカラーに応じて、色を暗くしたり明るくしたりします。この効果は、イメージに拡散したスポットライトを当てるの

と似ています。ブレンドカラー(光源 /トップレイヤー)がグレー50%より明るい場合、イメージはごまかされたかのように

明るくなります。ブレンドカラーがグレー50%より暗い場合、イメージはまるで焼き付けたかのように真っ黒になります。

真っ黒や真っ白でペイントした場合は暗さや明るさが目立ちますが、真っ黒な真っ白にはなりません。

暗くする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗い方を結果色として選択します。ブレンドカ

ラーより明るい画素は置き換えられ、ブレンドカラーより暗い画素は変化しません。

明るくする

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明るい方を結果色として選択します。ブレンド

カラーより暗い画素は置き換えられ、ブレンドカラーより明るい画素は変化しません。

差

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーからブレンドカラーを引くか、ブレンドカラーからベースカラーを引くか、どち

らの輝度値が大きいかによって判断します。白をブレンドするとベースカラーの値が反転し、黒をブレンドすると変化

はありません。

除外

差分モードと似ているものの、コントラストが低いエフェクトを作成します。白とのブレンドは、基本色の値を反転させ

ます。黒とのブレンドでは、変化はありません。

カラードッジ

各チャンネルの色情報を見て、ベースカラーを明るくし、両者のコントラストを下げることでブレンドカラーを反映させ

ます。黒でブレンドしても変化はありません。



1304

ハードミックス

ベースカラーのRGB値にブレンドカラーのRGBチャンネルを加えます。チャンネルの合計が255以上の場合、255の

値を受信し、255未満の場合、0を受信します。したがって、ブレンドされたすべてのピクセルのRGBチャンネルは0か

255のどちらかになります。これにより、すべての画素が加法混色の原色 ( RGB)である白または黒に変更されます。

Brightness
このプロパティ(電球のアイコンで表示 )は、レイヤーの出力の輝度を制御します。

レイヤーのブレンドモードがアルファに設定されている場合、輝度を0にするとレイヤーの不透明度も0になります。あ

るレイヤーから次のレイヤーにディゾルブする場合に便利です。その場合、新しいレイヤーを古いレイヤーの上に配

置し、その輝度のレベルを上げることができます。
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Mapping
マッピングプロパティは、レイヤーの出力がステージレベルのスクリーンにどのようにマッピングされるかを制御します。
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disguiseソフトウェアが提供する様々なマッピングタイプの使用方法をはじめ、マッピングに関する情報はコンテンツ

マッピングの章をご覧ください。

Palette
これは、色合いの元となるビットマップを定義した静止画ファイルを指します。デフォルトのパレット ( HSVPAL)には、

色相と彩度の全範囲が含まれています。このプロパティを選択するとテクスチャオブジェクトのライブラリが開き、ロー

カルのハードドライブにあるDxTextureフォルダに保存されているすべての静止画ファイルが表示されます。

現在のパレットビットマップ内の位置を制御し、色を制御するには、xColとyColの値を編集する必要があります

( xCol、yColのセクションを参照 )。

現在のパレットビットマップを変更する場合：

1. パレットを左クリックし、テクスチャオブジェクト・ライブラリを開きます。

2. パレットのビットマップに使用する静止画ファイルを左クリックします。

disguiseソフトウェアで提供されている標準の静止画以外のパレットビットマップを使用したい場合は、カスタムの静

止画ファイルを使用する必要があります。
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プロジェクトのメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照して、カスタム静止画ファイルをどこに配置し、

disguiseソフトウェアでどのようにアクセスするかを理解します。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

xCol y Col
これらのプロパティは、出力色がサンプリングされる現在のパレットビットマップ内の座標を制御します。デフォルト値

は0,0で、白を指しています( HSVPALパレットを使用している場合 )。白と選択されたコンテンツの色を掛け合わせ

ると、オリジナルのコンテンツの色が生成されます。Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge.Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge

and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value.これらの座標は、既存のコンテンツの色と乗算されるパレット内の赤色を参照しています。

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Display
The Display property allows you to switch between readouts for the incoming timecode, MTC layer, Timeline,

Section, Video timecode, Time and Output Debuggers, and System time readouts.
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AnimateCameraControl
This layer allows you to script a fly-through of the stage so that you can create presentation videos, with or

without audio.

注意 : while the Timeline play cursor is under the layers extent, the AnimateCameraControl layer

overrides normal Stage navigation.To regain control of the normal Stage navigation, move the

play cursor away from under the layer (or move the layer).

注意 : AnimateCameraControl layer gives you full control of keyframes but is also more complex and

harder to operate than the AnimateCameraPreset layer, which is based on animating between a

number of pre-made configurations.
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Camera pivot
This controls the position of the pivot the point where the camera is looking at.This is a 3 dimensional

position, i.e.it has x, y and z components.These are all stage space coordinates, expressed in meters.

注意 : in most cases the best approach is to have a static pivot point throughout the camera fly-

through animation.Set the pivot point to the point of rotation, then animate the other properties.If

not, you may get a sliding effect of the camera.

Camera rotation
This controls the rotation of the camera around the pivot point, in degrees around each of the x, y and z

axes.Rotation around the x axis is equivalent to elevation, around the y axis is equivalent to heading, and the z

axis rotates the camera around its viewing axis.

Distance from pivot
This controls the distance (in meters) from the camera to its pivot point.Increasing this number takes the

camera away from the pivot point; decreasing it moves the camera closer to the pivot point.

View angle
A higher view angle will show more of the stage from a given point of view.View angle is measured in degrees.

Camera locked
This manipulates how the layer controls the camera.

Left-click camera locked to open the camera locked keyframe editor.

Left-click always to open the option properties.



1313

Left-click when playing to set the layer so that it only controls the camera when the keyframe editor is

playing, allowing you to move freely when the keyframe editor stops.

Left-click always to set the layer so that it always control the camera.
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AnimateCameraPreset
The AnimateCameraPreset layer lets you create a camera fly through using a number of configurations

which can be dropped onto the timeline.The disguise software will then animate the camera between the

configurations.

Creating a camera position animation

1. Left-click position.This will open the position keyframe editor and a window where you can create a

new camera position.

2. Left-click new cameraposition to highlight the text field.

3. Type in the name of your new camera, for example east.

4. Hit Enter.This will create the new camera position, add it to the position key-frame editor at the

position of the currently selected Track bar, and open the Camera Position editor.The camera position

key-frames can also be click-dragged from the Camerapositions manager to a specified point on the

Position key-frame editor.
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Process used to create a camera position, in this example position 1, and place it on the Position

key-frame editor

5. Edit the values within the Camera Position editor (properties explained below).

6. Repeat the steps listed above to create as many new camera positions as required.

7. Hit Shift and < to jump to the first second of the track.

8. Hit Enter to trigger normal play mode and watch the camera animation.

Position
This property lets you create a new configuration of cameras you want to animate.Please see the section

below Creating a camera position animation for step-by-step instructions on how to do this.

Camera locked
This manipulates how the layer controls the camera.

Left-click camera locked to open the camera locked keyframe editor.

Left-click always to open the option properties.

Left-click when playing to set the layer so that it only controls the camera when the keyframe editor is

playing, allowing you to move freely when the keyframe editor stops.

Left-click always to set the layer so that it always control the camera.

As demonstrated above, you need to use the Camera Position editor as part of the process to animate a camera

position.

To open the Camera Position editor:

Right-click a camera position in the Camerapositions manager
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Pivot
This controls the position of the pivot the point where the camera is looking at.This is a 3 dimensional position,

i.e.it has components x, y and z; all are stage space coordinates, expressed in meters.

注意 : in most cases the best approach is to have a static pivot point throughout the camera fly-

through animation.Set the pivot point to the point of rotation, then animate the other properties.If

not, you may get a sliding effect of the camera.

Elevation
This rotates the camera up and down and is expressed in degrees.Note that the Elevation value is based

around the cameras pivot point.

Heading
This rotates the camera left and right, in degrees.Note that the Heading value is based around the cameras

pivot point.

Roll
This rotates the camera around its own z-axis, in degrees.
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Distance to pivot
This moves the camera closer to or further away from its pivot point, in meters.

View angle
A higher view angle will show more of the stage from a given point of view.View angle is measured in degrees.

Previsualisation Layers Overview
Delete this text and replace it with your own content.
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AnimateObjectPreset
The AnimateObjectPreset layer allows you to simulate moving screen assemblies within the Stage

Visualiser by placing AnimateObjectPreset key-frames onto the key-frame editor.The disguise software will

then animate the object(s) between the configuration key-frame positions.

注意 : at this time, disguise does not output control instructions to Screen movement

systems.The AnimateObjectPreset layer is for pre-visualisation purposes only.

1. Create an AnimateObjectPreset layer

2. Create ObjectPosition configurations

3. Add screens or objects to the configurations
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4. Configure the properties (position etc) of the configurations

5. Playback the configuration keyframes on the timeline to animate objects around the stage.

Creating a AnimateObjectPreset animation

1. Create an AnimateObjectPreset layer and assign a mapping type that contains all of the screen or

objects that you want to control.For information on mapping types please see the chapter Content

Mapping.

2. Open the Config key-frame editor by left-clicking config and create and place a Configuration key-

frame.The process used to create/sequence Screen Configuration key-frames is the same as any

other layer type that uses key-frame editors, for example the AnimateCameraPreset layer.For an

example on how to create and animate key-frames using the key-frame editor please follow the step-

by-step instructions in the AnimateCameraPreset topic.

3. Use the Configuration editor to edit the position of the screen or object.Please read the Screen

Configuration properties section for more information on how to do this.

4. Create as many Configuration key-frames as required and place these on the Config key-frame

editor.Press the Play button and disguiseソフトウェアwill animate the screen or objects between the

Configuration key-frame positions.

Axes
There are five options to choose from:

All: this affects the properties position, rotation and animate.
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Position only: this affects only the position property.

Rotation only: this affects only the rotation property.

Animate only: this affects only the animation property of the screen type Moving mesh which is currently not

in an official disguise release.

Position and rotation: this affects only the position and rotation properties.

Config
This property lets you create a new configuration of screens or objects that you want to animate.

Master
The master property allows you to exert fine control of the movement speed between configuration

positions.By default, disguiseソフトウェアgenerates a linear animation between configuration points.However,

if there are any keyframes on the master timeline between the configuration endpoints, disguiseソフトウェアwill

use the master curve to animate between the endpoints.

Actions

注意 : when using the AnimateObjectPreset layer import properties make sure your layer names

and object names have no spaces or characters such as dashes or slashes etc otherwise the

layers and screens will not import.In addition, the export and import properties wont work if there

are no MTC references on the track.Therefore put a note on the track at the start for example

saying MTC:0.0.0.0.These issues will be fixed in a future release.

There are six options to choose from:

Export: makes a list of time based positions of screens when they change.This list is saved as a .txt file called

screenpos_yourlayername.

Export all in track: Export all points from the track.
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Import: Imports all previously exported points.

Import all in track: Imports all points for a specific track.

Export cues: makes a time list of when specific configuration names are key-framed.This list is saved as a .txt

file called screencues_yourlayername.

Export configs: makes a list of configurations.This list is saved as a .txt file called screenconfigs_

yourlayername.

The .txt files are saved in a new folder called table inside the specific Project folder.For more information on

where the specific Project folder is located please see the sub-chapter Projects location.You can open the .txt

file with Microsoft Excel or Open Office.

You need to use the Configuration editor as part of the process to animate a screen or object.

To open the Configuration editor:

Right-click a configuration from the ObjectConfigurations manager

Add / Remove Screens or objects

1. To add a screen to the Screen Configuration editor left-click the + button.This will open the Screens

manager.
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2. Left-click the object you want to add, in this example Surface 1.This will add Surface 1 to the Screen

Configuration editor.

3. Edit the Screen Configuration editors position or rotation properties.

4. To remove a screen from the Configuration editor left-click the button and select the corresponding

screen from the Screens manager.

Position
This controls the screen position in the 3D space.There are three numbers laid out horizontally: respectively

the x (left/right), y (up/down) and z (into/out of the screen) coordinates.

Rotation
This controls the rotation of the screen mesh, in degrees.The x component controls the rotation around the x

axis; the y component around the y axis; and the z component around the z axis.
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TargetPreset
The TargetPreset layer is similar to the TargetControl in that it allows to control the movement of moving

head lights.Each light in the target screen (which must be of the screen type DmxLights) has its own target

point.

警告 : the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable.If not, the

TargetPreset layer will have no effect.

The TargetPreset (and TargetControl) layer allows you to control how these target points are generated from

the lights base positions.The main difference is that while the TargetControl layer allows to keyframe every

frame of the offset, scale and rotation values, the TargetPreset layer is based on setting a number of

configurations of the target offset, scale and rotation and then interpolate the movements between the

configurations.Notice that the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable.If not, the Target layer will

have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen.Afterwards please

read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.
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Targeting/animating fixtures

1. Create a TargetPreset layer.

2. Target the fixtures by assigning a mapping type with the DMXLights you want to control.Make sure to

set the fixture defined in the DMXLight to aimable.

3. Open the TargetPreset keyframe editor by left-clicking target and create and drag/drop a Target

keyframe (configuration).The process used to create and sequence Target keyframes is the same as

any other layer type that uses key-frame editors, for example the AnimateCameraPreset layer.

4. Right-click the the Target keyframe to edit the position of the fixture targetsm see below for more info.

5. Create as many Target keyframes as required and place these on the keyframe editor.

6. Press the Play button.The disguise software will now animate the light's movements between the

Target positions.

Mapping
Determines what mapping of DMXLight screens to use.Notice that any mapping type can be created using

DMXLight screens.

Target
This property lets you create a new configuration of fixture targets, each specifying a target position (offset,

rotation, scale) set which can be animated.Please see the section below for step-by-step instructions on how

to do this.

You need to use the Target editor as part of the process to animate movinghead fixtures.
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Opening the Fixture Targets editor

Right-click a target in the Targets manager.

Offset
This controls the offset of the fixture target, in meters, from the base light position.

Rotation
This controls the rotation of the fixture target, in degrees.The x component controls the rotation around the x

axis; the y component around the y axis; and the z component around the z axis.

Scale
This controls the scale of the fixture target.1 = no change, >1 = scale up.If all are set to 0, the lights will focus

on a point; if two are set to zero, the lights will focus on a line.
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TargetObject
The TargetObject layer is similar to the TargetControl in that it allows to control the movement of moving

head lights.The only difference being that instead of using virtual target points the TargetObject allows you

to use an object as the target.

警告 : the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable.If not, the

TargetObject layer will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen.Afterwards please

read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.

For step-by-step instructions on how to control moving head lights using the Target layer please see the sub-

chapter Targeting fixtures.

Mapping
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Determines what mapping of DMXLight screens to use.Notice that any mapping type can be created

using DMXLight screens.

Target
This property allows you to select the object that you want to use as the target.

Offset
This value is added to the (x, y, z) stage position of each fixture.To move the fixture targets left and right,

change the x property, to move them up and down, change the y property and to move them in and out, use

the z property.

Scale
This scales the target points in each of the three axes x, y and z.Values higher than 1 increase the size of the

target grid, causing the beams to splay outwards; values lower than 1 reduce the size of the target grid and

setting the scale to 0 causes all beams to converge.

Rotation
This rotates the target grid around each of the x, y and z axes (angles specified in degrees).
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TargetControl
The TargetControl layer is similar to the TargetPreset in that it allows to control the movement of moving

head lights.Each light in the target screen (which must be of the screen type DmxLights) has its own target

point.

警告 : the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable.If not, the

TargetControl layer will have no effect.

The TargetControl layer allows you to control how these target points are generated from the lights base

positions.The main difference is that while the TargetPreset layer is based on setting a number of configurations

of the target offset, scale and rotation and then interpolate the movements between the configurations, the

TargetControl layer allows to keyframe every frame of the offset, scale and rotation values.This gives the user

more precise control of the movements but may be more diffucult to use for an inexperienced user.Notice that

the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable.If not, the TargetControl layer will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen.Afterwards please

read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.
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Offset
This value is added to the (x, y, z) stage position of each fixture.To move the fixture targets left and right,

change the x property, to move them up and down, change the y property and to move them in and out, use

the z property.

Scale
This scales the target points in each of the three axes x, y and z.Values higher than 1 increase the size of the

target grid, causing the beams to splay outwards; values lower than 1 reduce the size of the target grid and

setting the scale to 0 causes all beams to converge.

Rotation
This rotates the target grid around each of the x, y and z axes (angles specified in degrees).

For step-by-step instructions on how to control moving head lights using the Target layer please see the sub-

chapter Targeting fixtures.
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Keyframingレイヤーの概要

レイヤーの編集には、レイヤーエディターとKeyframeエディターを使用します。

Keyframeエディターとは何ですか？
Keyframeエディターを使うと、レイヤーのプロパティを時間と共にアニメートできます。レイヤープロパティは、そのレイ

ヤーエディターからアクセスできます。レイヤーのプロパティをアニメートできない場合は、オープンレイヤーを使用できま

す。

このサブチャプターを読む前に、レイヤーエディターについて説明したレイヤーの編集のサブチャプターを参照するようお

勧めします。

Keyframeエディターを開く

Keyframeエディターを開くには

レイヤーを左クリックしてKeyframeエディターを開きます。Keyframeエディターを開くと、他の開いている

Keyframeエディターが閉じます。

キーフレームトグル

r20から、レイヤー内のアトリビュートのキーフレームをすべてリセットできるキーフレームトグルが追加されまし

た。キーフレームトグルのアイコンをクリックすることで、簡単にキーフレームを有効 /無効にできます。キーフ

レームトグルの詳細については、こちらのリンクをご覧ください。

Keyframe-toggles.html
Keyframe-toggles.html
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複数のKeyframeエディターを開く

Ctrlを押しながらレイヤーエディターのプロパティを左クリックすると、複数のKeyframeエディターを開くことがで

きます。

Keyframeエディターのタイプ

Keyframeエディターには、3つのタイプがあります。これらの3つのタイプの例は、ビットマップレイヤーとそのエディターを

使って以下の3つのサブチャプターで説明されています。オブジェクトのプロパティタイプの詳細については、オブジェク

トの編集のサブチャプターをお読みください。
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数値

数値Keyframeエディターは、数値プロパティ(この例では輝度 )を編集する際に、数値をアニメートできます。

オプション

オプションKeyframeエディターは、オプションプロパティ(この例ではblendMode )をアニメートする際に、固定オプショ

ンリストから選択できます。

オブジェクト

オブジェクトKeyframeエディターは、オブジェクトのプロパティをアニメートする際に他のオブジェクトを参照します。
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Keyframeエディターの操作

1. タイムラインのトラックバーを左クリックすると、現在選択されているトラックを前または逆方向に再生できま

す。タイムラインを操作すると、現在開いているKeyframeエディターもそれに応じて調整されることに注意し

てください。Keyframeエディターは、現在のタイムライン位置の直前に時間のバーが表示され、その後に一

定の数のバーが表示されます。バーの数は、スクリーンの幅と現在のズームファクターに依存します。

2. Keyframeエディターを左クリックし、Altキーを押しながらマウスのスクロールホイールを動かすと、ズームインま

たはズームアウトできます。ズームするには、マウスをKeyframeエディターに合わせたままにする必要がありま

す。

共通のKeyframeプロパティ

3種類のキKeyframeエディターには、以下の共通点があります：

Keyframeまたはキー値のシーケンスで構成され、オプションの選択肢、数値、またはオブジェクトのいずれか

にできます。数値プロパティの場合は、Keyframe間の値はKeyframeを通るライン、またはカーブに従って生

成されます。

時間の1拍は、1本の縦線として表示されます。4本の線のグループはそれぞれ1つのトラックバーを表し、その

すぐ下にバーナンバーが表示されます。Keyframeエディターの背景色は、タイムライン上の対応するトラック

バーの色と同じです。

Keyframeのすぐ上には小さな三角形があり、そのすぐ上にタイムコードがあります。現在ステージにレンダリン

グされているタイムラインの位置を示すnowポインタです。Keyframeを編集すると、そのKeyframeの時間に

nowポインタが移動するので、値を変更したときの効果を即座に確認することができます。
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関連するコンテンツ

レイヤーの作成

詳細を読む

レイヤーの編集

詳細を読む

複数のキーフレーム

詳細を読む
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Numeric keyframes
Numberic keyframes are used for properties that use a numeric range such as 0-255 or 0-1.

Create a numeric keyframe

Left-click the keyframe editor of a layer at the point where you want to create a new keyframe.This will

create a keyframe with the same value as the previous keyframe in the timeline.

Move a numeric keyframe

1. To move a keyframe, click it and drag it upwards, downwards, left or right.You can also adjust the

keyframe using the mouse scroll wheel.

2. You can add a keyframe and position it in a single action; just click in the timeline and drag the new

keyframe without releasing the mouse button.

Remove numeric keyframes

To remove one keyframe, rightclick it.

To remove multiple selected keyframes, hold down Shift and drag-select the keyframes.Hit the

Delete button on the keyboard.
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Editing min/max values

As with standard numeric properties, you can set min/max constraints to limit the positions of your Keyframes

to a certain range.

1. Right-click a numeric property from the Layer editor to open the Numeric property editor.

2. Type the min/max values you want to set in the min / max text fields.

3. Edit the value in the numeric propertys text field in the Layer editor.If you input a value beyond the

range specified in the min/max text fields, the value will automatically default to the min/max value

(whichever is nearer) when you click anywhere on the screen.However, you can override this by

manually moving the Keyframes on the Keyframe editor.

For more information on step , damping and editing numeric properties in general please read the 'Editing

numerical properties section in the Editing objects sub-chapter.

Rightclick the keyframe editor to set the curve for all keyframes, or select a subset by holding shift and dragging

a selection box over them.This will open an option menu that allows you to change the interpolation type (i.e.the

shape of the curve that goes through the key values).There are three options:
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Select
The output value remains static until the next keyframe.

Linear
The output follows a straight line between adjacent keyframes.
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Cubic
The output value follows a cubic curve with zero in and out speed.
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Object keyframes
The object keyframe editor consists of keyframes appearing as object thumbnails.The object library for that

type opens up just below the keyframe editor, allowing you to drag thumbnails onto it.

Creating an object keyframe

Either drag a thumbnail from the object library onto the keyframe editor or left-click a thumbnail in the

library to create a new keyframe at that current position.

Moving an object keyframe

Left-click the thumbnail in the keyframe editor and drag it left or right.
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Removing object keyframes

Rightclick the object thumbnail in the keyframe editor.
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Option keyframes
Option property keyframe editors also consist of a series of keyframes, but each keyframe has an option

choice.Option property keyframe editors behave similarly to numeric keyframe editors.

Creating an option keyframe

Left-click the keyframe editor at the point where you want to create a new keyframe.This will create the

keyframe and open an options menu for edting the keyframe.
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Modifying an option keyframe

1. Left-click the keyframe and drag it left or right to change its time.

2. To select a different option, left-click the keyframe and release the mouse button immediately to open

up the option list so you can choose a different value.

Removing an option keyframe

Rightclick the keyframe to remove it.
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Multiple keyframes
Editing actions apply to all three types of keyframe editors mentioned above and can be applied to a single

keyframe editor or multiple keyframe editors of multiple layers.

Selecting a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key and drag a rectangle around the keyframes you want to select inside the

keyframe editor.Keyframes that fall under the selection rectangle are displayed as solid white dots.
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2. To open more than one keyframe editor, hold down the Ctrl key when selecting the properties.

3. With multiple keyframe editors open, you can now select and edit keyframes from more than one

keyframe editor simultaneously.
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Editing a range of keyframes

Rightclicking inside the keyframe editor with a selected range of keyframes allows you to change the

interpolation type between only the selected keyframes.The popup menu gives you a list of options to

choose from.
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Repeat a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key to select a whole number of bars.

2. Rightclick the keyframe editor.

3. Select either repeat to end of layer or repeat to end of section .

Cut / copy / paste

1. Hold down the left Shift key to select a range of keyframes.

2. Rightclick the keyframe editor and select cut keyframes or copy keyframes .
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3. Move to a different section of the timeline, rightclick the ribbon and select paste keyframes .

Clear a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key to select a range of keyframes.

2. Rightclick the keyframe editor and select delete keyframes .
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Compositing layers
Arrows provide a way of composing multiple layers together.For instance, you could take the output of a

Video layer and pipe it into a Scroll layer, to scroll the video from side to side.

Multiple layers can be chained together, so for example, you could take the output of the Scroll layer and pipe it

into a SpinBitmap layer.

1. To create an arrow between two layers, make sure the source layer is below the destination layer in the

layer stack (because layers are rendered from the bottom up).

2. Position the cursor over the source layer, hold down the Alt key, press the mouse button and drag away

from the source layer.You will see an arrow appear that is following the cursor.

3. Now move the mouse cursor to the destination layer and release the mouse button.This will create a

new arrow between the source and destination layers.
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Scrolling video content created by using an Arrow to pipe a Video layer into a Scroll layer
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4. To remove an arrow, hold down the Alt key and right click the root of the arrow.

Arrow-supported layers
All content layers can be used for piping in content into another layer.However, not all layers support being

piped into.

Currently, only the Bitmap and Effect Layers can be piped into.
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Copying and pasting layers
A layer can be copied and pasted in the current track or even copied and pasted onto another.

Copying a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click copy.
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Copying a layer will copy all of the layers keyframe events.It is recommended that you rename the layer to

avoid future confusion.However you cannot copy and paste groups of layers.To do this, you can export and

import layers.Please read the section Exporting / importing layers for more information on this feature.

Pasting a layer

1. Right-click the Track bar where you want to insert the layer on the Timeline.This will open the Track

bars menu.

2. Left-click paste layer 'LayerName' to insert the layer copy at the currently selected point on the

Timeline.
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Deleting multiple layers

1. Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to select.

2. Right-click the selection rectangle to open the Multiple Layer menu.

3. Left-click delete.The selected layers will be immediately deleted from the Content Layer section.
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Deleting layers

Deleting a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click delete.The layer will be immediately deleted from the Content Layer section.
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Duplicating layers

Duplicating a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the new layer name in the duplicate text field (if different from the default layer name) and

hit Enter.The default layer name in the text field will be the name of the layer you are duplicating with a

number added to the end.
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Extending layers

You may want to extend a layer so that it renders content for a longer section of the Timeline.

Extending a layer

1. Left-click the layer to open two small tabs at the layers edges.

2. Hover your mouse cursor over the layers edges.You will notice the cursor change from a cross hair to

a double ended arrow.

3. Left-click and drag the layers extender tabs to the left or right to extend the layer.

Extending a layer does not modify its keyframe events, they remain in the same position.If you reduce the

extent of a layer, any key-frame events outside the layers extent remain there; if and when you extend the

layer again, those key-frame events become accessible again.
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Grouping layers
When working with large numbers of layers, it is convenient to group related layers together.This reduces

the vertical height of the Timeline and makes it easier to move large numbers of layers.

注意 : that to arrow a layer in to an existing group, the layer needs to be on top of the group in

the compositing order before arrowing.Arrowing a layer from elsewhere on the timeline will not

work.

You can also import and export a group of layers to the current track, or even onto another track in the

Timeline.Please read the 'Importing and exporting layers section above for more information on this very useful

feature.

Grouping layers

1. Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to group.

2. Right-click the highlighted layers to open the Layer menu.

3. Type the name of your group into the group text field and hit Enter.The grouped layers will turn

orange.
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Editing grouped layers
Left-click the + to expand the group layer.

The layers are revealed below the group layer and can be edited in the normal way.

Collapsing a group of layers
Click the - button on the Group layer.

Ungroup a grouped layer

1. Right-click the Group layer to open the Layer menu.

2. Left-click ungroup.

Removing a layer from the group

1. Make sure the group is expanded

2. Right-click on the layer you wish to remove from the group

3. Left-click on Extract

Adding a layer to a group
Hold down the Alt key and left-click drag an arrow from the layer to be group, to the group layer.

The layer will be added to the group layer.
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Save as and importing layers
Layers can be saved to the layers library, from where they can be imported back onto the Timeline in

another location.

注意 : importing a layer makes a copy of the saved layer; changing the layer that you saved to

the layer library does not change the copies.

This allows you to transfer layers or groups of layers in the current track, or even from one track into another

track.This is extremely useful when sequencing, as you can store these saved layers in the Layers Library as

templates to avoid having to repeat actions when creating layers.

注意 : This functionality used to be called Import & Export in previous releases.

Saving a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the name of your exported layer (if different from the default layer name) in the Save as text field

and hit OK.This will save the layer in the Layers Library.
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Saving a layer will copy all of the layers keyframe events.

Importing a layer

1. Right-click the Track bar at the point where you want to import the layer on the Timeline.This will open

the Track bars menu.

2. Left-click import layer.This will open the Layers Library.
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3. Left-click the saved layer from the Layers Library.
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The layer will be added to the track at the currently selected point on the Timeline.
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Isolating layers
Sometimes it is useful to only see the output of a single layer when you have a stack of layers.

To see the output of a single layer:

1. Hold down the I key and left-click the layer.The other layers turn grey to indicate that the selected layer

has been isolated.

2. Left-click anywhere in the Content Layer section to return the screen to the normal view.

Or alternatively

Right click on the layer and select the Isolate option.
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Moving layers
Moving and re-ordering layers is particularly useful when you have a stack of layers.

Layers arranged in a stack are rendered in bottom up order: layers at the top are composited over layers at the

bottom.

Moving/re-ordering a layer can be done in three ways.

Option 1

Left-click and drag the layer left or right.You cannot drag the layer up or down.This method can be

used to move multiple layers when you have a selection rectangle.Please read the Selecting multiple

layers section below for more information on selection rectangles.

Option 2

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click move up or move down.

Option 3

Left-click the layer and hold Ctrl+ Altwhilst using the keyboard arrow keys to move the layer up, down,

left or right.Moving a layer moves all keyframe events.
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Muting layers
It is possible to mute a layer to temporarily disable it, allowing you to see layers behind it in a stack of

layers.

Muting a single layer:

1. Hold down the M key and left-click the layer.

Or alternatively

2. Right click on the layer and left click the Mute option.

The layer will turn dark grey to indicate that the selected layer has been muted.

Unmuting a single layer:

1. Hold down the M key and left-click the layer again.

Or alternatively

2. Right click on the layer and left click the unmute option.
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The layer will return to its original colour.
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Locking layers

To lock a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click Lock.This will lock the layer from edits and disallow the user from deleting, moving or

changing layer values until it is unlocked.
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To unlock a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click Unlock.This will unlock the layer and allow the user to edit it again.

注意 : Locking a layer does not modify its keyframe events.
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Renaming layers

To rename a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the new layer name in the rename layer text field and hit Enter.The layers name will update

instantly.A good layer naming format is Layer-type + description.
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Selecting multiple layers

To select multiple layers:

Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to select.This allows you to select a range of layers.

Selecting multiple layers will copy the selected layers keyframe events.

Left-click anywhere in the Content Layer section to clear the selection rectangle.
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Splitting layers

To split a layer:

1. Left-click a Track bar at the point on the Timeline where you want to split the layer.

2. Right-click the layer to open the Layer menu.

3. Left-click split.This will split the layer at the currently selected Timeline position into two shorter layers.

Splitting a layer does not modify its keyframe events, they remain in the same position.If you split the layer, any

key-frame events outside the layers extent remain there; if and when you extend the layer again, those key-

frame events become accessible again.
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Sockpuppet overview

What is Sockpuppet
Sockpuppet fully implements DMX & OSC controls into disguiseソフトウェア.This feature enables the user to fully

control all layers and their parameters from a lighting desk or OSC application.As a result, the operator is no

longer restricted to timeline based sequencing, but can now program their project using the lighting desk’s cue

stack, or a combination of both; by having certain layers controlled from the lighting desk and others controlled

from the Timeline.In short, Sockpuppet works by treating all of the layer types as fixture personalities.

Compatibility
Sockpuppet is fully compatible with any lighting desk capable of outputting Art-Net or sACN, as well as any

OSC platform capable of sending OSC control strings.

Additionally, for added usability XML personalities can be exported from disguiseソフトウェアand imported into

any XML compatible console.

Known Limitations

Frame accurate sync across multiple machines cannot be guaranteed.This is because sockpuppet playback

responds locally to control packets received on each machine, rather than the director receiving the control data

and distributing it synchronously across the machines in the session.This is to guarantee as low latency

response as possible.

In setups where a single screen is stitched from outputs across multiple servers, sockpuppet cannot guarantee

synchronous playback across the whole surface.

Network setup - console
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First ensure the lighting desk and server are networked together and able to ping each other.You will need to

assign the IP address and Subnet mask on both the lighting desk's Art-Net port and the server's Art-Net

port.These will normally be addressed as shown below:

server - DMX port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

lighting desk - Art-Net port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

注意 : Each device needs a unique IP address within the same IP range and subnet

Network setup - OSC
First ensure the OSC app and server are networked together and able to ping each other.You will need to

assign the IP address and Subnet mask (ensuring they are both set to the same IP and Subnet range) on the

system hosting the OSC application and the server's network port that is receiving the OSC data.

Set OSC application send IP

Set OSC application receive IP

Set the OSC application outgoing port

Set the OSC application incoming port

Set disguiseソフトウェアOSC device send IP

Set disguiseソフトウェアOSC device receive IP

Set the OSC disguiseソフトウェアoutgoing port

Set the OSC disguiseソフトウェア incoming port
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Confirm the connection
To check the two devices can communicate with each other, a command line called ping should be used.

注意 : If using sockpuppet on a Director/Actor system, you will need to give each machine its own

Art-Net or OSC connection as each machine needs to receive the data from the control source.

Setup
Once network connectivity has been confirmed between the server and the lighting desk, the next step is to

create a DMX or OSC device in disguiseソフトウェア.

Read more about DMX setup here.

Read more about OSC devices here.
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Sockpuppet overview

What is Sockpuppet
Sockpuppet fully implements DMX & OSC controls into disguiseソフトウェア.This feature enables the user to fully

control all layers and their parameters from a lighting desk or OSC application.As a result, the operator is no

longer restricted to timeline based sequencing, but can now program their project using the lighting desk’s cue

stack, or a combination of both; by having certain layers controlled from the lighting desk and others controlled

from the Timeline.In short, Sockpuppet works by treating all of the layer types as fixture personalities.

Compatibility
Sockpuppet is fully compatible with any lighting desk capable of outputting Art-Net or sACN, as well as any

OSC platform capable of sending OSC control strings.

Additionally, for added usability XML personalities can be exported from disguiseソフトウェアand imported into

any XML compatible console.

Known Limitations

Frame accurate sync across multiple machines cannot be guaranteed.This is because sockpuppet playback

responds locally to control packets received on each machine, rather than the director receiving the control data

and distributing it synchronously across the machines in the session.This is to guarantee as low latency

response as possible.

In setups where a single screen is stitched from outputs across multiple servers, sockpuppet cannot guarantee

synchronous playback across the whole surface.

Network setup - console
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First ensure the lighting desk and server are networked together and able to ping each other.You will need to

assign the IP address and Subnet mask on both the lighting desk's Art-Net port and the server's Art-Net

port.These will normally be addressed as shown below:

server - DMX port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

lighting desk - Art-Net port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

注意 : Each device needs a unique IP address within the same IP range and subnet

Network setup - OSC
First ensure the OSC app and server are networked together and able to ping each other.You will need to

assign the IP address and Subnet mask (ensuring they are both set to the same IP and Subnet range) on the

system hosting the OSC application and the server's network port that is receiving the OSC data.

Set OSC application send IP

Set OSC application receive IP

Set the OSC application outgoing port

Set the OSC application incoming port

Set disguiseソフトウェアOSC device send IP

Set disguiseソフトウェアOSC device receive IP

Set the OSC disguiseソフトウェアoutgoing port

Set the OSC disguiseソフトウェア incoming port
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Confirm the connection
To check the two devices can communicate with each other, a command line called ping should be used.

注意 : If using sockpuppet on a Director/Actor system, you will need to give each machine its own

Art-Net or OSC connection as each machine needs to receive the data from the control source.

Setup
Once network connectivity has been confirmed between the server and the lighting desk, the next step is to

create a DMX or OSC device in disguiseソフトウェア.

Read more about DMX setup here.

Read more about OSC devices here.
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Bank Editor

注意 : it is important to note for best results have the console set up to work in decimal rather

than percent.

What is the bank editor?
The bank editor enables us to assign DMX values to the various resources needed within a layer, examples of

such resource parameters include, video or bitmap files, mapping types or HTML bookmarks.This process is

managed on a bank and slot basis.

Banks & slots
Within the layer personality, sockpuppet will assign two channels to each resource parameter, the first of

these channels will be for the resource bank, and the second will be for the resource slot.For example within

the video layer personality, channel 8 is for the video bank & channel 9 is for the video slot.

Example: If we had a video asset assigned to video slot 5 in video bank 3, we would need to output the

following from the lighting console to recall it.

channel 8 @ 3, channel 9 @ 5.

This means that we can have a maximum of 255 video banks and within each of those we can have 255 video

slots, giving us a total of 65025 assignable video slots (255*255) for each resource type.



1383

Main Interface elements
To open the Bank editor right click on the state menu (top left) and underneath the sockpuppet tab left click

"bank".

At the top of the window we have the currently selected resource type, in this case, video clip.Left click Video

Clip to open a menu for other resource types.You can populate the resource bank with resources by dragging

them from the resources view in the bottom of the window, to empty bank slots.

Preferences
The bank editor preferences can be opened by left clicking the small white triangle in the top right corner of the

window.
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View type

Here we can select the way in which we want to view the bank editor.Grid will display the slot window in a grid

format and List will display the slot window as a list.

Columns

Specifies the number of columns displayed by default.

Parameter tracking

By left clicking on this field and setting it to "on" we will have a visual representation of which slot we currently

have selected; so as the console programmer scrolls through the slots and banks on the encoders, a

red square will be drawn over the slot we currently have selected.

Auto-populate

When disabled, it stops assets being added automatically based on their file name.
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Search function

This enables you to search through the assets already assigned to a slot, and will highlight them with a light

blue square if they match the search criteria.

Working with banks
The banks are all configured and managed in the tabs bar above the slot layout.By default we will have bank 0

already created.In order to open the bank options window right click on an existing bank or on bank 0.

Rename

Here we can specify a custom name for our bank, type it into the field and click ok or press the return key.

Duplicate

Here we can copy the contents of our selected bank into another, specify the destination bank number in the

field and click ok or press the return key.
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New bank

Here we can create a new bank.to do this enter the number for your new bank and click ok or press the return

key.

Auto-populate banks from directory

Please see below, "under adding assets to slots"

Reset bank

This will return the bank to its default state, and empty any populated slots.

Remove missing

Allows you to remove missing media from a selected bank.

Delete bank

By left clicking here, we will completely delete the bank from our bank editor.

Adding assets to slots

Manually add assets to slots

To manually add an asset to a slot, simply select the resource type you wish to assign, such as textures, left

click on the thumbnail in the library and drag and drop it over the slot you wish to assign it to.repeat this

process for all of your content.If you have your content organised into files and boxes (click here to read about

organising your content) then you can quickly populate your slots with whole boxes at a time.To do this simply
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hold down Alt on the keyboard and left click over the box you wish to use, this will turn our cursor into a white

arrow which we can drag from our box to the first slot we wish to use, release and it will populate the slots with

the contents of that box.

Using auto-populate to add assets to slots

Another widely used method of assigning DMX values to assets, is adding numerical values to folders and

files within your assets library.The disguise software also supports this workflow and is managed via the auto-

populate field in the bank options (see above for how to access).

Creating a directory

When using this method to populate your banks and slots, you will need to start by numbering your folders and

files within the project directory in Windows.

Navigate to the resource folder you wish to use (we will be using DxTexture as an example) and number your

folders within the DxTexture folder, these will become your bank numbers.Within each of these folders you will

need to number your asset files, these will become your slot numbers.

Clearing assets from slots

In order to clear a slot we will need to overwrite it with the "none" thumbnail from our resource library.To do

this simply left click on the none thumbnail and drag it over a populated slot.We could also use the reset bank

option to clear out the whole bank.

Banks with OSC
As of r17.3, banks can also be used with OSC sockpuppet.

The path is always the same: /d3/layer/Typeoflayer/Nameoflayer - Example: /d3/layer/Video/video

It's always one message (One address/path + one or two integers)
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Option one: One path and one integer with bank and slot encoded into one number (e,g, bank 1 slot 1

is 256+1=257).

The formula for a single int is bank*255+slot (eg.bank 0 slot 1 is 0*255+1)

Option two: One path and two integers with bank in the first integer and slot in the second integer.
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Patch assignments
Sockpuppet treats all of disguise's layer types as fixture personalities.The Patch Assignments window is

where we patch or assign our layers on our Timeline to incoming DMX values or channels.For OSC the

process is slightly different.

DMX

Patching a layer to DMX control

1. Access the patch assignments window by right-click on the d3 icon in the top left corner of the

interface.

2. Navigate down to the Sockpuppet tab.

3. Beneath this you will find two fields, the first will be Patch assignments and the second Bank

assignments.

4. Left-click Patch Assignments to open the patch assignments window.
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View Types
Left click on the view type field to open the list of available view options.

Patch grid

Displays all 512 channels in a grid format.You are able to patch to any free channels here or view which

channels you have already populated with a patch.Left-click on Patch Grid to view different options to change

the layout of the patch window.

Please note: this is the view type you will need to be in to patch your layers.

Patch list

This shows us a list of all of the current layers patched and their start channels within any selected universe

(selectable from the Viewing Universe field).

Global patch list

This follows the same format as the Patch List, however this will show us a full list of all layers patched

regardless of which universe they start on.

Universe occupancy

This will show us in grid format which of our universes we currently have layers patched to (a blue square over

any universe indicates we have layers patched).

Patching layers
To patch layers within disguiseソフトウェアensure:
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The Patch Assignments window is open & in the patch grid view type.

The layer you want to patch is added to the Timeline.Click here for more information on working with

layers.

Hover the cursor over the DMX channel you want to patch to in the Patch Assignments window.

Select the DMX channel while holding down ALT to generate a white arrow, which should be

dragged down to the layer on the Timeline that you want to patch to.
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This will create a green block over the channels in our patch grid that the layer will take up, and also turn the

layer on the timeline green to signify the layer is patched and only controllable through Sockpuppet DMX.

We will also be presented with some key information regarding our patch.This will include the start address, a

user specified name (this will be "untitled" by default) the layer type, and the personality version.
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注意 : Any previous keyframing / sequencing done on the layer will be overwritten and deleted by

the default values sent from the desk once the layer is patched.

Patch settings
To access this patch settings menu, right click on the green patch block, this will open the patch settings.

Name

Here we can give the layer a user friendly name, this might be particularly useful if we have a high number of

video layers patched for example, and want to easily distinguish which ones are which.

Universe

Here we can specify the universe we want to patch our layer to.
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Start channel

Here we can specify the start channel we want to patch our layer to.

Patch info

Here we are presented with some basic information as to where and how many layers our patch assignment is

connected to.

Show Personality

By left clicking this, we are presented with a window displaying the layers personality.This is a table

highlighting which incoming DMX channel is assigned to what function or parameter within the layer, in

addition to this we are shown the default values of channels, their ranges, and the title displaying the layer

type and its total footprint size.

Show Personality XML
Left clicking Show personality XML will do two things.The first will present the user with a window showing the

video layer personality in XML form.The second action performed will be to create a new folder in the d3

projects folder, this will be named "output".(see the below file directory)

Computer > Media (E:) > d3 Projects > Project Name > output

This folder will be populated with an XML file containing the Personality data for the selected layer.This can

then be transferred via USB stick onto your XML compatible lighting console.

注意 : You will need to follow this process for each layer type patched.A new XML document will be

created within this output folder, for each new layer type that the user opens the show personality

XML function on.
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Personality Versions
Here we will find an archive of the previous personality versions used in our project.A personality profile may

be updated / changed with a new release of disguiseソフトウェア, this function will allow you to roll back to the

personality version that you originally programmed your show with, meaning you will not have to update any of

the programming on your console.

Delete Patch
By left clicking on delete patch we will remove the selected layer from our patch assignment.This will return it

to its standard operating mode (controlled through the timeline & keyframable)

OSC

Patching a layer to OSC control

1. Right click a layer on the timeline

2. Left click Patch to OSC
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3. Choose OSC device

The layer will now turn green, indicating that it is controlled by an external sockpuppet system.
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View the personality

1. To view the personality of the layer for OSC, right click the layer and choose Edit OSC patch.

2. Left click View personality

The default OSC personality opens.



1401

Export the personality

1. Repeat the previous steps to view the OSC patch.

2. Once the patch is open, left click the Export button at the bottom of the window.
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Sockpuppet personality editor

The Sockpuppet personality editor is a feature of disguiseソフトウェア that allows users to edit the default

personality of a patched layer.

It's important to note that currently, the functionality is limited to patched layers and you cannot store a custom

personality for use with other layers of the same type.

The functionality is useful for setting 16-bit control of some control channels, as well as removing parameters

from the personality.

Accessing & using the personality editor

1. Patch a layer as specified in the patch assignments topic.

2. Right click the patched layer in the patch assignments widget.
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3. In the DMX Patch Settings widget, right click the DmxPersonality object.
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The personality editor will open.You can now edit values in the editor which will be stored to the

personality in use for that layer.
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Use the actions tab to show or export the personality in either text or grandMA2 format.

4. Editing and creating a custom DMX personality:

Removing channels

Channels can be removed from a personality as well to create a custom DMX profile.Right-click on the

empty space between a column in the DMXPersonality editor and select Remove Properties.
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Creating a custom DMX personality

The Channel Offset, Display Name, Group Name, and Min/Max/Default Values can also be

customized in this editor and exported.
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Sequencing with Sockpuppet

There are a number of changes to the way in which layers are programmed or sequenced when running in

sockpuppet mode.The following section will outline these differences.

Dormant layers

Overview

Dormant layers is a feature to enable the stacking of large numbers of layers on the timeline.The issue with this

previously was that each layer on the timeline required a certain amount of system resources in order to run,

which would quickly add up when working with large numbers and result in a significant drop in

performance.Now when a layer is set to be dormant it will not require any system resources, and therefore

mean we can have large stacks of layers on our timeline and not have to worry about performance issues.

Setting a layer to be dormant
To make a layer dormant simply set the brightness to 0.This will change the colour of the layer to a dark grey to

signify the layer is now dormant.Raise the value above zero to make the layer active.

RGB colour overview
When running in sockpuppet mode the colour pallette system with its X and Y values are ignored and instead

replaced by a RGB colour system.This is to reflect the typical way of working with colour on a lighting console.

注意 : there is a know issue whereby the RGB colour control system will not be reflected in the layer

editor within disguiseソフトウェア, this will be fixed in a later release.

Video playback modes overview
When running a layer in sockpuppet mode there are a number of behaviour changes and additions to the video

play modes.The functions are listed below:
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Normal

Play forward

Locked

Play forward: no difference from Normal

Reset

Reset to the first frame in the clip and hold

Pause

Pause at the current frame

Inframe

Go to a specific frame

Outframe

Set a specific outframe

Reverse

Play clip backwards

Timecode

Playback will chase timecode

LoopInFrame

Set a specific inframe for a video clip loop
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LoopOutFrame

Set a specific outframe for a video clip loop

Toggle Sockpuppet
The toggle sockpuppet feature allows us to remove the sockpuppet functionality on any parameter within a

patched layer.

If for example, we have a Bitmap layer patched and we want to have DMX control over everything apart from the

brightness parameter, which we want to keyframe.We can now right click on the parameter we want to toggle,

and click "toggle sockpuppet" this will now take my parameter out of the sockpuppet mode.
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インディレクション

インディレクションは、ユーザーがシステムに指定したコマンドを送信した際にリモートで交換できるキーフレームです。

概要

インディレクションは、主に事前にプログラムされたコンテンツをオンザフライで切り替える際に使用されます。外部シス

テムのトリガーや、ステージ上のタレントのパフォーマンスに合わせて再生を変更するなど、特定のシナリオでオブジェク

トを変更したい場合に使用されます。

インディレクションは間接コントローラーで制御され、5つのタイプがあります：

マニュアル

間接が使用する単一のリソースを保持します。UIから手動で制御することも、新しいインディレクションAPIから制御す

ることも可能です。

リスト

リストコントローラ型はオブジェクトのリストを保持しており、それらがどのオブジェクトを参照しているかのインデックスが

あります。リストは、UIから手動で制御することも、インディレクションAPIから制御することも可能です。

OSC
OSCコントローラは、「/d3/間接参照 /名前」などのアドレスとOSCデバイスを保持しています。OSCを介してdisguise

ソフトウェアに以下のような形式の文字列を送って制御します：

アドレス：/d3/indirection/nameOfIndirectionToControl

メッセージ：sample/george.jpg

DMX
DMXコントローラは、チャンネルとユニバースを保持しています。チャンネル/ユニバースにDMXバンク＆スロットに対応す

る値を送って制御します。

UDP
UDPコントローラは、文字列をキーとしたオブジェクトのリストを保持します。指定された文字列で生のUDPメッセージ

を送信し、関連するオブジェクトを選択することで制御されます。
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また、インディレクションは専用のAPIでアクセスでき、そのドキュメントはdisguiseソフトウェアが動作している間、

http://localhost/docs/v1/index.htmlで見ることができます。

警告 : OSC、DMX、およびUDP間接コントローラは、disguiseソフトウェアの再起動後はその値

を保持しません。

警告 : OSCやDMXのインダイレクトコントローラーは、指定したオブジェクトやバンク/スロットに入

れたオブジェクトに設定できるので、正しいオブジェクトの種類を選択するように注意する必要が

あります。キーフレームインダイレクトを、それがシーケンスされているキーシーケンスと一致しない

オブジェクトに設定した場合 (例えば間接がvideoClipを想定しているのに、マッピングを参照する

ように設定した場合 )、インダイレクトは「なし」を保持するように切り替わります。

ワークフロー

間接は、「ダイナミック」キーフレームと多少似た働きをします

ダイナミックキーフレームには、コントローラが付属しています。

コントローラに値が送信されます。

その値に基づいて、出力結果を一時的に変更できます。

例

マニュアル

マニュアル・インダイレクトは、disguiseソフトウェアユーザー・インターフェースを介して定義されたリソースに素早く変

更を加えたい場合に非常に便利です。例：企業のイベント時にロゴを入れ替える場合
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1. ビデオなどのコンテンツレイヤーを開きます。

2. 変更したいリソースのキーフレームエディターを開きます。例：videoClip

3. 間接を新規作成します。

4. 間接に固有の名前を付けます

5. 間接で、コントローラを作成します。

6. マニュアルコントローラータイプを選択します。

7. マニュアルコントローラで、コントローラに割り当てるリソースを選択します。

8. これが完了すると、リソースを変更することができ、レイヤーが更新されます。
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リスト

リストは、交換や入れ替えを行いたいリソースが少量しかない場合に便利なコントローラーです。例えば、ショーの最

中に別のパフォーマーが誰かの代わりをする際、2つのメディアをトグルできます。

1. ビデオなどのコンテンツレイヤーを開きます。

2. 変更したいリソースのキーフレームエディターを開きます。例：videoClip

3. 間接を新規作成します。

4. 間接に固有の名前を付けます

5. 間接で、コントローラを作成します。
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6. リストコントローラータイプを選択します。

7. リストコントローラで、コントローラに割り当てるリソースを選択します。

a. リソースは、disguiseソフトウェアの他のリストと同様に並べ替えが可能です。項目を上下にドラッ

グして並び替えることができます。

b. インデックス値はリソースを循環するので、リストの順序は重要です。

c. インデックス値には、外部デバイス(例：MIDIコントローラー)にリンクできる式を指定できます。

8. これが完了すると、リソースを変更することができ、レイヤーが更新されます。
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OSC
OSCのインダイレクトは、iPadなどのデバイスでより複雑なフロントエンドインターフェースを作りたい場合や、インディ

レクションにロジックを適用する場合などに有用です。

1. ビデオなどのコンテンツレイヤーを開きます。

2. 変更したいリソースのキーフレームエディターを開きます。例：videoClip

3. 間接を新規作成します。
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4. 間接に固有の名前を付けます

5. 間接で、コントローラを作成します。

6. OSCコントローラータイプを選択します。

7. OSCコントローラで、コントローラに割り当てる値を選択します。

a. コントローラーがデータを受信しているOSCデバイスを設定します。

b. コントローラがリッスンしているOSCアドレスを設定します。

8. これが完了すると、リソースを変更することができ、レイヤーが更新されます。
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DMX
DMXは、sockpuppetと同じようにライティングデスクでインディレクションを変更するのに便利ですが、sockpuppetの

プログラミングワークフローを完全にセットアップする必要はありません。

1. ビデオなどのコンテンツレイヤーを開きます。

2. 変更したいリソースのキーフレームエディターを開きます。例：videoClip

3. 間接を新規作成します。

4. 間接に固有の名前を付けます
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5. 間接で、コントローラを作成します。

6. DMXコントローラータイプを選択します。

7. DMXコントローラで、コントローラに割り当てる値を選択します。

a. ユニバース＆アドレスの設定

b. sockpuppetと同様に、制御したいリソースがバンクの割り当てで公開されていることを確認しま

す。

8. これが完了すると、リソースを変更することができ、レイヤーが更新されます。

UDP
UDP 間接はより複雑なユースケースに有用で、どのインディレクションが使用されているかを外部システムが決定す

るロジックを実行する場合などに使用できます。

1. ビデオなどのコンテンツレイヤーを開きます。

2. 変更したいリソースのキーフレームエディターを開きます。例：videoClip

3. 間接を新規作成します。
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4. 間接に固有の名前を付けます

5. 間接で、コントローラを作成します。

6. UDPコントローラータイプを選択します。

7. UDPコントローラで、コントローラに割り当てるリソースを選択します。

a. リソースのキーを設定します。

8. これが完了すると、リソースを変更することができ、レイヤーが更新されます。
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Universal crossfade overview

What is Universal crossfade?
Universal crossfade allows you to smoothly dissolve / fade between any two points in a show.

Up to r11.3, the only way to transition from one point in a track to another, or to another track, was a hard cut.In

r12 onwards, you can jump from any point in a track to any other point, or to another track, with a smooth

dissolve.

Crossfade duration
Controlling the duration of the dissolve can be done in three ways:

Globally across the entire project: open the state manager by right clicking the d3 icon on the top left of

the gui, navigate to Project Settings and see option Global Crossfade Duration.

Per-track: right-click on the track title bar, select Special settings, switch Default Crossfade to Fade or

TrackSection, and select the transition time you want to use.

Per section: right-click on the first bar of the section, under the Crossfade tab, select either Fade or

TrackSection and configure the parameters accordingly.

Fade transitions
Fade transitions is the mode universal crossfade has always used.
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These can be set at either a global level, track level or section level.Each overriding the last in order of

precedence.

To access the fade settings:

1. Right click a section

2. Set the crossfade from Undefined to Fade.

3. Set the duration to be whatever time you wish the fade to occur over.
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4. The first second of each section shows a triangular indentation to indicate that jumping into

the section will initiate a dissolve of that duration.The duration is always controlled by the destination

section.

The fade is started under two circumstances :
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Jumping to another point on the timeline

Holding at the end of a section and going forward into the next section

注意 : that playing across a section boundary will not start the dissolve.Only an action that forces

the playhead to another location on the timeline will trigger the crossfade.

Crossfade loop
When in loop section playmode, the playhead can crossfade to the beginning of the current section x seconds

before the end of the section.Where x is the duration of the fade or the length of the specified track section

used to render the transition.This helps create a more seamless fade back to the start of a section rather than

a hard cut.

1. Right click on a section and set the transition to fade.

2. Check Loop XFade box.

3. The section will now fade back to the beginning using the duration set.

Sequenced transitions
As of r17.1, you can sequence a transition instead of using universal crossfade which only allows a straight

dissolve.Note that sequenced transitions can only be used at the section level currently.

Individual RGBA components are actually transitioned independently.

During a transition, all layer types are expected to work except those which deal with transport

commands or status.Examples include:

TransportVolumeLocal

TransportBrightnessLocal

TransportControl
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TrackJump

読み出し

Audio is played back during transitions.This is to allow an audio component to the transition.

Prefetch is not performed - any 'heavy' video files will likely fail on the first frame.A workaround would

be to offset the transition video forward by a frame or two.

Setting up a sequenced transition

1. Create a track called “transitions”.

2. Create sections within the track that define your transition lengths.

3. Within your section, sequence a video file or texture starting black, and ending white.Playmode should

be set to “pause at end”.

4. Give the section a name by using a note.

5. On your main show track, right click a section to define a section based crossfade.This can also be set

via Telnet when using the Multi-transport API.

6. Choose “Track Section” in place of the crossfade override.
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7. Choose the transition section to use.
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Universal crossfade overview

What is Universal crossfade?
Universal crossfade allows you to smoothly dissolve / fade between any two points in a show.

Up to r11.3, the only way to transition from one point in a track to another, or to another track, was a hard cut.In

r12 onwards, you can jump from any point in a track to any other point, or to another track, with a smooth

dissolve.

Crossfade duration
Controlling the duration of the dissolve can be done in three ways:

Globally across the entire project: open the state manager by right clicking the d3 icon on the top left of

the gui, navigate to Project Settings and see option Global Crossfade Duration.

Per-track: right-click on the track title bar, select Special settings, switch Default Crossfade to Fade or

TrackSection, and select the transition time you want to use.

Per section: right-click on the first bar of the section, under the Crossfade tab, select either Fade or

TrackSection and configure the parameters accordingly.

Fade transitions
Fade transitions is the mode universal crossfade has always used.

These can be set at either a global level, track level or section level.Each overriding the last in order of

precedence.
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To access the fade settings:

1. Right click a section

2. Set the crossfade from Undefined to Fade.

3. Set the duration to be whatever time you wish the fade to occur over.
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4. The first second of each section shows a triangular indentation to indicate that jumping into

the section will initiate a dissolve of that duration.The duration is always controlled by the destination

section.

The fade is started under two circumstances :
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Jumping to another point on the timeline

Holding at the end of a section and going forward into the next section

注意 : that playing across a section boundary will not start the dissolve.Only an action that forces

the playhead to another location on the timeline will trigger the crossfade.

Crossfade loop
When in loop section playmode, the playhead can crossfade to the beginning of the current section x seconds

before the end of the section.Where x is the duration of the fade or the length of the specified track section

used to render the transition.This helps create a more seamless fade back to the start of a section rather than

a hard cut.

1. Right click on a section and set the transition to fade.

2. Check Loop XFade box.

3. The section will now fade back to the beginning using the duration set.

Sequenced transitions
As of r17.1, you can sequence a transition instead of using universal crossfade which only allows a straight

dissolve.Note that sequenced transitions can only be used at the section level currently.

Individual RGBA components are actually transitioned independently.

During a transition, all layer types are expected to work except those which deal with transport

commands or status.Examples include:

TransportVolumeLocal

TransportBrightnessLocal

TransportControl
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TrackJump

読み出し

Audio is played back during transitions.This is to allow an audio component to the transition.

Prefetch is not performed - any 'heavy' video files will likely fail on the first frame.A workaround would

be to offset the transition video forward by a frame or two.

Setting up a sequenced transition

1. Create a track called “transitions”.

2. Create sections within the track that define your transition lengths.

3. Within your section, sequence a video file or texture starting black, and ending white.Playmode should

be set to “pause at end”.

4. Give the section a name by using a note.

5. On your main show track, right click a section to define a section based crossfade.This can also be set

via Telnet when using the Multi-transport API.

6. Choose “Track Section” in place of the crossfade override.
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7. Choose the transition section to use.
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Generating textures

Texture types

Composite Texture
Combines multiple textures into one.To blend the textures together, you can select different blend modes.

Gradient Texture
Gradient texture allows for generative gamma and gradient length options.

Soft Edge texture
Create as many points as you want and configure what gamma level and level of gradient you need to achieve

the perfect blend between your projector outputs.

Solid texture
Texture that only allows one solid color.

Lookup texture
This texture allows you to edit the brightness curve of a softedge texture.

PreComp Texture
This texture acts as a virtual screen that content can be written to.See the PreComp topic for more information.

Creating textures
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To create a texture:

1. Open a Bitmap layer, a Spinbitmap layer or any other texture based layer.

2. Left-click palette from the layer editor.

3. Left-click new texture to highlight the text field.

4. Type in the name of your texture, for example theatre surface .

5. Hit Enter.This will open a menu of five different types of textures.

Exporting textures
To Export a texture:

1. Open your texture from the DxTexture editor by right clicking on it.

2. Left-click the Actions tab at the bottom of the editor.

3. Alter the name if needed, and then hit Enter or left click OK.The texture will be written to the output

folder of the Project folder.
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Configuring Overview

This section explains how to configure all the different devices that send data to disguise or receive data from

disguise.
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Configuring Overview

This section explains how to configure all the different devices that send data to disguise or receive data from

disguise.
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オーディオ概要

disguiseのオーディオ操作には2つの別個の方法があります:オーディオは、トラック上に直接挿入する、あるいはタイム

ライン上のレイヤーに追加することができます。

PAオーディオ品質を達成するために(機器ごとのパッチを含む)、ビデオ・ファイル内に圧縮されていないオーディオを埋

め込むか、あるいはオーディオレイヤーを使用することが推奨されます。

トラック・オーディオ(.mp3, .wav,または .aiff)量子化し、ガイド・オーディオトラックとして使用されます。これは、ショーを

ビートに合わせてシーケンスすることを可能にします。

ファイル形式情報については、サポートされるファイル形式を参照します。

トラックの量子化とビートに合わせたシーケンス

オーディオ・ファイルは、トラックに直接添付できます。このとき、オーディオトラックを量子化することができます。量子化

では、ビートグリッドを編集し、トラックイベントをビートに合わせてスナップすることで、ビートに合わせたコンテンツのシー

ケンシングが可能になります。

オーディオトラックを量子化する方法のステップごとの手順は、以下のサブチャプターオーディオトラックを量子化するを

参照します。

注意 :現在、4/4拍子記号の楽曲のみがサポートされます。他の拍子については今後のリリースで対応

が予定されています。

高品質オーディオの出力

4U、Pro Range、Gx Rangeハードウェアは、専門RMEオーディオカードからバランスのとれたステレオを出力することが

できます。

詳細は、サブチャプターオーディオの出力を参照します。

AudioAnalyser
AudioAnalyserはオーディオ波形を表示します。AudioAnalyserの使用についての詳細は、このページをご確認くださ

い。



1440

オーディオの定量化

注意 :オーディオを量子化するために以下の手順を進める前に、セットアップの定量化のサブチャプターを

ご覧ください。

注意 :オーディオトラックをクオンタイズするときのコツは、キーボードショートカットの[ と] を使って量子化ウ

インドウを左右に移動することです。さらに便利なショートカットについては、ーボードのショートカットのサブ

チャプターを参照してください。

オーディオトラックの量子化

定量化とは、オーディオトラック上でビートマーカーをドラッグして、disguiseソフトウェアにビートがどこにあるかを伝え

ることです。オーディオトラックを量子化するには、量子化ウインドウを開く必要があります。

現在のオーディオトラックのクオンタイズウインドウは、以下にように開きます：

1. Alt-Qを押します。Alt-Qをもう一度押すと、一度開いたクオンタイザーウインドウが閉じます。

2. 最初のビートを見つけるまでトラックを再生し、最も近いマーカーをそこにドラッグします。
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3. 次に、次のマーカを次のビートにドラッグします。

4. 次を再生すると、点線のマーカーが徐々にずれていくのがわかります。点線のマーカーはdisguiseソフトウェ

アで自動生成されます。

5. あらゆる時点で、点線マーカーをつかんでドラッグし、最も近いビートに合わせることができます。このとき、

マーカーは実線になります。手動で配置したマーカー間の点線マーカーは、等間隔になるように移動しま

す。

6. マウスのスクロールホイールを使って、いつでもズームイン、ズームアウトできます。これによって細部まで確認

できるため、より正確にマーカーを配置できます。
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7. メトロノームボタンは、各マーカーをビートとして再生し、ビートグリッドがどの程度並んでいるかを確認できま

す。メトロノームボタンの横には、ボリュームコントロールがあります。白いボリュームバーまたはテキストフィー

ルドを左クリックすると、メトロノームの音量を変更することができます。テキストフィールドには、0( ミュート )か

ら255(フル)までの任意の数値を入力できます。これが最小値と最大値になります。

8. トラックの定量化が終わったら、Alt Qを押してクオンタイザーを閉じます。

注意 : クォンタイザーがディレクターにしか描画されないため、ディレクター/アクター/アンダースタディの環

境では、メトロノームはディレクター機にしか出力されません。

クオンタイザーのプロパティ

クオンタイザーにはさらに編集オプションが含まれています。

クォンタイザーメニューを開くには:

1. クォンタイザーウインドウのタイトルバーを右クリックします。



1443

編集オプションは以下の通りです:

非定量化 :このオプションは、トラック上に配置されていたマーカーを削除し、定量化のウィンドウを閉じます。

全マーカーを1フレーム左に移動 :このオプションは、配置されたすべてのマーカーを1フレーム左に移動します。トラッ

クのビートに対してマーカーの配置が遅すぎるが、すべてのマーカーを均一に移動させたい場合に有効です。

全マーカーを1フレーム右に移動 :このオプションは、配置されたすべてのマーカーを1フレーム右に移動します。このオ

プションは、トラックのビートに対してマーカーの配置が早すぎるが、すべてのマーカーを均一に移動させたい場合に

有効です。

オーディオを置き換える :このオプションは、トラック内の現在のオーディオファイルを別のオーディオファイルに置き換え

ます。たとえば音楽番組のリハーサル中に、スタッフが同じ曲の異なるバージョンをテストしたい場合に便利です。

オーディオを置き換えるには:

1. クォンタイザーエディターでオーディオの置き換えを左クリックします AudioFilesマネージャーが開き、

AudioFileフォルダに保存されているすべてのオーディオファイルのリストを表示します。

オーディオファイルをどこにコピーするかは、プロジェクトにメディアファイルを配置するのサブチャプターを参照し

てください。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

2. 現在のオーディオファイルを置き換えたいオーディオファイルを左クリックします。オーディオトラックの名前は、

トラックプレーヤーとクォンタイザーウインドウのタイトルバーで更新されます。

bpmの設定 :このオプションは、現在のトラックのビート／分を、ユーザが設定した値にリセットします。
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定量化のセットアップ

オーディオファイルを正しいフォルダーにコピーする

オーディオを量子化するための設定を行うには、オーディオファイルを特定のプロジェクトフォルダ内のAudioFileフォル

ダにコピーする必要があります。オーディオファイルをどこにコピーするかは、プロジェクト用のメディアファイルを配置す

るのサブチャプターをご覧ください。さらに、対応ファイル形式でファイルを保存します。

オーディオファイルをトラックへ追加

非オーディオ領域を含むトラックは、そのバーが赤または青で表示されます。

トラックの非オーディオ領域は、赤と青で表示されます。

トラックにオーディオファイルを追加するには:

1. トラックの最初のバーを右クリックし、ポップアップメニューからオーディオトラックを設定するを選択します。

AudioTracksマネージャーが表示されます。
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2. 必要なオーディオファイルを左クリックすると、表示が変わります：オーディオファイルは、トラックのガイドオー

ディオになります。これを示すためにバーが緑色になり、オーディオトラックの名前がタイトルバーに表示されま

す :
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Advanced quantiser settings

Inserting bars of silence
At any point, you can insert extra bars into your Track (for example if the audio file changes, but you don't have

access to a new version).

To insert bars of silence:

1. Right-click the bar at the point where you want to insert time.This will open the Track bars menu.

2. Type the number of bars you want to add in the Insert Bars text field and hit Enterdisguise will insert

the appropriate number of silent bars for you.In this example we have inserted five bars of silence.
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Insert Bars option from the Track bar menu (left), used to insert silent bars (right), opened by right-clicking a Track bar

Adding more than one audio file to a track
For some applications (for example rock shows), it makes sense to have one audio file per track.For other

shows (such as theatre) it makes more sense to have multiple audio files on the same track, separated by

silences.This allows smooth transitions from one musical section to another.

To add an audio track:

1. Extend the length of the track.For information on how to extend the length of the track, see the Editing

tracks sub-chapter.

2. Right-click an audio free section (shown as red or blue bars) to open the Track bars menu.

3. Left-click Insert Audio Track.This will open the Audio Tracks Manager.

4. Left-click the Audio Tracks Manager to add the audio file to the point of the currently selected Track

bar.

5. Move the cursor in that region and hit ALT Q to open the quantiser window.

注意 : It is recommended that you quantise the audio file before you start animating content layers

in the region.The software will re-time content events, but may not do so perfectly accurately.

Duplicating Track bars
You can also select any number of bars and duplicate them:
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1. Select a Timeline region by holding down the left Shift key and then dragging the cursor across the

bars at the bottom of the window.

2. Right-click the grey region and select Duplicate Bars:

Removing bars

Select a timeline region by holding down the left Shift key and dragging the cursor across the bars you

want to remove, as illustrated in the previous section.Then rightclick the grey region and

select Remove Bars.
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注意 : removing bars will remove all content layers and events within the removed region.The undo

function, CTRL-Z, is your friend.



1450

オーディオ出力セットアップ

出力デバイス

disguiseは、様々なデバイスに、タイムライン・オーディオを柔軟にパッチ送信する能力を提示します。

パッチングは、d3Netセットアップ上の1台の機器ごとに行うことができます。

特定のパッチは、ローカルのヘッドホン/スピーカー上でモニターできます。

外部サウンドカードは自動検知され、パッチに利用可能になります。

注意 : このステージのオーディオ受信では、LTCおよび量子化オーディオトラックにパッチを送信することは

できません。

コンセプト

オーディオ出力は、オーディオ出力パッチ・マネージャー(デバイス・メニュー項目からアクセス可能 )によって管理されま

す。

オーディオパッチとは、本質的に、disguiseのセットアップで、各機器の物理的なオーディオにパッチを送信できる「仮想

スロット」です。オーディオ・パッチ数は無制限です。オーディオ・パッチはそれぞれ2つのチャネル、つまりステレオペアで

す。
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個々のオーディオパッチ(列)は、d3Netマネージャー内セットアップで、機器 (行)ごとに構成できます。

テーブル内のセルをクリックすると、機器で利用可能な物理的なステレオペアが表示されます。リストされたオーディオ

出力デバイスは、外部のオーディオ・デバイスを含めて、d3Netで自動検知されます。現在リモート機器が接続されて

いない場合、リストはd3Netマネージャーで選択された機器タイプに基づき、内部サウンドデバイスのアウトプットを表

示します。

ローカル機器がd3Netネットワークに接続されていない場合は、ローカル機器には一列のみが示されます。

構成 -ステップ手順

オーディオパッチを構成するには、これらのステップに従います:

1. オーディオ出力デバイス音源が正確に接続されていることを確認します。(XLR接続など)

2. ステータスエディター内で｢デバイス｣を右クリックします。

3. ｢オーディオ出力パッチ｣を左クリックします。

4. +アイコンを押すことによりオーディオ・パッチを作成します。

5. パッチの名前を入力して、OKをクリックします。

オーディオパッチマネージャー内で新しい列が作成されています。

6. 列の下のセルで、ドロップダウンを使用して、オーディオをマッピングする物理オーディオ・デバイス上のオー

ディオ出力を選択します。

7. これで、タイムライン上のビデオコンテンツレイヤーオーディオをオーディオパッチにパイプできます。これはマッピ

ングから物理オーディオ・デバイス出力に出力されます。
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注意 :ステータスメニューのオーディオモニターの項目でオーディオ出力パッチを確認できます。これは、

ローカルの機器のプライマリオーディオ・デバイス(Windowsによって設定 )に、選択されたパッチを送信しま

す。

タイムラインのオーディオの作業

オーディオはビデオに埋め込む、あるいは再生されるオーディオレイヤーに追加することができます。

ビデオに埋め込まれ、またオーディオの下のビデオレイヤーに埋め込まれている場合、出力フィールドから、オーディオ

を出力したいオーディオパッチを選択できます。

サンプルレート

すべてのオーディオ出力のサンプルレートは、コンテンツ側のサンプルレートと一致するよう設定します(反対に、出力

サンプルレートが固定されている場合は、コンテンツ側のサンプルレートを一致させます)。

パッチを行ったオーディオ出力で現在構成されているサンプルレートは、各機器のオーディオ出力パッチに表示されま

す。

下記は、サーバーのRMEオーディオ・インタフェース上のサンプルレートを変更する方法の詳細と、Windowsオーディ

オ設定を使用するデバイス(ほとんどの消費者のオーディオ・デバイスに該当)での一般的な手順です。その他専門

オーディオ・デバイスについては、メーカーのドキュメンテーションを参照してください。

サンプルレートの変更

r15.2の時点で、サンプルレートの変更は、disguiseソフトウェアの外部から、RMEオーディオデバイス設定内で実行

します。r15.2以前では、サンプルレートはdisguiseソフトウェアのオーディオ・パッチ・エディターで設定されます。

警告 :すべての機器にわたって同じサンプルレートを設定することは重要です。
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1. システム・トレーの「Hammerfall DSP」アイコンを右クリックして、｢設定｣を選択します。

2. ドロップダウンメニューから必要なサンプルレートを選びます。

3. システム・トレー中のオーディオ・アイコンを右クリックして、｢再生デバイス｣を選択します。

4. 必要なオーディオデバイスをダブルクリックします
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5. ｢詳細｣タブで、ドロップダウンリストから希望のサンプルレートを選択します。
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Output professional audio

The disguise software can play back a quantised audio file attached to the Track.However, to achieve PA audio

quality, it is recommended to embed uncompressed audio within a video file and play that audio back as a Video

layer.The audio can be either embedded in the same video file as the video content, or as a separate 16x16px

DXV video file.

Audio format restrictions when embedding audio into a video file (pre
r15.2)

44.1kHz, 16bit samples, stereo, uncompressed .wav embedded into a 16x16 pixel Quicktime .mov ( 

DXV preferably)

Playing back audio in a separate video file
The advantage of rendering the audio into a separate low-res video file, as opposed to embedding it in the same

video file as the video content, is that if the audio or video is updated the embedded video file does not have to

be re-rendered.

To play back audio in a separate video file:

1. Render the audio into a 16x16px black DXV video using for example Adobe After Effects.Make sure to

have the DXV codec installed.

2. Copy the video file with the embedded audio to the VideoFile folder in the specific Project folder.See

the Placing media files for a project topic to understand where to copy a video file.

3. Create a Video layer.

4. Select the video file containing the audio and drop it onto the Video key-frame editor.

5. Create a new screen of the type Screen and rename it to Audio dummy screen.

6. Set the resolution of the screen to 16x16px and set the offset values so it's positioned far away from the

other video screens in the Stage.This screen will only be used for audio output and has therefore no

visual function.

7. Select the mapping type used for theAudio dummy screen for the Video layer.This will direct the Video

layers output to the Audio dummy screen screen.



1456

8. In the Output Feed level, add a Feed rectangle to the Audio dummy screen screen.This will copy the

Audio dummy screen screens content from the Stage level to a Feed scene in the Feed level.Hit Enter

or select the Play button to output the audio to a PA.

To play the audio in sync with video content, create a second Video layer, position the video file at the same

position on the Video key-frame editor as the video file containing audio, and map the second Video layer to a

separate screen.
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多重チャネルオーディオ出力

Pro range, gx range (gx1は除外 ), plus range (オプション)とClassic rangeのRMEオーディオカードは、光学

TOSLinkケーブルで、ADATによるオーディオチャネルを8つまでサポートします。

ADATアウトプットはステレオペアで存在します。例 ADAT (1+2) ( RME HDSP 9632).

多重チャネル・オーディオを出力する場合も、前のサブチャプター｢オーディオの出力｣で説明されたプロセスが使用でき

ます。しかしながら、ビデオレイヤーでは。それぞれ2つのチャネルのみを出力できます。したがって8つのオーディオ・チャ

ネルを出力する場合は、4つのビデオレイヤーを作成する必要があります。
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既知の成約

オーディオ・ファイルでは、現在バージョニングをサポートしていません。

ビデオファイルに埋め込まれたオーディオは、2つを超えるチャネルをサポートできません。

disguiseソフトウェア内ではチャネルをリミックスすることはできません。

多重チャネル・オーディオを出力するには、RMEインタフェースを多重チャネルモードでセットする必要がありま

す。これは、disguiseソフトウェアの外部で行われます。

ビデオレイヤーでの多重チャネル・オーディオの出力

1. オーディオトラックを4つの異なるビデオ・ファイルに分割します。各ステレオペアに1つファイルを使用します。

2. オーディオがどのADATチャネルに割り当てられるかに応じて、各チャネルをマッピングします。

3. 各ステレオペアに対してビデオを表示します。ビデオファイルのフォーマットは、前のサブチャプター｢オーディオ

の出力｣で概説されています。

4. 4つのビデオ・ファイルの各々について、前のサブチャプター｢オーディオの出力｣で説明されたステップの手順

を実行します。
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ビデオの1つのレイヤーは、2つのオーディオのチャネルを出力できます。したがって、オーディオの8つのチャネルを

出力するには、4つのビデオレイヤーが必要です。



1460

オーディオレイヤーでの多重チャネル・オーディオの出力
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1. オーディオ・カード・ソフトウェアのADATモードを、多重チャネルに変更します。
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2. オーディオ出力パッチから、現在表示されている多重チャネルADATデバイスを選択します。

3. オーディオレイヤーを追加して、多重チャネルオーディオファイルを定義します。

オーディオレイヤーでのASIO多重チャネルオーディオの出

力

警告 : ASIOには、一度に1つのプログラムのみアクセスすることができます。したがって、このワー

クフローではdisguiseソフトウェアと同時にNotchのようなプログラムを使用する事例はサポートさ

れていません。

1. オーディオ出力パッチエディターで、ASIOオーディオ・デバイスを選択します。

5.1オーディオはAdat 1 => Adat 6を使用します

7.1オーディオはAdat 1 => Adat 8を使用します

2. 出力チャネルを選択します。

オーディオレイヤーでのWASAPI多重チャネルオーディオの

出力

1. オーディオ出力パッチエディターで、WASAPIオーディオ・デバイスを選択します。名前はADAT 1-8となってい

ます。

2. 出力チャネルを選択します。
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WASAPI出力のあるオーディオ出力パッチエディターが選択されています。

WASAPIチャネル番号付け

左 - ADAT 1

右 - ADAT 2

中央 - ADAT 3

サブ - ADAT 4

側面左 - ADAT 7

側面右 - ADAT 8

後面左 - ADAT 5

後面右 - ADAT 6
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Output audio to DA converters

Single system
If you are working with one machine it is relatively straight forward to setup audio output

1. Run a optical cable from the sound card on the disguise system into your DA convertor

2. Set up the DA to receive sync clock from external device

You should now have 1-8 channels of analogue audio coming out of your DA converter

Multiple systems
If you are having a backup (understudy) there are 2 ways to do:

Do as described above utilizing a dedicated DA for the master and a dedicated DA for the understudy.

Synchronise multiple machines to one DA or a Mixing Desk.

注意 : This presumes your DA has 2 ADAT convertors (RME ADI-8 QS, RME ADI-8 DS, MOTU

2408mk3) i.e.the ability to output 16 channels of analogue audio.

In the scenario of multiple machines and one DA, the audio sample clocks of the master and understudy both

needs to be synchronised with the DA convertor.
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This is how to do it:

1. Your external DA is going to be the audio sync clock master so make sure the clock source

is internal You will probably also have to set your correct sample rate and bit depth.

2. Your RME settings in your machine should be set to Clock source: ADAT IN, however it should auto

detect if not otherwise is specified.
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3. Both of the optical cables needs to be connected; one is for signal and one is for sync
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4. The bottom outlet (grey) is the signal output from the disguise system and goes into input on the DA

convertor.

5. The output on the DA converter (sync) is going into the top input on the disguise system (Black)

6. You should see in the RME settings menu on the disguise system that it is receiving sync signal over

the optical cable

7. Repeat this step for the understudy as well and you should be good to go

Troubleshooting

Audio playing indisguiseソフトウェア/windows but no audio is
converted in the DA convertor or very small sporadic instances of
audio is coming out of the DA

Check the sample rate and bit depth of the entire signal path and make sure they are all set the same

parameters (44.1/48 16 bit)

Clicks and pops are heard in the audio from either of the machines

The audio sampling is not synced correctly, please check the entire signal path for synchronization e.g.

ADAT clock internal on, clock receive ADAT in.
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d3Netの概要

ディレクター/アクターの操作では、1台のマシンの最大出力を超える出力要件のショーをシーケンスできます。

ディレクター/アクターの操作の目的は、1台のマシン(おそらくラップトップ)でショー全体のシーケンスを作成し、その

ショーを複数のマシンのネットワーク上で実行することです。このネットワークを d3 Netと呼びます。

d3Netのセットアップでは、4種類のマシンロールがあります。:

ディレクターマシン

アクター(出力マシン)

アンダースタディ(バックアップマシン)

エディター - Designerが動作しているPC/ラップトップが対象です。

1つのネットワーク上で許可されるディレクターは1人だけです。複数のアクター、アンダースタディ、エディターが使用でき

ます。

すべてのディレクター&アクターは、それぞれのフィードシーンに映像を出力するように設定されています。フィードシーン

については、出力フィード の章を参照してください。例えば:

ディレクターマシンはGUIモニター1台とプロジェクター3台に出力しています。

アクター1はプロジェクタ4,5,6,7に出力し、GUIはありません。アクター2はプロジェクター8、9に出力します。

アンダースタディのマシンは他のマシンから引き継ぐことができるため、特定のフィードシーンを割り当ててはいけ

ません。
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ディレクターマシン

ディレクターマシンには、専属と非専属があります。GUI以外のスクリーンに出力しない場合は、専属に設定しま

す。

マシンが非専属の場合、そのマシンはネットワーク上の他のすべてのアクターを制御しますが、残りの出力からもビデ

オを出力します。専属とは、アクターをコントロールするだけで、ステージに映像を出力しない、ビジュアライゼーション

やショーのシークエンスにのみ使用される機器のことです。

非専属のディレクターは、効率化を目的として出力フィード用のコンテンツのみを再生するので、区別することは重

要です。ビジュアライザーのすべてのコンテンツを見る必要がある場合は、ディレクターを専属に設定するか、またはプ

ロジェクトのすべてのコンテンツがディレクターに割り当てられたフィードに表示されるようにします。

アクターマシン

アクターマシンは、ディレクターが何をしているかに関わらず、ディレクターマシンのタイムラインに自動的に従います。

そのため、アクターにMIDIタイムコード(またはその他の外部トリガー信号 )を入力する必要はありません。

アクターが外部のオートメーション信号やオーディオ入力に依存している場合は、これらの信号もマシンに送られるよ

うにする必要がありますが、現在のところディレクターはこれらの信号を自動的に配信しません。ライブ映像信号も

同様です。

アンダースタディ・マシン

アンダースタディとしてマシンを指定すると、ネットワーク上のあらゆるマシンが故障した際に引き継ぐことができます

(ディレクターマシンを含む)。アンダースタディは、これを自動または手動で行うように設定できます。また、他のマシ

ンに代わってマトリクスにマトリクスプレゼントコマンドを送信することもできます。無人で動作する必要がありながら、

マシンの故障の可能性に対処する必要があるショーに役立ちます。

エディター

MultiEditは、複数の人が同時にプロジェクトを編集でき、手動でプロジェクトをマージする必要がありません。各エ

ディターの編集内容は、ディレクターを介して他のすべてのマシンにリアルタイムで反映されます。各エディターマシン
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は、異なるトラック、または同じトラックの異なるリージョンで、同時に作業することができます;エディターは、ディレク

ターのタイムラインの位置をコントロールし、ステージをコントロールすることもできます。

信号の分配

アンダースタディ・マシンは、ディレクター・マシンを交換する必要がある場合に備えて、MIDIタイムコードやディ

レクターが受信するその他の外部トリガー信号も受信する必要があります。

Art-Netでタイムラインをコントロールする場合は、Art-Net信号をアンダースタディ以外のマシンに分配する必

要はありません。

SDIを入力する場合は、SDI信号を分割してネットワーク上の全てのサーバーに配信します。

BCF2000などのコントロールサーフェスからMIDIを入力する場合は、すべてのサーバーに信号を分岐しま

す。
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d3Netのセットアップ

d3Netマネージャー

d3Netマネージャーは、ディレクター/アクターのネットワークを設定するためのものです。

d3Netマネージャーを開くには:

1. D3状態エディター(画面上部のバー)から d3 を右クリックしてプログラム設定メニューを開きます。

2. d3Netタブ内のd3Netマネージャーを左クリックします。



1473

d3Netマネージャーのプロパティ

d3Netマネージャーは、ディレクター/アクターネットワーク内のすべてのdisguiseマシンを含むように設定できます。これ

らのマシンはバーチャル・マシン・オブジェクトで表現されます。

d3Netマネージャーのアクター, アンダースタディおよびメインセクション(詳細は後述 )を使用して、アクター、アンダー

スタディ、ディレクターの各マシンを作成します。

disguiseマシンを作成するには:

1. ディレクターを左クリックするか、アクターまたはアンダースタディセクションの下にある +ボタンを左クリックし

て、マシンマネージャーを開きます。マシンマネージャーには、作成したすべてのマシンのリストが表示されま

す。
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2. 新しいマシンのテキストフィールドにディレクターのようにマシン名を入力し、エンターを押します。マシン名

は、物理的なマシンの名前( 「d3r0082」)ではなく、ネットワークにおけるマシンのロール ( 「アクター1 」など)

を表すものとします。各マシンのGUIの右下にマシン名が表示されます。

これでマシンエディタが開きます。新しいマシンをマシンマネージャーに追加し、d3Netマネージャー内のロー

ルに割り当てます。アクターとアンダースタディをd3Netマネージャーから削除するには、-ボタンをクリックしてド

ラッグします。これにより、d3Netネットワークからマシンがなくなりますが、削除はされず、マシンマネージャー

に残ります。

ディレクター

アクターとアンダースタディ(または複数のアンダースタディ)をコントロールするディレクターマシンとして使用するマシン

を指定します。

ディレクタータイプ

ディレクターマシンがどのようにコンテンツを出力するかを制御します。専属 に設定すると、ディレクターはアクターをコ

ントロールし、コンテンツを出力しません;非専属に設定すると、ディレクターは自身の出力からもコンテンツを出力で

きます。

注意 :ディレクタータイププロパティが非専属に設定されている場合、ディレクターは割り当てられたフィー

ドシーンに含まれる画面にのみコンテンツを表示します。これは、マシンがフィードシーンに割り当てられ

たコンテンツのみを処理するための最適化機能です。ディレクタータイプを専属に設定すると、ディレク

ターマシンのビジュアライザーのすべてのスクリーンにコンテンツが表示されます。

アクター

アクターとして使用するマシンを指定します。各アクターは、割り当てられたフィードシーンに応じて出力します。アク

ターマシンの最初の出力は、通常はディレクターマシンのGUIモニターに使用されますが、ディスプレイ出力としても使

用できます。
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アンダースタディ

マシンをアンダースタディに指定すると、マシンが故障したときにネットワーク上のどのマシンからでも引き継ぐことがで

きます(ディレクターマシンを含む)。アンダースタディが引き継ぐマシンは、マシンエディターのアンダースタディのター

ゲット セクションから選択できます。詳細については、以下のアンダースタディのターゲット のセクションまでスクロール

してください。

タイムアウト

アンダースタディが故障したマシンから自動的に引き継ぐまでの時間を秒単位で指定します。なお、値0はこの機能

を無効にします。

標準プリセット

すべてのマシンが機能していて、割り当てられたフィードシーンを出力しているときの、デフォルトのマトリクスプリセット

マトリクスのプリセットの詳細については、マトリクス&スイッチャーのサブチャプターを参照してください。

マシンエディター

マシンエディターを開くには、マシンマネージャまたはd3Netマネージャからマシンを右クリックします。
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ホスト名

マシンのホスト名です。d3Netネットワークで検出されたマシンのリストから選択でき、矢印を左クリックして開くことが

できます。

注意 : リストに表示されるためには、アクターとアンダースタディのマシンがd3Netランチャーを起動している

必要があります。

ネットワークマネージャーは、アクターの健康状態をフレームレートでモニターします。

ネットワークマネージャーのフェールオーバーセクションでは、フレーム・パー・セカンドの読み出しを使って、ディレク

ターとそのすべてのアクターの健全度をモニターします。フレームレートの読み出しについては、以下の「アクターのモニ

タリング」のセクションまでスクロールしてください。

タイプ

各マシンは特定のタイプに設定することができます。この値を変更すると、ビデオ入力パッチおよびオーディオ出力

のマシンの機能が設定されます。この値は、disguiseマシンが接続されると自動検出されます。マシンが接続されて

いない場合 ( disguiseDesignerでプロジェクトを構築している場合など)は、手動でタイプを指定できます。

フィード

マシンに特定のフィードシーンを割り当てます。フィードシーンには特定の出力が含まれており、d3Netマネージャーか

ら直接作成することができます。また、フィードシーンを作成・設定してから、出力フィードレベルを使ってマシンに割り

当てることもできます。詳しくはフィードシーンの切り替えをご覧ください。

オーディオ

本機からの音声出力をコントロールします。

オフにすると、本機からのすべての音声を無効にします。

タイムラインでは、タイムラインのオーディオのみを再生します。
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ビデオファイルは、ビデオクリップの音声のみを再生します。

オンにすると、すべてのオーディオが有効になります。

一般的にこのプロパティは、ビデオクリップからのオーディオをPAで再生し、タイムラインのオーディオを抑制するために

使用されます。

注意 :ディレクター/アクターネットワークでオーディオを出力するためには、オーディオを含むビデオファイル

をスクリーンにマッピングする必要があります。スクリーンをフィードシーンに割り当て、さらにそのフィード

シーンを音声を出力するマシンに割り当てる必要があります。音声のみで映像を含まない低解像度の

DXVビデオファイル( 16×16ピクセル)を使用する場合は、低解像度の「ダミースクリーン」を作成し、それ

を「フィードシーン」に割り当てます。オーディオの出力の詳細については、オーディオの出力 のサブチャプ

ターを参照してください。

GUI

GUIで起動するかどうかを制御します;オプションはアクターの時はオフ、常時オン and 常時オフ。

マトリクスコントロール

1台のマシンが故障したときに、アンダースタディが自動的にマトリクスに送信するプリセット番号です。プリセットナン

バーは、ディレクターマシンとアクターマシンにのみ設定してください。マシンが故障した場合には、そのマシンのプリ

セット番号がアンダースタディによってマトリクスに送信されます。

また、ダイレクトマトリクスのルーティングでは、マシンの各ヘッドがマトリクスのどの入力に接続されているかの情報を

入力できます。詳細については、ダイレクトマトリクスのルーティングのサブチャプターを参照してください。

複数のマトリクスデバイスがある場合は、デバイスマネージャーリストのすべてのマトリクスデバイスdisguiseソフトウェア

に同じプリセットを送信します。デバイスの作成方法については、デバイスの作成 のサブチャプターを参照してくださ

い。
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警告 : プリセットの自動切り替えは、現在、アンダースタディを1人使用している場合のみ可能

です。複数のアンダースタディを使用する場合は、マトリクスを手動で切り替える必要がありま

す。

代替フィード

マシンのいずれかが故障した場合に、アンダースタディが切り替える代替フィードシーンを指定します。なしに設定さ

れている場合、アンダースタディは前のプロパティで指定された標準のフィードシーンに自らを切り替えます。これは主

に、アンダースタディのフィードシーンで、置き換え先のマシンと異なる出力ヘッドサイズの設定をしている場合に使用

します。出力フィードレベルを使用してフィードシーンを作成する方法については、上記のフィードプロパティの説明を

参照してください。

アンダースタディのターゲット

アンダースタディが引き継ぐマシンは、マシンエディタのアンダースタディのターゲット セクションから選択できます。ただ

し、このセクションを見るには:

1. アンダースタディマシンを作成してください。アンダースタディを作成する際には、フィード プロパティ(後述 )を

空白にしておきます。これは、障害が発生したマシンに割り当てられている他のフィードシーンを使用できる

ようにするためです。

2. マシンエディターを閉じて、再度開きます。エディターの下部にアンダースタディのターゲットという新しいセク
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ションが追加されました。

マシンエディタのアンダースタディのターゲットセクションでは、アンダースタディが引き継ぐマシンを追加します。

このリストにマシンが追加されていない場合、アンダースタディはネットワーク上のどのマシンからでも引き継ぐことがで

きます。

マトリクスデバイスがシステムに追加されている場合、アンダースタディは接続されたマトリクスデバイスにプリセットコ

マンドを送信するように設定できます。

ディレクター・アクターネットワークでのファイル配布
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d3Netマネージャーが正しく設定されたら、特定のプロジェクトフォルダをネットワーク内の全てのアクターとアンダースタ

ディのマシンにコピーします。ビデオファイルは、各マシンがショー中に再生する必要のあるすべてのコンテンツファイル

を持つように配布する必要があります。特定のプロジェクトフォルダの場所については、プロジェクトのロケーションを参

照してください。

リモートコントロールサービス

disguiseマシンには、d3Serviceという名前のWindowsサービスがインストールされています。ディレクターでdisguise

ソフトウェアを起動すると、ディレクターは自動的にネットワーク起動コマンドを送信し、特定のプロジェクトを持つアク

ター(複数 )をdisguiseで起動しようとします。アクターマシンが起動すると、d3Netマネージャーを見て、リストの中で

自分を識別し、割り当てられた役割とフィードシーンに自動的に切り替わります。

注意 : d3Serviceは、インストーラーの一部としてインストールされ、アクティベーションは不要です。

アクターのモニタリング

ディレクターマシンは、すべてのアクターの状態をモニターできます。デフォルトでは、disguiseスクリーンの右下に、

disguiseソフトウェアが1秒あたりに出力しているフレーム数 ( fps)が表示されます。

60fpsは最適なフレームレートで、グリーンが表示されると、マシンが健全であることを示します。;

<60fps未満は不健全で赤で表示されます。

50Hzの出力モードを選択した場合、スムーズな50fpsは緑で表示されます)。

disguiseソフトウェアが1秒あたりに出力するフレーム数 (この例では60fps)

ディレクターモードでは、フレームの読み上げに加えて、各アクターの読み上げも行われます。何らかの理由でアク

ターが動作していない場合は、数字ではなく -赤い文字で表示されます。

ディレクターモードでは、ディレクターマシンの読み出しに加えて、各アクターの読み出しが行われます。
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エディターのセットアップ

MultiEditは、複数の人が同時にプロジェクトを編集でき、手動でプロジェクトをマージする必要がありません。

各マシンの編集内容は、他のすべてのマシンにリアルタイムで伝搬されます。各エディターマシンは、異なるトラック、ま

たは同じトラックの異なる領域で同時に作業でき、エディターはディレクターのタイムラインの位置やステージをコント

ロールすることもできます。

MultiEditには、守らなければならないいくつかの基本ルールがあります:

ディレクターが起動していること

ディレクターマシンには表示状態の権限があるため、multieditセッションが機能するためには、disguiseソフトウェアが

ディレクター上で実行されている必要があります。ディレクターでdisguiseソフトウェアをシャットダウンすると、接続してい

るすべてのエディターがセッションから出されます。ディレクター/アクターの設定方法が不明な場合は、d3netのセット

アップのページをご覧ください。

ディレクターにはショーの状態を管理する権限があります。

エディターがセッションに参加すると、プロジェクトファイルがローカルマシンにコピーされます。オフラインの間にローカルマ

シンで行われた編集はすべて上書きされます。したがって、エディターが切断中にプロジェクトに編集を加えた場合、そ

の編集内容をメインプロジェクトに反映させるには、標準のプロジェクトマージを実行するしかありません。

先着順での編集

エディターがオブジェクトに変更を加えようとすると、そのオブジェクトは短い時間 ( 10分の1秒 )ロックされます。この間、

他のエディタがそのオブジェクトを変更しようとすると、その変更はロックされてしまいます。ロックは「細かく」設定されて

います -例えば2人が同じレイヤーの異なるプロパティを同時に編集することは可能ですが、同じプロパティへの編集

は先着順になります。

ディレクターのセッションコントロール

ディレクターは、ショーの状態に関する最終的な権限を持ち、ショーの安全性に責任を負います。ショータイムにエディ

ターが監視なしで接続することはリスクを伴うため、ディレクターはいかなるエディターの接続も禁止することができま

す。また、エディターが移動 (タイムライン上のカーソルの位置 )をコントロールできないようにすることができます。これは

ディレクター上のネットワーク・ステータス・ウィジェットを使って行います。



1482

トランスポートコマンドを送信

これは、アクターがディレクターのタイムラインの位置に従うことを意味します。このボタンをクリックすると、設定が無効に

変更されます;ショーの状態はアクターに伝わりますが、ディレクターがトラックの別の部分にジャンプしたり、別のトラック

にジャンプしたりしても、アクターはフォローしません。これにより、ディレクターで編集を続けている間、アクターを「固定」

できます。

エディター許可

エディターのセッションへの参加が許可されていることを意味します。このボタンをクリックすると、エディターがブロックさ

れている;の状態になり、既存のエディターはセッションから出され、新規のエディターは許可されなくなります。

プロジェクトの同期化

セッションに参加するためには、まずエディターのマシンがディレクターのマシンからプロジェクトフォルダ全体(すべてのメ

ディアアセットを含む)をコピーする必要があります。これが完了すると、.d3プロジェクトファイルは自動的に同期されま

すが、新しいメディアファイルはサードパーティ製の同期ユーティリティーを使って手動で同期する必要があります。

セッションへの参加

セッションに参加するには、d3Managerを開き、プロジェクトリストからプロジェクトのセッションを探します。セッションが

実行中の場合は、プロジェクト名の横にセッションのアイコンが表示されます。
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プロジェクトをダブルクリックして起動し、プロンプトが表示されたらセッションに参加するを選択します。

或いは;

プロジェクト名を右クリックし、セッションに参加するを選択します。OKをクリックすると、disguiseソフトウェアが

エディターモードで起動し、プロジェクトファイルが同期されます;起動時にプロジェクトファイルを同期 している

様子が表示されます。

セッションへの参加方法については、d3Managerのページをご覧ください。

起動後、disguise GUIの右下に個別のボタンが表示されていれば、自分がエディターであることがわかります。
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オブジェクトの編集

セッションに参加すると、いくつかの例外を除いて、編集はディレクターやソロのマシンとして実行しているときとほとんど

同じであることがわかります。:

ディレクター/アクターの設定自体は編集できません。

(ダッシュボード)では、ディレクターのプロパティは一切操作できません。

タイムラインのコントロール

デフォルトでは、エディタマシンは移行位置 (タイムライン上の位置、どのトラックが選択されているか)を維持していま

す。つまり、ディレクターやアクターに影響を与えることなく、トラック間を自由に行き来して編集を行うことができます。

しかし、移行をエディターからコントロールしたい場合もあります。

これを行うには、タイムラインのタイトルバーにある個別のボタンを押します。ディレクターがエディターに移行コントロー

ルを許可している場合 (上記のディレクターのセッションコントロールを参照 )、ボタンにはディレクターにロックと表示さ

れ、緑色に点滅します。

トラックの別のバーをクリックしたり、再生／停止や次のセクション／前のセクションを押したり、別のトラックに切り替え

たりすると、ディレクターとアクターに反映されます。逆に、移行コントロールの動き(他のエディターやライティングデス

ク、OSCなどの外部移行デバイスが発生させたものも含む)は、先着順にローカルエディターマシンがフォローします。
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Network Adapter
It may be necessary to manually assign a network adapter to disguiseソフトウェアin complex network

scenarios, or with machines that have multiple network connections.

This can be done in d3Manager before starting a project.Selecting a network adapter will then ensure disguise

net always uses that connector.

To select the adapter, choose it form the dropdown list and then click the Set Network Adapter button.Once you

have selected a network adapter, disguise will prompt you to restart your machine.
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Windowsのネットワーク設定

一般的な準備

1. 最新のdisguiseリリースバージョンをネットワーク上のすべてのマシンにダウンロードしてインストールします。

2. すべてのマシンで同じ disguiseインストーラーを実行します。

3. ディレクター/アクター構成で作業しているときに、disguiseプロジェクトのチェックポイント版を実行しないでくだ

さい。チェックポイントを無効にする方法など、チェックポイントに関する情報は、チェックポイントからプロジェク

トを実行するのサブ・チャプターを参照してください。

4. パフォーマンスの低下や不要な動作を引き起こす可能性のあるサードパーティ製プログラムがdisguiseマシン

にインストールされていないことを確認してください。

5. ポップアップウィンドウや自動更新機能をすべて無効にします。

IPアドレスの設定

disguiseソフトウェアをディレクター/アクター構成で使用するには、各disguiseマシンを同一ネットワーク内の固定 IP

アドレスに設定する必要があります。DMXの入力 /出力 を行う際には、DMX LANポートを固定 IPアドレスに設定

する必要があります。これを行うには:

1. Windowsの「ネットワークと共有センター」を開きます(スタートメニュー＞ コントロールパネル > ネットワーク

と共有センター )。このウィンドウは、タスクバー(画面右下 )のネットワークアイコンを選択し、ネットワークと

共有センターを開くを選択しても開くことができます。
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2. 左側のペインでアダプターの設定変更 を選択します。
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3. データ ポートを右クリックし、プロパティを選択します。
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4. TCP/IPv6のチェックを外します。これにより、IPv6が無効になります。

5. インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4) と プロパティを選択します。
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6. 以下のIPアドレスを使用する を選択し、10.0.0.1や192.168.0.1などの適切なものを使い、Subnet Mask

を255.255.255.0に設定します。
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7. 例えば、10.0.0.xxxまたは192.168.0.xxx( xxxは1～254の任意の数字 )のように、すべてのdisguiseマシン

が同じ範囲にあることを確認します。

8. DNSサーバーの欄は空白にしておきます。
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共有の設定

ネットワーク上のすべてのマシンに、同じ時間、日付、タイムゾーンを設定します。これを行うには:
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1. 日付と時刻」ウィンドウを開きます(スタートメニュー> コントロールパネル > 日付と時刻 )。

2. 日付と時刻の変更 を選択すると、「日付と時刻の設定」ウィンドウが表示されるので、適宜、日付と時刻

を調整し、OK を選択します。

すべてのコンピュータの名前を、ディレクター/アクターネットワークで表現されるものに変更すると便利です。

例えば、アクター1はプロジェクター1〜4に出力しているので、コンピュータ名をアクター1にします。また、すべ

てのコンピューターは同じワークグループに設定されている必要があります。

3. コンピュータの名前とワークグループを変更するには、「システムのプロパティ」ウィンドウを開きます(スタートメ

ニュー> コントロールパネル> システム > 設定の変更 )
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「システムのプロパティ」ウィンドウは、コンピュータの名前とワークグループを変更するために使用します。

さらに、コンピューターの共有設定を行う必要があります。これを行うには:

1. ネットワークと共有センター」を開きます (スタートメニュー> コントロールパネル> ネットワークと共有セン

ター )。

2. 詳細な共有設定の変更 を選択します。

3. 以下のように設定を変更し、変更を保存するを選択します。
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フォルダーの共有

特定のdisguiseプロジェクトフォルダをネットワーク上の他のコンピュータと共有することは非常に重要です。これを行

うには:

1. 特定のプロジェクトフォルダーを右クリックし、プロパティ > 共有 > 高度な共有を選択して、ファイル共有

ウィンドウを開きます。特定のプロジェクト・フォルダーの場所については、サブチャプタープロジェクトの位置を

参照してください。

2. ユーザーd3 、全員 および ゲスト の許可レベルを 読み込み/書き込み に設定します。

3. d3プロジェクフォルダを右クリックし、コンテキストメニューから「プロパティ」を選択します。

4. 共有タブの「高度な共有 ...」をクリックします。
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5. このフォルダを共有するにチェックを入れ、適切な共有名を設定します。

6. アクセス権を持つユーザーの共有権限が「読み取り/書き込み」に設定されていることを確認します。より詳

細なコントロールが必要な場合は、専用のユーザーを追加してください。

ネットワーク設定

コンピュータのホームグループが同じネットワークに設定されていることを確認してください。これにより、ネットワーク上

のコンピュータ間でファイルを共有することができるので、ディレクター/アクター構成を使用する際に便利です。

ホームグループを変更するには:
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1. ネットワークと共有センター(スタートメニュー> コントロールパネル> ネットワークと共有センター )を開きま

す。

2. ホームグループ (画面左下) > ネットワーク上の場所とは? > ワークネットワークを選択します。

3. コンピュータが同じネットワークに設定されていることを確認します。

接続の確認

Windowsコマンドプロンプトを使用して、マシンの接続を確認できます。接続を確認するには:

1. スタートメニュー(画面左下 )を選択し、テキストフィールドに cmd と入力し、 cmd.exe を選択して、

Windowsのコマンドプロンプトを開きます。

2. disguise機器のうちの1台、できればディレクター機器を使って、フォーマットに従ってプロンプトを入力し、す

べての機器が応答していることを確認します:

ping[space]IPAddress

例：

ping 10.0.0.65
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3. ヒット Enter 。

4. マシンが正しく応答していれば、 IPアドレスからの返信 :バイト=32 という行が表示されます。エラーが発生

した場合は、リクエストがタイムアウトになりました と表示されます。

5. ディレクター機器でPingと入力し、続いてIPアドレスを入力してエンターキーを押すと、機器が応答している

場合は、以下の例のような返信の行が表示されます。

6. 現在のマシンのIPアドレスを確認するには、ipconfig/all と入力し、Enterを押します。

注意 : Mac/OS Xをお使いの場合、ホットキーのCMD+Kで別のマシンの共有フォルダーにアクセス

し、次のシンタックスで接続サーバーのアドレスを入力できます:

smb://Guest:@<d3_server_name>/d3 Projects
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ショートカットの作成

1. ディレクター機器を使って、アクター機器とアンダースタディ機器すべての特定のプロジェクトフォルダにアクセ

スします。特定のプロジェクト・フォルダーの場所については、サブチャプタープロジェクトの位置を参照してく

ださい。

2. 特定のプロジェクトフォルダのショートカットをディレクター機器のデスクトップに作成し、プロジェクト名と機器

の機能を明確に表示します。ショートカット名の例としては、アクター11のMyProject やアンダースタディの

MyProjectなどが挙げられます。

3. ネットワーク上のすべてのアクター機器に対して、このプロセスを繰り返します。つまりディレクター機器の特

定のプロジェクトフォルダへのショートカットを、すべてのアクター機器のデスクトップに作成します。ローカル

ネットワーク内のマシンにアクセスするには、Windowsのスタートメニューを選択し、テキストフィールドにマシ

ンの IPアドレスを入力してエンターを押すと迅速に行えます。

4. マシンのデスクトップで、不要なアイコンをすべて削除します。理想的には、左上のマシン名とWindowsのビ

ン(これは削除不可)だけが表示されるようにします。また、ディレクターのデスクトップにカスタム背景を作成

して、すべてのショートカットフォルダを強調することもできます。

5. すべてのアクターのデスクトップ背景を黒にし、少なくともショータイム中はdisguiseロゴを表示しないようにし

ます。
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Educational license
disguise can work with educational establishments to provide an educational license.

This works by placing the license on a networked host which then validates a defined number of seats, thus

removing the need for supplying, overseeing and managing a number of physical dongles for the student

population

For further information please contact disguise sales.

警告 : Launching disguiseソフトウェアwithout this initial networking setup will report a lack of

license on the client machines and not run.Once successfully setup as above, disguiseソフト

ウェアwill launch correctly on the machines permitted in the procedure outlined here.

Setting up the educational license
The following assumes:

a connected network with machines connected and able to ping each other

Designer installed on each machine.The latest version can be downloaded here

The educational license is supplied on a Designer dongle.

Once inserted into the host machine -

../../Configuring/Networking/sales@d3technologies.com
https://download.disguise.one/
https://www.disguise.one/en/products/designer/
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1. On the host, access the WebAdmin control panel from the CmContainer in the System Tray

This WebAdmin panel can also be accessed by selecting localhost:22350 in your browser

2. Make the license available through Configuration> Server >ServerAccess, select the check boxes

and Apply
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3. Client side settings

All clients on the local network should find the server automatically.Should this not work (for example

your server is in a different subnet, or you are connecting remotely through the Internet) then you may

need to specify the server’s hostname or IP address on the client:

a. open WebAdmin

b. Configuration > Basic > Server Search List

c. add the host server to the Server Search List
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This field may have multiple entries and the client searches for available licenses in the presented

order.It only searches for the specified server if the list is populated.

Access Control
With the default settings all computers on the same local network (same subnet) may use a license from the

server.Should you wish to restrict access:

1. Open WebAdmin

2. Navigate to License Monitoring > Sessions

3. Select the CmContainer with the Education license

4. View Borrowed Licenses
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Where the Clients’ list is empty, anyone on the local network can use a license.

Where at least one entry is specified, only the specified entry(s) will be granted a license.

注意 : If the server is public or you wish to restrict access then ensure that this list is populated

correctly to avoid unwanted license usage.

Usage monitoring
To see who is using a license:

1. open WebAdmin on the host server

2. navigate to Server> User tab

which will enumerate the current client usage.

Confirming the network license has been applied
To see whether your networked license has been applied correctly you can check:

on the Host's WebAdmin control panel> Server> Cluster> Details will itemise those machines

connected

on the clinet machine's WebAdmin control panel> Content> Licenses will report the license correctly.(If

not applied, it will simply state that no CmContainer is found.)
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Devices overview
Devices in disguiseソフトウェア represent external devices that connect to the software, either for signal

input or output.

Examples of devices are:

Live video capture devices (external or internal)

Audio input

DMX input and output

Serial, telnet and UDP protocol devices.Primarily for use with the Control Layer.

OSC controlled devices

DVI matrices and switchers

VISCA remote-controllable cameras

MIDI control surfaces

Screen automation / tracking systems
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Creating devices

Creating a new device

1. ダッシュボードからデバイスを右クリックします。アクティブなデバイスのリストが含まれるデバイスマネージャーが

開きます。

2. +を選択すると、デバイスライブラリが開きます。利用可能な内部または外部デバイスが一覧表示されま

す。

3. 新規デバイスのテキストフィールドに新しいデバイス名を入力します。

4. Enterを押します。disguiseソフトウェアで利用可能なデバイスタイプのリストが表示されます。

5. 適切なデバイスの種類を選択します。

新しいデバイスが、デバイスマネージャーのアクティブデバイスリストとデバイスライブラリに追加されます。デバイスのエ

ディターも開きます。
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注意 :デバイスを追加する場合は、必ずデフォルトのデバイスオブジェクトを右クリックしてください。左ク

リックすると全く新規のデバイスマネージャーを作成するよう促されますが、これはほとんどの場合不要で

す。
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Motion control systems

Overview
disguise has the ability to receive positional data from various motion control systems using the

PositionReceiver device type.This data can be used to animate screens or props within the Stage level.This

device will be the main interface between disguise and the various motion control systems that are currently

supported.It is possible to have multiple PositionReceiver devices.Depending on the system used objects in a

stage can be moved and rotated in all three axes, matching the actual objects real world position.This provides

an accurate toolkit for pre-visualising a stage and visualising dynamic content mapping at show-time.

Which motion control systems are supported?
Currently disguiseソフトウェア can interface with the following motion control systems:

CPSDriver - Legacy Driver

CameraTrackerTester

D3SSIDriver - Internal system driver

DmxScreenPositionDriver

FreeDDriver

DMXSPD - Generic DMX Driver

HmcDriver - Hudson HMC protocol

Kinesys (Vector & K2) - http://www.kinesys.co.uk/

LCPUSB - Inclinometer

MoSysF4Driver

MoveCat - http://www.stage-kinetik.de/en/

NG360 - http://www.seika.de/english/html_e/NG360_e.htm

NatNetDriver - https://optitrack.com/software/natnet-sdk/

http://www.kinesys.co.uk/
http://www.stage-kinetik.de/en/
http://www.seika.de/english/html_e/NG360_e.htm
https://optitrack.com/software/natnet-sdk/
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NavigatorDriver - http://www.taittowers.com/tait-navigator/

OscDriver

PSNDriver - PosiStageNet - http://www.posistage.net/

PRGDriver - UDP receiver for PRG Screen Automation protocol

PRGStageCommandDriver - https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-

system

RTTrPMDriver

Simotion - http://www.taittowers.com/live-event/stage-tech/

STS - http://www.stsonstage.com/en/home

StypeDriver

UnicanOpenCue - http://www.unican.de/

VisualAct - http://visualact.se/

Raynok Motion Control System by Niscon Inc.– http://www.raynok.com

Position Drivers
The PositionDriver is the object in disguise that decodes the data sent from the motion control system.Most of

the time a driver is bespoke for a particular system.The following diagram gives an overview of how the system

works and the flow of data:

http://www.taittowers.com/tait-navigator/
http://www.posistage.net/
https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-system
https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-system
http://www.taittowers.com/live-event/stage-tech/
http://www.stsonstage.com/en/home
http://www.unican.de/
http://visualact.se/
http://www.raynok.com/
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Diagram illustrating the flow of data from a motion control system to screens/props in disguise

The motion control system sends data over the network (via UDP ).

1. The system receives the data and passes it onto the PositionReceiver device and onto the

PositionDriver.

2. The PositionDriver decodes the data and passes it onto the PositionAxis objects.

3. The PositionAxis object, named 'A, sends the position straight to the defined parameter of Screen / Prop

A .

4. The PositionExpression object takes the values from both axes, 'B and 'C, and evaluates it using the

expression ((Axis B + Axis C) / 2) and sends the result to the defined parameter of Screen / Prop B .
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Creating a new Motion Controller

Overview

The process for creating a new motion controller is the same, no matter what kind of driver is being used.

Automation

For example, to create a connection between PosiStageNet and disguiseソフトウェア, we would do the following

-

1. Right click the Devices menu on the dashboard and create a new device.Call it Automation.
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2. The software will ask what kind of device this is, select PositionReceiver as the type.

3. The Automation Device now needs a Driver added.The Driver is the connection that receives data from

the external system.

Under the 'Driver' tab of the Automation device, press the + button to add and name the relevant driver.

Additional information may be required, such as the IP Address the data is coming from.
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4. Input the port that is set on the sending Automation system.Further filtering can be done by IP if

necessary

5. If disguiseソフトウェア is receiving information from the device, the device recording menu will show a

green bar, as shown here:

DMX Screen Position Receiver

To create an Automation device that can be controlled by DMX, follow these steps:
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1. Open the devices menu and create a new type of device

2. Next, expand the Drivers section and left click on the + to add a new driver
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3. Select DMXScreenPositionDriver from the list
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4. Edit the properties of the driver as needed



1519

For additional information on these DMX Screen Position Driver properties, visit DMX Screen Position

Driver

注意 : DMX Screen Position Driver supports 32bit, so when using a DMX console that

outputs just 16bits, set the 3 and 4 bytes to 0 and use little endian encoding.

5. Ensure the device is engaged, and if needed, access additional properties of the DMX Screen Position

Receiver by right clicking on the name of the device in the Stage Reference field

To create axes click on the + or use the Create Axes if the data is being detected within disguiseソフト

ウェア.For additional information on Axes, please visit Axes
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Axes

The Axes section of the PositionReceiver editor is used to create PositionAxis objects which control the

movement of individual screens or props along each axis.

Axes are discrete objects themselves, but can be automatically created by reading the axis data the automation

system is sending to disguiseソフトウェア.

Example

Creating PositionAxis objects
To create a PositionAxis object:

Select the + button within the Axes section of the PositionReceiver editor, type the name of the new

object into the text field and hit Enter.
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Or alternatively;

Click the Create Axes button to automatically read the incoming axes from the Automation driver.

PositionAxis properties

Configuration

Status
Axis ‘Engage’ and ‘Disengage’ options.Allows the user to allow/disallow stage objects being updated in the

visualiser.Can also be used during calibration to prevent automation data passing through to the stage

objects.
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ID
The unique identifier for the axis normally being sent by the automation system.In r14.2 onwards you shouldn’t

have to edit this field.

Object
The Screen that the automation is affecting, ie Surface 1.

Property
Which property of the stage object will be automated.E.g.offset.x, offset.y, offset.z, rotation.x, rotation.y,

rotation.z.

Graphing Enabled
Allows the user to switch on/ off the graphing/ monitoring of incoming packet data (position/ velocity) and

filtered position data.

Range
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Minimum/Maximum Input
Maximum/ Minimum Input: Set the Min and Max Input in disguiseソフトウェア to the real world values coming

into the software from the automation system.The set button for Maximum and Minimum Input fields can be

used to mark the in and out positions (range) of the automated object.This will reference the current Input

Value and therefore when pressed it will paste the current input value into the field.Therefore, making it easier

to set these values.disguiseソフトウェアworks in metres and degrees so the user should set appropriate

scaling if the received values are not in metres.

Minimum/Maximum Output
The Minimum and Maximum Output fields allow the user to scale the input range to a local range in the

visualiser.

Wrap Input
Wrap input allows the user to specify that the automated object has rotary motion and the data will wrap.For

example, a revolve going from 0-359 and wrapping back to 0.

Filter
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Enabled (override)
Default - Off

When switched on, filter parameters override the parent devices parameters.

Movement threshold
Minimum change needed before updating output value.This helps when data has unwanted movement when

intended to be static.0 means no threshold (disabled).

Number of samples
Number of samples to filter.Use 0 to disable.More samples will introduce higher latency with more smoothing

effect.Fewer samples will introduce less latency with less smoothing effect.

Number of time samples
Number of time samples to filter.Use 0 to disable.More samples will introduce higher latency with more

smoothing effect.Fewer samples will introduce less latency with less smoothing effect.

Smoothing factor
Smoothing factor %.Higher values will smooth the data more but will increase latency and therefore the need

for prediction

Velocity
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Velocity Calc Mode
This is for prediction and determines the method for calculating the speed between samples within d3 in order

to predict the position ahead of time.When in Calculate mode, d3 will calculate the speed between the latest

and previous packet.When From Packet is selected, the speed information should be received within the

packet itself.

注意 : Note that the velocity units will be calculated/ received in the units in which the source is

sending position and/ or velocity.E.g.If the source is sending position/ velocity in mm/s2 then the

velocity is calculated in mm/s2 or when From Packet is selected, the velocity received would be in

mm/s2.Therefore, any scaling (min/ max values for input/ output) is applied after the velocity

prediction step.The scaling is used in order to scale input values into metres which is what disguise

uses.Disabled sets velocity to 0 and consequently turns prediction off.

Velocity
Updates only when in Calculated or From Packet modes and displays the velocity that is being calculated/

received from the automation system for the axis.

Prediction
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Enabled (override)
When switched on, prediction uses the bias property to predict tracked positions at a future time.

Bias/Prediction (ms)
Compensate for time latency between received data and projector output.Use 0 to disable.

Adjust
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Offset
Allows the user to offset the position of the object relative to the incoming position data.

Values

Input
The values of the incoming data, from here one can determine the Min and Max Input of data.

Output
The output including any prediction.
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Output Scaled
Scaled output velocity comparing the Input and Output levels.

Delta (in - Out)
The difference between the incoming position data and output position data.For good output should be

twitching between -0 and 0 value.

Avg Input Frequency (hz)
The field displays the average frequency that automation data is being received for the axis.It’s important to

monitor this field and ensure that the rate is at least 30 Hz or higher and consistently at the rate specified by

the automation system.I.e.avoid large swings/ fluctuations in the input frequency.
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Creating Driver Axes
Create Driver Axes is a function that allows an automation device to automatically detect what axes the

connected device is sending data for and thus save the user from manually creating all of the axes for the

automation system.

1. Once you successfully add & configure an automation device with its associated driver, clicking the

Create Driver Axes button will show all the axes that automation driver is sending into disguiseソフトウェ

ア.

2. Right clicking an Axis allows you to link that Axis to an object, for example Surface 1 and then to assign

it a property, for example 'Offset.x' so that surface 1 is linked to the x offset of that axis.
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3. Another piece of useful functionality, is the ability to set minimum & maximum inputs.For example, set

the Automation system to the minimum point of reference, press Set, disguise will read that value and
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input it for you, and repeat for the maximum.

注意 : Note that when an axis is controlled by an PositionReceiver that the PositionReceiver always

defines the position, even when overridden.
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Screen Axis Expressions
Screen Axis Expressions can be used to perform arithmetic on values outputted from ScreenPositionAxis

objects and sent to a property of a defined screen.

Creating expressions
To create an expression:

Select the + button within the Expressions section of the PositionReceiver editor, type the name of the

new object into the text field, and hit Enter.

This will open the Expressions editor.
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Expressions properties

Expression editor is used to perform arithmetic on values outputted from ScreenPositionAxis objects to a

property of a defined screen

Expression
These are the arithmetic expressions performed on the defined axes.The ScreenPositionAxis objects are

defined by their name.For example,

(ledscreenx*ledscreeny)/2

Where ledscreenx and ledscreeny are ScreenPositionAxis objects.

Screen
The screen you want to move and rotate.You should leave the property field of the object blank if you want to

use the output of the expression rather than the axis.

Min input
The minimum input value that will be received from the ScreenPositionAxis objects.

Max input
The maximum input value that will be received from the ScreenPositionAxis objects.

Min output
The minimum output value of the defined property.

Max output
The maximum output value of the defined property.

Output
The current output value.
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BlackTrax Overview
BlackTrax is a vision-based system that connects to different third-party applications, such as robotic

lights, media servers, and any other third party that accepts the RTTrPM open protocol

BlackTrax Overview

BlackTrax (BT) is a vision based tracking system available from CAST, capable of tracking both objects and

people.Tracking data from BT can be input into disguiseソフトウェアand mapped to objects or props within the

disguise visualiser.

The BT system uses an array of cameras placed on the stage rig to observe IR markers (small LEDs) placed on

the talent or prop.These active markers generate rigid body information that is sent to disguise as they are

observed by an array of cameras mounted on the truss/staging.As long as the marker is observable by two

cameras an accurate positional fix is possible

The markers are attached to a small BT Beacon unit (usually attached to the talents belt).This unit provides

power and control to the IR markers.

BlackTrax can integrate with disguise in two ways:

Actor/talent tracking

Prop/screen tracking (used for movable scenic pieces)

A BlackTrax server contains the software programs required for configuring a BT system including BTwyg,

BlackTrax, and Motive.

For additional information and training on using Blacktrax, please visit the CAST website

https://blacktrax.cast-soft.com/
https://blacktrax.cast-soft.com/
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disguise Project Setup

Project Setup
It is important that your visualizer is setup to resemble the real world environment as closely as possible to

avoid any issues that may occur when calibrating.Follow these steps to setup your project within disguiseソフ

トウェア:

1. Create a project; once created you will need to enable tracking.To start this process, open the

project's internal folder.

2. Open the “dlls”, once open you will see a notepad document; open and type the following into the

document then save.

tracking.dll

3. Now the project can be opened.Once launched, open the visualiser camera (see path below).Then

open the visibility tab and make “tracking point” and “tracking labels” visible.

Stage (right click) > Camera > Visualiser camera > Visible

4. Set the projectors properties such as resolution, lens, and position.Also set the resolution on the

feeds; if not set correctly this can influence the calibration process.

Note: The real-world projector must not have any warping, keystone, lens shift or zoom.

5. The last thing that you will need is a mesh of a known size placed on the zero point of the stage within

the visualizer.This is normally a rectangle mesh, used so that you can tell the differences in the

orientation of the object.This will be later used as a datum for calibration.
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disguise Integration

Environment Registration
Once the BlackTrax system has been properly setup and configured, then the next step is to add a BlackTrax

device into your disguise project.Follow these steps to configure the BT device within disguiseソフトウェア:

1. Create a BlackTrax device by right clicking on the device in the dashboard and add an automation

device.

2. Once created this will open an editor for the device.Open the driver tab and select the

“BlackTraxDriver”.

Note: Once created you will see provisional BlackTrax data coming into the system indicated by

green points in the visualizer.These points represent beacon string positions.

3. Next, start the registration process which is needed in order to set the zero point and orientation so

BlackTrax and disguise have matched position data.First mark a 90-degree angle on the centre of the

stage the same size as the mesh created earlier as this will be used as a datum.Place a stringer on

the CS point and the end points of the right angle.

Note: Ensure the marking in the real world matches the datum mesh created earlier.

4. Right click on the already created BlackTrax driver to open the editor.Now open the registration tab.

5. This will now change the cursor to a point; this is to show that the software is ready to drop points.Drop

three points on the datum created earlier.(centre stage, X, and Z)

6. Now use the registration UI to link the reference points and BlackTrax points together.Once the

registration of the three points is completed move on to the next step.

7. Select the field called “Finalise”.This will then take the results from the registration and use them to

orientate the space.This will normally be seen in the GUI as the reference and BlackTrax points

matching.

Note: disguiseソフトウェアreceives positional information from the BT system at a rate of 100Hz.
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OSC Setup
At this point all the basic setup of the project will be done.The next section demonstrates how to integrate the

OSC external hardware required.The reason for this is because it is the easiest way to control the calibration

process in disguise (note in older versions of the software the only way to calibrate the system is with an OSC

interface).Follow these steps to set up OSC:

1. Create an OSC device in disguise by right clicking on the “device” in the dashboard.Once open there

will be a plus and minus field, use this to add and remove devices from the project.

2. Select the +, this will then give you the option to select from a list of commonly used devices.In this list

there will be a device called OSC1.Select this device to add it to the project.

3. Once added ensure all the fields in the device are filled in correctly (use the below table for help):

OSC Hardware disguise OSC

Host d3net port address

Port (Outgoing) Port receive

Port (incoming) Port send

Local IP address OSC hardware IP

4. Sync the OSC layout to the hardware with the TouchOSC editor (available here).Now if you change

something on the OSC controller you will see the OSC device indicator in the dashboard emit green to

show it is receiving a signal.

TouchOSC layout explained
Start:Starts the calibration process.

Cancel:Cancels last placed point so it can be redone.

Done:Finishes calibration process.

Skip:Used in case a projector will not be calibrating a point at this time; for instance because it does not have

coverage onto the current position of the stringer.Gets used when frustum extremities of singular projectors

are being calibrated.

https://download.disguise.one/#resources
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Trackpad:Used for quick rough placement of the crosshair.

Directional keyUsed for fine control per click, or movement of the crosshair on a single axes.Crosshair will

move faster the longer the button is held

Rotate left & right:Used for aligning the movement direction of the crosshair to theorientation of the user that

is calibrating.

Previous & Next:Used to jump between modes of operation.

Projector Calibration

1. Open the BT device, at the bottom of the editor select the field called “BtProjectorCalibrator” this will

then open the BT calibration editor.

2. Assign the OSC device that will be used to calibrate.(Note: set this device even if not being used)

3. Assign the tracked point; this is the string that will be used for the calibration process.

4. Assign the projectors used in the BT system.

5. Now open touch OSC with the given layout.(or the GUI interface, which can be found under the tab

“Remote Calibrator”)

6. Press start on the OSC to start the process (A test pattern will flash on the output to show the full

output size this is normally the colour of the projectors wireframe)

7. Place the stringer in the projectors output.(for example, bottom right of the coloured output)

8. Press next on the OSC app, this will now launch a line up grid

9. Move the cross-air in the OSC editor to move the cross-air in the projector output.Line this up with the

string to calibrate the space.

10. When in the correct position click next on the OSC app.
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11. The software will now show the second projector line up grid and overlap.If the point is in the next

projectors field of view, then use the string as a reference point.When lined up push next.

12. Repeat step 7 to 11 and create at least 6 reference points per-projector.

13. Several points will now be seen in the GUI; these points represent the calibration points.

14. When you have finished placing points push Done on the OSC app.

Note: Same steps are used for the GUI interface as it works with the same process.

Note: Calibrate point at different heights and depths to gain the best calibration possible.The more

information the system has to process the better to calibration will be.

Now you will see the projector values greyed out, now the space is calibrated, and video will be able to

track objects.

Some points may affect the calibration in a bad way in the same way a badly calibrated point in QuickCal can

ruin a line up.This can be checked with the following steps:

1. Open the editor for one of the projected used for the BlackTrax process.

2. Open the projector calibration.

3. View the calibration scores, if the sore is poor try muting point to improve the calibration results.

Rigid bodies
The next step is to assign objects to strings so the object can be tracked.To start this process, follow the steps

below:

1. Open the BlackTrax device by right clicking on the device in the device list, this then will open the

device editor.

2. Open the tab “Rigid Body” this will then present you with a plus and minus field, use this to add and

remove objects.

3. Once you have created a rigid body an editor will open.This will contain the fields seen on the next

page:
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4. Select the desired object.

5. The cursor will be a point to represent that it is ready to drop points, drop four reference points on the

object.This will be used a static reference points.

6. Under the points tab, add as many fields as you would like to track.

7. Set your static points and set the tracked points which will be the BlackTrax beacons that are being

used.

8. Select “calibrate: snap to fixed point” field

9. Now the real-world object should match the orientation and position of the object in the GUI.When the

real-world object moves the visualised object should follow

10. Edit the different thresholds to make the movement smoother.

Terminology

Object:Select the object intended to become a RigidBody.

Engaged:Enable or disable tracking for the RigidBody.

Status:Not Calibrated means the object will not be tracked.Can be manually set to calibrated to enable

tracking of the body onto the object.When done so the object selected will jump to line up its fixed points to the

selected tracked points.

Secondarily the Calibrated option will be the result of pressing the Calibrate button explained under Points .

Skip:Used in case a projector will not be calibrating a point at this time; for instance because it does not have

coverage onto the current position of the stringer.Gets used when frustum extremities of singular projectors

are being calibrated.

Iterations:The RigidBody solver is iterative, meaning that for n iterations (max number iterations being defined

by this number) disguiseソフトウェアwill attempt to resolve a position rotation matrix which best represents

where the RigidBody should be in the disguise co-ordinate system.

Solver modeRigidBody or Actor.

Set to RigidBody will allow tracking of X, Y, Z position and rotation.
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Set to Actor will allow for X, Y, Z position tracking, but no rotation.Both solver modes will technically track from

1+ visible stringers and up, though this is not a great idea for rigid bodies in most cases.In case of RigidBody

solver multiple stringers are required to be seen to calculate rotation.Actor solver will average incoming and

reference positions and calculate the difference on each update.We update at 100Hz, as per the refresh rate

of the Motive settings.

Movement Threshold:Keeps Dynamic Blend from recomputing when set to a non-zero value.This is used

when static oscillation on almost static objects becomes an issue.

Rotation Threshold:Keeps Dynamic Blend from recomputing when set to a non-zero value.

This is used when static oscillation on almost static objects becomes an issue.

Points:Points are where you select a number of fixed points, placed by clicking on verteces of your rigid body

models, and tie them to stringers.Simply select the correct points and set offsets where required.

Tweak:Tweak is used to more accurately align projection onto your rigid body.Use its offsets on XYZ position

and rotation until projection lines up.It should be noted that sometimes you may be better off rescaling your

model instead, depending on your results.

Constraints:Set these on all axes where you would like to restrict movement.1 turns on, 0 turns off.

Tracking lost:On tracking lost settings allow you three forms of behaviour in case tracking data is lost.:

Do nothing, does nothing.

Reset allows you to define a position that rigid bodies will jump to in case tracking data is lost.

Follow sequencing means disguise will follow any ScreenPositionModule programmed on the timeline as a

form of redundancy.
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CPS Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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D3SSI Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).



1546

DMX Screen Position Driver

Axis
User defined axis name.

Universe
The universe address of the automation system.

Channel
The channel address of the automation system.

Encoding
4 byte signed little endian - signed int little endian (bytes read from right to left)

range = -2, 147, 483, 648 to 2, 147, 483, 647

4 byte signed big endian - signed int little endian (bytes read from left to right)

range = -2, 147, 483, 648 to 2, 147, 483, 647

4 byte unsigned little endian - unsigned little endian (bytes read from right to left)

range = 0 to 4, 294, 967, 295

4 byte signed big endian - unsigned big endian (bytes read from left to right)

range = 0 to 4, 294, 967, 295
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HMC Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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IPCUSB Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Kinesys Driver
Kinesys is a motion control system that provides six axes of freedom (x,y,z movement and x,y,z rotation).It

sends data over the network to d3 via the UDP protocol.

disguiseソフトウェア supports both Vector & K2 products.

注意 : make sure you are connected to the Kinesys system by network switch or direct.You are

likely to experience problems if behind a router or firewall.

Kinesys driver properties

Port
This is the UDP port used, normally 6061.

IP Filter
This is the IP address the data is coming from.(Optional)

Multicast address
This is the engine multicast address from the K2 software.(Optional)

Outside of d3, use the Kinesys K2 software to find the engine multicast address and parameter address . If you

are familiar with the K2 software, please navigate to the following windows, or contact your Kinesys

representative or operator.

The engine multicast address is the address that the K2 software will broadcast the positional data to and can

be found in the red box shown below.
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Engine Multicast Address is situated in the red rectangle

The parameter address for each construct parameter is the id tag for each set of data and can be found in the

red box shown here.
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Parameter Address is situated in the red rectangle

Type the correct engine multicast address value into the Multicast address text field of the Kinesys driver

editor.

Create a ScreenPositionAxis object for each axis of movement using the steps explained earlier in the

Axes page.Insert the K2 parameter address into the ScreenPositionAxis id property text field.
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MoSys F4 Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Movecat Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Navigator Driver

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).

FTSI Navigator UDP Packet Format

D3 requires the Navigator system to send data in a specific format.Each axis should send data in the following

format.

ID:POS,VELOCITY;

ID = Axis ID

POS = Axis position as a floating point number

VELOCITY = Axis velocity as a floating point number

Example:
1:-24.034,1.323;

Multiple axes can be combined in the same message,

ID:POS,VELOCITY;ID:POS,VELOCITY;ID:POS,VELOCITY;.....

1:-24.034,1.323;2:5.346,12.098;3:9.064,2.511;



1555

警告 : a common error is to omit the last semi-colon in the sequence.This will cause the last

quantity not to be received.
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NG360 Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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OSC Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

OSC device
The OSC device that is sending the data.

Address Filter
Enter the OSC address string (excluding the axis name), for which OSC messages will be received.Leave this

blank to receive all OSC data.



1558

Posi Stage Net Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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PRG Stage Command Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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PRG Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Simotion Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Stage Kinetics MoveCat driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).

Protocol version
The protocol version that the driver is using.Default is V2.
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STS Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Stype Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Unican Open Cue Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Visual Act Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Audio analyser
The AudioAnalyser device enables the properties of an audio source to be controlled.

Before starting disguiseソフトウェアensure an audio source is connected to the line inputs on the RME

breakout.Please see the Hardware sub-chapter Audio breakout for more information.Make sure that there is a

good signal level.

Setting up an audio device

1. Create an AudioAnalyser device.An AudioAnalyser device is created in the same way as any other

device type.Please see the earlier sub-chapter Creating devices for step-by-step instructions on how

to create a device, and select AudioAnalyser from the menu of different device types.This will open

the AudioAnalyser devices menu which contains two audio lines.Alternatively, by default disguise

contains an AudioAnalyser device called audio analyser, which can be selected from the Devices

manager.

AudioAnalyser menu contains two audio lines

2. Right-click on an audio line, in this example line left, to open the audio line editor.The audio line editor

is used to specify how the audio is to be inputted.

3. Open the audio device selection list by left-clicking the line property.

Audio-Input-and-Output.html
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Audio device selection list is used to specify how the audio is to be inputted

4. Select an appropriate audio device from the audio device selection list.An audio spectrum should now

be displayed.

Audio spectrum should now be displayed for the audio device selected

5. To achieve an appropriate level it may be necessary to adjust the gain level.To adjust the gain level

type a value into the gain text field.

6. To check the gain level left-click the audio spectrum; this will switch the display to an audio

waveform.If the audio waveform has red in it the audio level is too high and is 'peaking.

7. Adjust the gain level until the audio waveform has no red in it.

8. Once the level is clean, left-click the audio waveform and the display will return to an audio spectrum.

Controlling layer properties
This section explains how to use expressions to control layer properties using the AudioAnalyser device.In

this example the AudioAnalyser device will be used to affect the brightness property of a Colour layer.

To control layer properties using the AudioAnalyser device:

1. Open the layers editor.Please see the chapter Working with Layers for information on creating and

editing layers.

2. Right-click the layer property you want to control using the AudioAnalyser device, in this example the

Colour layers Brightness property.This will open a small editor.
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3. Type the expression into the untitled Expression text field according to the format:

LayerPropertyValue*Device:AudioLine.c[FrequencyRange]

For example
255*AudioLine:line_left.c[0..10]

Expression being used to make a layer property, in this example Brightness, controllable using an

AudioAnalyser device

When the expression has been accepted the layer property will turn green.

What does the expression mean?
The diagram below is broken up into sections with a letter underneath.A description of each section is located

below the diagram.
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A: 255 = Brightness value of the layer

B: AudioLine = which device to use

C: lineleft = which audio line to use

D: [0..10]= what frequency range to analyse

How do I choose which frequencies to analyse?
The audio spectrum has 127 steps across the frequency range.

Audio spectrum has 127 steps across the frequency range

Any frequency from 0 to 127 or a range of frequencies can be analysed using part D of the expression

described above.For example,

To analyse just the bass frequencies select a range similar to [0..10] .

To analyse just the high frequencies select a range similar to [100..127] .



1571

DMX
This sub-chapter explains how to configure disguise to prove DMX input and output, using an Art-Net

device as an example.

警告 : it is possible to map a DmxDevice to conflicting address ranges.This will result in

unpredictable behaviour.

The disguise software also uses a number of other converter device types: sACN, Enttec, Soundlight, Exdmx,

Kinet v1 and Kinet v2.

To setup the Art-Net connection you first need to create a DmxDevice.A DmxDevice represents a physical

output device that connects to the computer (via USB or ethernet) and outputs and/or receives DMX to/from

physical devices.d3 supports a number of such DMX converters and protocols.You will need to create a

separate DmxDevice for each physical converter device.

Create a DmxDevice
A DmxDevice is created in the same way as any other device type.Please see the sub-chapter Creating

devices for step-by-step instructions on how to create a device, and select DmxDevice from the menu of

different device types.
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Edit the DmxDevice

1. Right-click the new DmxDevice, in this case Art-Net, to open the DmxDevice editor.

2. Left-click driver.This is an option switch that selects the converter device type.
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Driver property points to different options of converter device types

Protocols Supported
The following options are supported:

Art-Net
This is the most commonly used DMX-over-ethernet protocol.Art-Net can transmit up to 32,768

Universes of data via a single ethernet cable.

Art-Net broadcast
To do Art-Net Broadcast, set the remote IP of the device to be the broadcast address of the

network.Example - if the node's IP is 2.0.0.1 and the net mask is 255.0.0.0 then the broadcast IP will

be 2.255.255.255.



1574

Art-Net IP Address Filtering
We’ve modified the way we manage Art-Net/sACN connections to allow for more precise layering of

DMX data.This means that disguise is now more strict regarding which IP address it will receive data

from, as opposed to the previous behaviour in which it would listen to the entire subnet.In light of this

change, users will now need to be more specific when entering remote IP addresses, ensuring that

either the correct unicast address or the subnet’s broadcast address is used.

sACN
Streaming-ACN, also known as ANSI E.1 31-2016, is an alternate DMX-over-Ethernet protocol that is

supported by disguise.Unlike Art-Net, which is a broadcast (or unicast) protocol, sACN is a multicast

protocol and can transmit up to 63,999 Universes of control data via an ethernet network.

When selecting an adapter for multicast traffic in disguiseソフトウェア, it loads the list of the adapters

present on the local machine.Note that the name of the adapter that is being used to transmit the sACN

signal must be labeled the same way on each of the servers in the network in order to connect

properly.

Incorrect example:

Server A (Director) NIC B labeled "B - sACN 1Gbit"

Server B (Actor) NIC B labeled "B - Artnet 1Gbit" (NIC B will not receive DMX)

Correct example:

Server A (Director) NIC B labeled "B - sACN 1Gbit"

Server B (Actor) NIC B labeled "B - sACN 1Gbit"

Enttec
This is the protocol supported by the popular Enttec Datagate conversion devices.



1575

Soundlight
This is a USB based protocol communicating with DMX devices made by Soundlight Inc.

EZDMX
This is a USB based protocol communicating with Avolites EZDMX devices.

Kinet V1 and V2
This is a lighting control protocol supported by Color Kinetics devices.

For this example:

Select Artnet from the list of driver converter types.

Left-click IP-address to open the IP address editor.Ethernetbased protocols (Artnet, Enttec,

Wendi) identify each physical device with a different IP address.This property has no function

for USBbased protocols (Soundlight, Ezdmx).

Left-click Manual address to open the Select Remote Node window and type in the IP

address of the device.In this example the IP address for a GrandMA lighting desk is being

typed in.

Left-click OK when you have finished typing in the IP address.

Type in the start universe value; universe numbers always start from 1.The start universe

property specifies the first universe number of the device.disguiseソフトウェアmakes an

arbitrary number of DMX universes available to you and maps ranges of universes to

individual DMX converter devices.This number specifies the universe number of the first

universe mapped to this device.

Type in the universes value.This specifies the number of universes to be mapped to the DMX

device.In the example above, universes 1 through 8 are mapped to the Art-Net device located

at 10.0.0.83.
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Prove DMX input/output

1. Open the DMX monitor by left-clicking DMX monitor in the Device editor.The DMXmonitor is used to

prove DMX input and output, in this example for an Artnet device.

DMXmonitor is used to prove DMX input and output, opened by left-clicking DMXMonitor from

the DmxDevice editor

2. Type in the universe value to prove DMX input on that specific universe.

3. Left click on Monitor to change the value from Output to Input.

4. Check if the values are coming into disguiseソフトウェア.
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DMXMachineControl setup
The DMXMachineControl device allows restart and shutdown commands to be sent to disguiseソフトウェア

from an external DMX device such as a lighting console.

Overview
This topic outlines the setup steps in order to setup the DMXMachineControl device in disguiseソフトウェアwhich

is used for remote shutdown and restart of disguise machines using DMX commands.

Workflow

1. Create a DMX device from device manager as detailed here.

2. Create a DMXMachineControl device from device manager.

Set the Universe & Address values.

Configure the command & personality ranges to suit personal preference, or use the default

settings.

3. Export the personality to the lighting console in either .txt or MA2 XML format from the Export tab of the

device.

The exports will be written to the output folder of the project folder.

4. Send values from the lighting console to remotely trigger a machine restart or shutdown.
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DMXMachineControl properties

Patch

Universe
The Universe property defines the Universe number that the commands will come from.

Channel
The Channel property defines the Channel number that the commands will come from.

Personality

Shutdown channel
The Shutdown channel defines which DMX channel will send the shutdown command to the disguise

machine.

Enable channel
The Enable channel defines which DMX channel will send the Enable command to the disguise machine, this

will allow the command to be triggered.
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Command Ranges

Idle range
The Idle range defines the range where no commands are sent to the device.

Restart range
The Restart range defines the range where a machine Restart command will be sent to the device.

Shutdown range
The Shutdown range defines the range where a machine Shutdown command will be sent to the device.

Enable range
The Enable range defines the range where the Enable command will be sent to the device.

Behavior

Hold time
The Hold time, specified in seconds, defines how long disguiseソフトウェアwill wait before acting on a Restart

or Shutdown command.
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Export

Show Personality in DMX Chart format
Clicking this button will show the DMX personality for the device inside disguiseソフトウェア in plain text format.

Export Personality in DMX Chart format
Clicking this button will Export the DMX personality for the device, from disguiseソフトウェア in plain text format,

to the Output folder of the project folder.

Show Personality in grandMA2 format
Clicking this button will show the DMX personality for the device, from disguiseソフトウェア in XML format to be

used with the grandMA2 lighting console.

Export Personality in DMX Chart format
Clicking this button will Export the DMX personality for the device, from disguiseソフトウェア in XML format, to

the Output folder of the project folder, to be used with the grandMA2 lighting console.
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JSONMachineControl

The JSONMachineControl device allows for the querying of machine list and machine status via JSON.

Creating a JSONMachineControl device
A JSONMachineControl device is created in the same way as any other device type.Please see the earlier

sub-chapter Creating devices for step-by-step instructions on how to create a device, and select

JSONMachineControl from the menu of different device types.This will open the device editor (explained

below).

JSONMachineControl properties

Listening Port
The listening port the device is set to.

JSONMachineControl queries
Machine list:{"query":{"q":"machineList"}}

Returns a list of dictionaries containing information about the machine: d3 name, hostname role and machine

type.
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Example return: {"request":0,"status":"OK","results":

[{"machine":"4x4-DEMO","hostname":"4X4-DEMO","role":"Dedicated

director","type":"4x4pro"}]}

Machine status:{"query":{"q":"machineStatus 4X4-DEMO"}}

Returns extra information about a machine: session status, failover status and current FPS.

Example return:{"request":0,"status":"OK","results":
[{"active":true,"Failed":false, "fps":32.345558166503909}]}
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MIDI controllers

Setting up a MIDI device
disguiseソフトウェア includes the following pre-built midi control surfaces: Behringer BCF 2000, M-Audio

Oxygen 8, M-Audio UC-33.If you wish to use a midi control surface other than the midi control surfaces

provided by default in the software, you can use the MidiDevice device type to create a virtual replica of the

real world midi control surface.This control surface can then be used to send midi to/from disguiseソフトウェア.

1. Create a MidiDevice.A MidiDevice is created in the same way as any other device type.Please see

the earlier sub-chapter Creating devices for step-by-step instructions on how to create a device, and

select MidiDevice from the menu of different device types.The MidiDevice is initially just a title bar

displaying its name as the device currently has no features or properties.

New MidiDevice, in this example Midi_creation; currently the device has no properties

2. To open the MidiDevice editor right-click on the title bar and select edit.The MidiDevice editor is used

to create the midis control surface.

http://www.behringer.com/EN/Products/BCF2000.aspx
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/Oxygen8_Manual.pdf
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/Oxygen8_Manual.pdf
http://www.soundonsound.com/sos/jan04/articles/evolutionuc33.htm
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3. Set the midi in/midi out properties to the appropriate midi port.HDSP9632 are the midi ports on the

RME breakout cable or AOI Midi on newer systems.

4. Under control sets select the + button to open the MidiControlSets manager.The MidiControlSets

manager contains a list of all of the control sets.Notice disguiseソフトウェア comes with a series of

control sets by default.

5. To a create a new control set type the control set name into the newmidicontrolset text field, in this

example sliders, and hit Enter.

The new control set will be added to the list of control sets in the MidiDevice editor and

MidiControlSets manager, and the Control Sets editor will open.
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6. To specify the type of control set right-click type and select a control set type from the menu.Options

are dial, slider, button, keys and dial/button.This example uses the slider control set type.

7. Select the + button to add the desired number of control objects.In this example ten sliders have been

created.

8. Set the mode property to in, out or bidirectional depending on how the midi data should be sent;

bidirectional will set the midi data to be sent to disguise aswell as from disguiseソフトウェア.

9. Repeat the above steps to create the required number of dials/sliders/buttons/keys.

10. Once all of the required controls have been created close and reopen the MidiDevice by right-clicking

the device from the Devices menu.Notice that the MidiDevice is not just a title bar anymore but is a

virtual replica of a midi control surface.
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The next task is to assign the controls to a control surface.

1. To link a control to a control surface, right-click on the specific control, for example, slider 1.

Dial Settings being used to link a control to a control surface, opened by right-clicking on the

specific control

2. Move/change the encoder value on the control surface.disguise will learn the encoder and store

it.Repeat this step for the encoders that are to be used.
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Assign a midi control to a layer property

1. Hold Alt and left-click drag from the encoder to a layer property to apply midi control to that

property.This will draw a white arrow.For more information on Arrows please see the sub-chapter

Composing layers using Arrows.
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Arrows being used to assign a midi control to a layer property

2. Release the mouse button to assign the encoder to the specific layer property.The layer property will

turn green once the link has been successfully created.
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The Brightness property of the Colour layer has turned green indicating that this property has

successfully been assigned to a midi control

3. To check the expression that is being used by a layer property right-click on the specific property.This

will open a small editor containing the expression.

For more information on expressions please see the sub-chapter Expressions.
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OSC

OSC applications
There are several applications available for iOS that are capable of sending OSC commands.Two applications

that we recommend are Liine by Lemur and TouchOSC by hexler.net.

To download examples of TouchOSC and Lemur layouts please go to the OSC Downloads page.

注意 : the sliders within TouchOSC application are set as float values between 0 to 1.

Creating OSC Devices
An OSC Device is created in the same way as any other device type.Please see the earlier sub-chapter

Creating devices for step-by-step instructions on how to create a device, and select OSC Device from the

menu of different device types.Alternatively, by default disguise contains an Osc Device called osc 1, which

can be selected from the Devices manager.

OSCDevice properties

http://liine.net/en/products/lemur/
http://hexler.net/software/touchosc
https://download.disguise.one/#resources
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sendIPAddress
This property specifies the IP value of the machine/device for out going commands to be sent to.

sendPort
This property specifies the port number of the machine/device for out going commands to be sent to.

receivePort
This property specifies the port number for incoming commands.

For more information on setting the IP address please see the sub-chapter Windows Settings.

OSC Transport Control
For information how to use OSC expressions on the timeline please see the OSC Transport Control page.

Controlling layer properties with OSC
For information how to use OSC expressions to control layer properies please see the Controlling layer

properties with OSC page.

Example Workflow

Setting up a device to control disguise through OSC
This is an example workflow using the iPhone application Lemur and an iPhone device.

1. Download the example Lemur layout from the disguise Resources page.

2. Download the Lemur application to the iPhone device that will be sending commands to disguiseソフト

ウェア.

3. Import the Lemur layout to your iPhone.If you are using a Mac computer you can Airdrop the layout to

the iPhone and it will automatically import to Lemur.Otherwise, you can do it manually from the Lemur

app settings.

4. If you are using a disguise server, configure your network settings to assign the IP of the server the

OSC device will send commands to.If you are using a designer machine, you can have it connected to

https://download.disguise.one/#resources
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a WiFi connection.

5. Run your disguise project.

6. Right click on the Devices editor.

7. Press the + icon to create a new device, or to add the default loaded osc 1 device.

8. Right click on the device name to open its network configuration settings.

9. Under the Send tab's IP Address field, assign the IP address that disguise should send commands

to.In the Lemur application, this IP can be accessed through the apps settings as the "Lemur IP"

10. In the Lemur settings, set the OSC host as the IP address of your machine.This will be reflected under

the Adapter tab in the OSC device window.

11. Under the Receive tab's Port field, assign the port number the OSC device will send commands

to.This is the number reflected in the Lemur OSC settings.

12. Toggle an OSC command from the Lemur profile to see if the OSC device indicator turns green.That

will verify the connection has been made.

13. You can also create an OSC tester device [link to OSC tester device page] linked to your OSC device

to verify the connection has been made.
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OSCMachineControl setup
The OSCMachineControl device allows restart and shutdown commands to be sent to disguiseソフトウェア

from an external OSC device.

Overview
This topic outlines the setup steps in order to setup the OSCMachineControl device in disguiseソフトウェアwhich

is used for remote failover and restore of disguise machines using OSC commands.

Workflow

1. Create a OSC device from device manager as detailed here.

2. Create a OSCMachineControl device from device manager.

Set the OSC device to an existing OSC device (or create a new one)

Configure the input & output message strings to your preferences, or use the default strings.

The exports will be written to the output folder of the project folder.

3. Send values from the OSC device to remotely trigger a machine restart or shutdown.

OSCMachineControl properties

OSC Device

OSC device
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The OSC device defines the OSC device in disguiseソフトウェア that the commands will be sent to and from.

Input Addresses

Failover address
The failover address causes a machine failover.It accepts a string parameter which is the machine host name

that should be failed over.

Restore address
The restore address restores a machine from failover.It accepts a string parameter which is the machine host

name that should be restored.

Display query address
The string used to query display resolutions using the machine name.

Output Addresses

Machine resolution address
The string used to define the response to the Display query with 2 integer data with x & y resolution.For

example: /d3/showcontrol/display/resolution/myMachine/0/0 1920 1080
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OSC tester

OSC tester is a device that allows users to test incoming and outgoing OSC messages from disguiseソフトウェ

ア.It exists as a standard device.

Creating a new device

1. ダッシュボードからデバイスを右クリックします。アクティブなデバイスのリストが含まれるデバイスマネージャーが

開きます。

2. +を選択すると、デバイスライブラリが開きます。利用可能な内部または外部デバイスが一覧表示されま

す。

3. 新規デバイスのテキストフィールドに新しいデバイス名を入力します。

4. Enterを押します。disguiseソフトウェアで利用可能なデバイスタイプのリストが表示されます。

5. 適切なデバイスの種類を選択します。
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新しいデバイスが、デバイスマネージャーのアクティブデバイスリストとデバイスライブラリに追加されます。デバイスのエ

ディターも開きます。

注意 :デバイスを追加する場合は、必ずデフォルトのデバイスオブジェクトを右クリックしてください。左ク

リックすると全く新規のデバイスマネージャーを作成するよう促されますが、これはほとんどの場合不要で

す。

Testing incoming messages

1. Set the OSC device to be the OSC device you are expecting to received messages from.

2. Set the Receive address filter, if you wish to filter only specific OSC messages.

3. Send the values from the OSC device.
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4. Values received should be shown in the Received Messages area at the bottom of the widget.

Testing sending messages

1. Set the OSC device to be the OSC device you are expecting to send messages to.

2. Set the message limit, or use the default setting.

3. Define the OSC string by typing it into the OSC Message field.

4. Send the values to the OSC device by clicking OK.
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Projector control
The projector control device is intended for controlling external devices while optionally simulating their

behaviour inside the visualiser.

Overview
Projector control can be simulated as well as output to real projectors.The intention is to be able to recall presets

for the projectors that contain pan/tilt, zoom, focus, lens shift, intensity and projector configuration objects (for

recalling different calibration states).

Workflow

Device setup

1. Create a projector control device - either string or DMX.

2. Associate the device with a projector.

3. Address the projector for DMX, or create a control device if using the string control version.

4. Assign the simulation configuration to the selected projector config.

5. Create presets either via the ProjectorControl Editor or the ProjectorControl layer preset editor.The

former is the preferred workflow, as it allows for multi-edit.

Timeline keyframing

1. Create a projector control layer.

2. Create a mapping (group of projectors to control).

3. Create presets for the projectors to recall as the timeline plays.
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Example

Create device

1. ダッシュボードからデバイスを右クリックします。アクティブなデバイスのリストが含まれるデバイスマネージャーが

開きます。

2. +を選択すると、デバイスライブラリが開きます。利用可能な内部または外部デバイスが一覧表示されま

す。

3. 新規デバイスのテキストフィールドに新しいデバイス名を入力します。

4. Enterを押します。disguiseソフトウェアで利用可能なデバイスタイプのリストが表示されます。

5. 適切なデバイスの種類を選択します。

新しいデバイスが、デバイスマネージャーのアクティブデバイスリストとデバイスライブラリに追加されます。デバイスのエ

ディターも開きます。
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注意 :デバイスを追加する場合は、必ずデフォルトのデバイスオブジェクトを右クリックしてください。左ク

リックすると全く新規のデバイスマネージャーを作成するよう促されますが、これはほとんどの場合不要で

す。

Configure the device

1. Define which projector is controlled by the device.

2. Choose whether simulation configuration is enabled or disabled.This controls whether the projector

will move in the stage or not.
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In the case of the DMXProjectorControl device, set the DMX universe & channel.You will also

need a DMX device in the project to send the DMX data.

In the case of the StringProjectorControl device, define a control device and create a

corresponding serial, telnet or UDP device to send the data out of disguiseソフトウェア.

3. Configure any Default, Startup and Shutdown commands, as appropriate.

Configure presets
ProjectorControlPresets can be created either through the ProjectorControl layer or through the Projector

Control Editor.Performing this functionality through the editor is a better choice as this editor fully supports

multi-edit functionality, as well as converting hard values to presets for more time saving functionality.

1. Open the Projector Control Editor from the devices manager.

2. Select each projector and apply the desired values.Either individually or by using the multi-edit

functionality.

3. Select multiple rows and use the convert selected rows to preset function, to store the rows contents
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into a preset that can be recalled later.For example - Home position, Position 1, Position 2 and so on.

Control the projector
See ProjectorControl layer for more information.

Projector control properties

Generic properties

Projector

The virtual projector object in the visualiser

Values

Pan/Tilt, Focus, Zoom, Lens Shift (V/H), Intensity: the current values being sent to the external

device.Modifying these values will cause the device to send out commands to the external device.
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Simulation

Simulation configuration - the projector configuration that the device modifies to simulate the

behaviour of the external device.Always use a dedicated projector configuration for this as its settings

will be overwritten by the simulation

Home rotation- the starting rotation when the device's pan/tilt are at zero

Rotation speed - the animation speed of rotation between different pan/tilt values

Pan axis the axis controlled by the pan value

Tilt axis the axis controlled by the tilt value

Default recall

Recall -the default order of the commands sent to the device.This allows delays between starting the

pan/tilt, focus, zoom and other actions.

For example, you may want to delay intensity moves for a set period of time to allow zoom, focus and

position to be set before the projector is visible.The delay value is expressed in seconds.

The editor is capable of multi-edit functionality, so does not behave in the same way as a normal

editor.See multi-edit for more information.



1604

DMX projector control device

DMX

Universe and channel of the external DMX device

Commands

Default commands - DMX commands sent to the DMX device for each action in addition to the specific

actions' DMX commands

Startup commands -DMX commands sent to the DMX device when the projector control device is

started or added to the device manager

Shutdown commands -DMX commands sent to the DMX device when the projector control device is

stopped or removed from the device manager

Coarse and fine channels for each projector control action.The range will be used to map the current

value to a 16-bit DMX value.A channel of 0 will disable that slot.

String projector control device

Device

Control device the network device (Serial, Telnet, UDP) that commands are sent over

Commands

Default commands - String commands sent to the network device before any specific actions' DMX

commands

Startup commands - String commands sent to the network device when the projector control device is

started or added from the device manager

Shutdown commands -String commands sent to the network device when the projector control device

is stopped or removed from the device manager
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Control strings for each projector control action.The range will be used to scale the current value

before exposing it as a binary (%) or decimal ($) number

The projector control devices can be created through the device manager's Device List.A table view of

the common properties can be found in the device manager's Projector Control Editor.
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Telnet

TelnetDevice can be used to send commands via an available serial port to 3rd party products.For more

information on how rs232 works please see this page.

TelnetDevices are used by the Control Layer and the DVIMatrixControl layer.

Creating a TelnetDevice
A TelnetDevice is created in the same way as any other device type.Please see the earlier sub-chapter

Creating devices for step-by-step instructions on how to create a device.This will open the TelnetDevice

editor (explained below).

TelnetDevice properties

IP Address
The IP address of the destination 3rd party hardware.You must ensure that your network topology is

configured to allow communications between the two machines.

Port
The network port of the destination 3rd party hardware.Telnet is traditionally port 23.

http://www.wcscnet.com/Tutorials/SerialComm/Page1.htm
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Connect
The telnet port can be opened once at startup of d3 and held open or can be opened for every send of a

command.
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UDP

UDPDevices can be used to send commands over a network via UDP to 3rd party products.

UDPDevices are used by the Control Layer and the DVIMatrixControl layer.

Creating a UDPDevice
A UDPDevice is created in the same way as any other device type.Please see the earlier sub-chapter

Creating devices for step-by-step instructions on how to create a device, and select UDPDevice from the

menu of different device types.This will open the UDPDevice editor (explained below).

UDPDevice properties

IP Address
The IP address of the destination 3rd party hardware.You must ensure that your network topology is

configured to allow communications between the two machines.

Port
The network port of the destination 3rd party hardware.The 3rd party vendor will need to specify this value.
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Agile camera setup

Overview
This topic outlines the setup steps in order to control the Agile ARC 360 camera using a disguise mediaserver.

Requirements

Agile Camera that supports IP connectivity and SDI output.

Optional Agile HW Controller.

PoE switch (for supplying power to the camera).

Optional Disguise machine with a capture card (only if you want to use the camera as a live video input).

警告 : Currently the Agile Camera doesn’t support absolute PTZ (Pan, Tilt and Zoom)

commands.Therefore, in order to send the camera absolute PTZ values, it’s necessary to

create presets.

Workflow

1. Create a UDP device from device manager.

Set the IP Address

Set the Port on the UDP device

2. Create an Agile Camera device from device manager.

Set the Address.

Set the Control Device to the UDP device.
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Set the Camera Model.

3. Create a CameraControl layer on the timeline.

Set the Camera field to the camera that was created earlier.

Click the Command field to open up the keyframe editor.

Create and keyframe your desired commands for the camera.

Creating a UDP device

1. Right-click devices from the dashboard.This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library.This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter.This will open a list of device types available in disguiseソフトウェア.

5. Select the appropriate device type.In the case of Agile camera, a UDP device is needed.
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The new device will be added to the Device Manager's active device list, and to the Device library.The

device's editor will also open.

注意 : Always right-click on the default device object to add devices to it.If left-clicking you will be

prompted to create a whole new device manager which is rarely required.

Create an Agile camera device

1. Right-click devices from the dashboard.This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library.This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter.This will open a list of device types available in disguiseソフトウェア.
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5. Select the AgileCamera device type.

Controlling the camera

1. Create a CameraControl layer and add it to the timeline.For more information see Creating layers.

2. Create CameraControl presets & keyframe accordingly.For more information, see CameraControl.

Mapping the camera to a video input
To display the camera on a screen in disguiseソフトウェアand subsequently output it to a real screen, complete

the following steps.

1. Create aビデオ layer

2. Open the media property of the layer and choose the video input that the camera is being input.For

more information see, video input.
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AgileCamera properties

Address
The address property defines the address of the camera you are communicating with.

Control Device
The control device property defines which device in the devices manager, is communicating with the physical

camera.

Camera Model
The camera model currently, can only be defined as ARC360.

New Address
The new address field lets the user change the camera address.

1. Enter a new value in the new address field

2. Left click Set

Preset #
The preset number field allows you to specify which preset is saved or recalled.There are 256 preset slots, 0-

255.

Left click Recall to manually recall the selected preset number.

The presets are saved within the camera device, and only support Pan, Tilt and Zoom.

Presets can also be triggered from the CameraControl layer, using the CameraRecallPreset command.
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Pan Tilt Jog
Left click and drag in the jog control to manually position the camera.

Zoom Jog
Left click and drag in the jog control to manually change the zoom of the camera.

Supported commands
The following comands are supported for use with the CameraControl layer

CameraAutoFocus

When on, you cannot change the focus of the camera.

When off, you can change the focus of the camera.

CameraBlack

CameraBlueGain

CameraExposureMode

When on, you cannot change black, blue, red, camera gain and white balance.

When off, you can change black, blue, red, camera gain and white balance.

CameraFocus

CameraGain

CameraGammaMode

CameraGoToPreset

CameraImageMirrorMode

CameraIris
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CameraNightMode

CameraOnOff

CameraRedGain

CameraShutter

CameraVideoOutputMode

CameraWhiteBalanceMode
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Visca camera setup

Overview
This topic outlines the setup steps in order to control the Visca camera using a disguise mediaserver.

Requirements

Visca Camera that supports IP connectivity.

Optional Disguise machine with a relevant capture card (only if you want to use the camera as a live

video input).

Workflow

1. Create a UDP device from device manager.

Set the IP Address

Set the Port on the UDP device

2. Create a Visca Camera device from device manager.

Set the Address.

Set the Control Device to the UDP device.

Set the Camera Model.

3. Create a CameraControl layer on the timeline.

Set the Camera field to the camera that was created earlier.

Click the Command field to open up the keyframe editor.

Create and keyframe your desired commands for the camera.
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Creating a UDP device

1. Right-click devices from the dashboard.This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library.This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter.This will open a list of device types available in disguiseソフトウェア.

5. Select the appropriate device type.In the case of Visca camera, a UDP device is needed.

The new device will be added to the Device Manager's active device list, and to the Device library.The

device's editor will also open.
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注意 : Always right-click on the default device object to add devices to it.If left-clicking you will be

prompted to create a whole new device manager which is rarely required.

Create a Visca camera device

1. Right-click devices from the dashboard.This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library.This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter.This will open a list of device types available in disguiseソフトウェア.

5. Select the ViscaCamera device type.
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Controlling the camera

1. Create a CameraControl layer and add it to the timeline.For more information see Creating layers.

2. Create CameraControl presets & keyframe accordingly.For more information, see CameraControl.

Mapping the camera to a video input
To display the camera on a screen in disguiseソフトウェアand subsequently output it to a real screen, complete

the following steps.

1. Create aビデオ layer

2. Open the media property of the layer and choose the video input that the camera is being input.For

more information see, video input.

ViscaCamera properties

Address
The address property defines the address of the camera you are communicating with.

Control Device
The control device property defines which device in the devices manager, is communicating with the physical

camera.

Camera Model
The camera model currently you are using.
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Matrix switches overview
The disguise software can switch presets of various matrices and switchers.Presets can be animated using

the MatrixControl layer but in a Director/Actor environment the presets can be changed through an

automated process using the d3Net manager.

Which matrix switches are supported?
The disguise software has built-in drivers for the following matrices and switchers:

Lightware.See external link here.

Barco MatrixPro.See external link here.

Barco Encore.See external link here.

Analog Way OPS300.See external link here.

Folsom MatrixPro 16x16.

Gefen Matrix.See external link here

Other devices to be controlled
For devices that currently do not have built-in drivers disguise can also send serial commands using the Control

layer assuming you first set up the Serial Device.

The TelnetDVIMatrix device also allows most matrices to be controlled from disguise.

http://www.lightware.eu/index.php/products/by-function/stand-alone-matrices
http://www.barco.com/en/products-solutions/image-processing/matrix-switchers/8x8-dvi-router-matrix-switcher.aspx
http://www.barco.com/en/products-solutions/image-processing/presentation-switchers/modular-scalable-presentation-switcher.aspx
https://www.analogway.com/files/uploads/produit/download/en/user-manual-ops300.pdf
https://www.fullcompass.com/common/files/28025-GefenIncGEFDVI16416PBManual.pdf
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Direct Matrix Routing

What is Direct Matrix Routing?
The disguise software supports direct matrix routing, which sends individual routing instructions (“map input X

to output Y”) to the matrix.disguiseソフトウェアallows multiple matrix devices to be controlled, and allows fanout

(a single feed output can be mapped to more than one physical output, for backup).

When a feed is assigned to a machine, disguise generates an appropriate set of routing instructions and sends

this to all connected matrix devices.

Using Direct Matrix Routing
To set it up, you need to tell disguiseソフトウェア two things:

For each machine, which matrix input each physical head connects to

For each feed, which matrix output(s) drive each feed head

When a feed is assigned to a machine, disguise generates an appropriate set of routing instructions and

sends this to all connected matrix devices.

Setting up Direct Matrix Routing

1. Add one or more matrix devices to your Devices list and set them up appropriately.Note that the order

these devices are in the Device Manager is what defines them as Matrix 1, Matrix 2 etc.You can drag

matrices up & down in the Device Manager to re-order them.

2. Access your feed scene by left clicking Feeds from the dashboard.

3. Right click the coloured border of a feed output.
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4. For the Matrix input & Matrix output parameter, write in a comma-separated list of (matrix number,

input number),eg.“1.1, 1.2” means “outputs 1 and 2 of matrix 1”.

警告 : There should be no spaces between matrix routing strings.Any spaces in the input

field will cause the routing to fail.

For more information on supported DVI matrices, see the Matrix switches overview sub-chapter
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Basic routing example

ディレクター In 1 2 3 4

ディレクターOut 1 2 3 4

Understudy In 5 6 7 8

This is the easiest configuration to work with.In its most basic form, matrix routing will use a single matrix to

swap the inputs on failover.This notation is as simple as typing each input and output number into the feed

properties of each machine.This matrix is using a 1-to-1 routing, and on failover inputs 5-8 are used to receive

from the Understudy.

Matrix DA routing example



1624

ディレクター In 1 2 3 4

ディレクターOut 1,5 2,6 3,7 4,8

Understudy In 5 6 7 8

In this example, each matrix output is doubled up and sending a duplicate output.In disguiseソフトウェア the

notation for this is to comma separate the output numbers.This example shows input 1 being sent to outputs 1

and 5, 2 to 2 and 6, and so on.On failover, 5 is routed to 1 and 5, etc.The comma only works in the output field

of each routing.

Multiple matrices routing example

ディレクター In 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

ディレクターOut 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

Understudy In 1.5 1.6 1.7 1.8 2.5 2.6 2.7 2.8

This is the same 1-to-1 routing as the first example, except doubled-up.Theディレクターand Understudy each

have 8 outputs, sending 4 of each to the 2 matrices.In order to delineate between the 2 matrices, which are

separate devices in the Device Manager, the above Dot notation is used.The number before the dot is the

matrix’s ID, and the number after is the input or output routing number on that specific matrix.The ID number is

determined by the order of the matrix-type devices in the device list, starting from the top.
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Cascading matrices routing example

ディレクター In 1.1|2.1 1.2|2.2 1.3|2.3 1.4|2.4

ディレクターOut 1.1|2.1 1.2|2.2 1.3|2.3 1.4|2.4

Understudy In 1.5|2.5 1.6|2.6 1.7|2.7 1.8|2.8

This more complex notation is able to send two or more commands for each input or output routing.In this

example, a distribution amp or similar is doubling every signal before it reaches the matrices, so each output

from disguiseソフトウェア reaches more than one matrix at once.

The Pipe notation is able to send multiple whole commands per feed output.The order the routing is written in

is important: one routing is before the pipe, the other is after.On failover, the understudy would route 1.5 to 1.1

and 2.5 to 2.1 at the same time, and so on.

This needn’t stop at two routings per output; a second pipe can be used if a third matrix needed to be

controlled (1.1|2.1|3.1).The dot notation is also in use because more than one matrix is being controlled.All

three - comma, dot and pipe - can be mixed and matched to suit the exact configuration of matrices in use.
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アナログウェイOPS300の設定

アナログウェイOPS300の設定

1. アナログウェイOPS300のインタフェースのネットワーク設定ページを開きます。使用しているリモートアドレス

とリモートポート番号を書き留めるか、または自身で設定します。詳細の手順については、デバイス・マニュ

アルを参照します。
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使用されるリモートアドレスおよびリモートポート番号を書き留めるか、Analog Way OPS300のネット

ワーク設定ページから自身で番号を設定します。

2. マトリクスはdisguiseシステムと同じIP範囲になるようにします。

3. disguiseソフトウェアで、AnalogWayOPS300デバイスを作成します。AnalogWayOPS300デバイスは、そ

の他あらゆるデバイスタイプと同じ方法で作成されます。前述のサブチャプターデバイスの作成のステップごと

の手順に従ってデバイスを作成し、異なるデバイスタイプのメニューからAnalogWayOPS300を選択しま

す。これによりAnalogWayOPS300エディタが開きます。

4. AnalogWayOPS300デバイスエディタに含まれるプロパティを使用して、デバイスを構成します(下に説明あ

り)。
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AnalogWayOPS300デバイスプロパティ

AnalogWayOPS300デバイスエディタ

IPアドレス

マトリクスのIPアドレス

ポート

マトリクス内で構成されたTCPポート番号

プリセットをテスト

テストプリセット番号

テスト

このボタンは、マトリクスをテストプリセット#プロパティのプリセットセットにセットします。
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Barco MatrixProの設定

Barco MatrixProは、SerialあるいはTCP-IPによってコントロールできます。Serialデバイスを作成する場合、IPコンフィ

ギュレーションよりも優先されます。

Barco MatrixProの設定

disguiseで、BarcoMatrixProデバイスを作成します。BarcoMatrixProデバイスは、その他あらゆるデバイス

タイプと同じ方法で作成できます。前述のサブチャプターデバイスの作成のステップごとの手順に従ってデバイ

スを作成し、異なるデバイスタイプのメニューからBarcoMatrixProを選択します。これによりBarcoMatrixPro

エディタが開きます。

シリアルコントロール

ポートプロパティで、新しいSerialDeviceを作成します。BarcoMatrixProデバイスの作成と同じプロセスを使

用しますが、SerialDeviceは、異なるデバイス・タイプのメニューから選びます。SerialDeviceを作成する場

合、IPコンフィギュレーションよりも優先されます。

TCP-IPコントロール

1. ディレクター/アクターネットワークと同じIPネットワークでBarco MatrixProを構成します。

2. Barco MatrixProデバイスエディタに含まれるプロパティを使用して、デバイスを構成します(下に説明あり)。
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BarcoMatrixProデバイスプロパティ

Barco MatrixProデバイス・エディタ

ポート

コマンドを送信するUDPポートです。

IPアドレス

マトリクスのIPアドレス

プリセットをテスト

テストプリセット数

テスト

マトリクスをテストプリセットプロパティのプリセットセットにセットします。
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PureLinkマトリクスの設定

PureLinkマトリクスの設定

1. ディレクター/アクターネットワークと同じIPネットワークでPureLinkマトリクスを構成します。

2. マトリクス構成でポート23を選びます。

3. disguiseで、PureLinkMatrixPureLinkMatrixデバイスを作成します。PureLinkMatrixデバイスは、その他あ

らゆるデバイスタイプと同じ方法で作成できます。前述のサブチャプターデバイスの作成のステップごとの手

順に従ってデバイスを作成し、異なるデバイス・タイプのメニューからPureLinkMatrixを選択します。これによ

りPureLinkMatrixデバイスエディタが開きます。

4. デバイスエディターに含まれるプロパティを使用して、デバイスを構成します(下に説明あり)。

PureLinkMatrixデバイスプロパティ

IPアドレス

マトリクスのIPアドレス

ポート

マトリクス内で構成されたTCPポート番号23にセットします。

ルーターID
マトリクスで設定されたID番号です。

テスト入力

この入力は、テスト入力を指定します。
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テスト出力

この入力は、テスト出力を指定します。

テストルート

テスト入力&出力を選択してから、テストルートボタンをクリックして、ルーティングが正常に作動するかどうかを確認

します。
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Riedel MediorNetの設定

disguiseソフトウェアからRiedel MediorNetデバイスをコントロールすることができます。

このトピックでは、既にRiedelウェブインタフェース経由でマトリクスを構成していることを想定しています。これらが

disguiseソフトウェアで使用するインデックスになるため、Ember+サードパーティーインタフェースを有効化し、入力&出

力にIDを割り当てることが重要です。忘れずに,入力 と出力両方での指示を実行してください。詳細に関しては、

Riedel Matrixドキュメンテーションを参照します。

ビデオ・チャネル接続のみを修正できるという既知の制限があります。

Riedel MediorNetデバイスのセットアップ

disguiseソフトウェアで、MediorNet matrixデバイスを作成します。MediorNetデバイスは、その他あらゆるデ

バイスタイプと同じ方法で作成できます。前述のサブチャプターデバイスの作成のステップごとの手順に従って

デバイスを作成し、異なるデバイス・タイプのメニューからMediorNet Matrixを選択します。これにより

MediorNetマトリクス・デバイス・エディタが開きます。

TCP-IPコントロール

1. ディレクター/アクターネットワークと同じIP範囲でMediorNet Matrixを構成します。

2. MediorNet Matrixデバイスエディタに含まれるプロパティを使用して、デバイスを構成します。
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MediorNet Matrixデバイスプロパティ

MediorNet Matrixデバイス・エディタ

IPアドレス

マトリクスのIPアドレス

ポート

コマンドを送信するUDPポートです。

入力をテスト

テスト入力番号

出力をテスト

テスト出力番号
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ブラックマジック・スマートビデオ・ハブの設定

ブラックマジック・スマートビデオ・ハブは、disguiseソフトウェアでの使用に適したマトリックスでし。

例

1. 適切なIPアドレスおよびポート (既定値9990)でテルネットデバイスを作成します。

2. TelnetDVIMatrixデバイスを作成してから、上で作成したTelnetデバイスを割り当てます。

3. TelnetDVIMatrixデバイスの「ルート」フィールドに、次の文字列を入力します:

VIDEO OUTPUT ROUTING:\n$2 $1\n\nこれはテルネットコマンドで、Videohubにリモートルーティング変更

を発行し、"$2" と "$1"を出力と入力用プレースホ

ールダーとしてそれぞれ使用します。
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Lightware Matrixの設定

Lightware Matrixの設定

1. ディレクター/アクターネットワークと同じIPネットワークでLightware Matrixの設定を構成します。

2. マトリクス構成でポート10001を選びます。

3. disguiseで、LightwareMatrixデバイスを作成します。Lightware Matrixデバイスは、その他あらゆるデバイ

スタイプと同じ方法で作成できます。前述のサブチャプターデバイスの作成のステップごとの手順に従ってデ

バイスを作成し、異なるデバイスタイプのメニューからLightware Matrixを選択します。これにより

LightwareMatrixエディタが開きます。

4. LightwareMatrixデバイスエディターに含まれるプロパティを使用して、デバイスを構成します(下に説明あ

り)。

注意 :現在、Lightwareマトリクスおよびdisguiseソフトウェア構成では、LW2プロトコルのみを使

用できます。Lightwareから新しくリリースされたデバイスはLW3プロトコルを使用しているため、

disguiseで使用するには、LightwareデバイスソフトウェアでLW2を有効化する必要があります。
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LightwareMatrixデバイスプロパティ

IPアドレス

マトリクスのIPアドレス

ポート

マトリクス内で構成されたTCPポート番号10001にセットします。

テストプリセット

テストプリセット数

テスト

このボタンは、マトリクスをテストプリセットプロパティのプリセットセットにセットします。
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TelnetMatrixの設定

TelnetMatrixデバイスは、テルネットをサポートするあらゆるマトリクスをコントロールできます。

TelnetMatrixのセットアップ

disguiseで、TelnetMatrixデバイスを作成します。TelnetMatrixデバイスは、その他あらゆるデバイスタイプと

同じ方法で作成できます。前述のサブチャプターデバイスの作成のステップごとの手順に従ってデバイスを作

成し、異なるデバイス・タイプのメニューからTelnetMatrixを選択します。これによりTelnetMatrixデバイスエ

ディタが開きます。

TelnetMatrixデバイスプロパティ
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TelnetMatrixデバイスエディタ

Telnetデバイス

コマンドの送信先Telnetデバイスを定義します。

コマンド

プリセットは、トリガーするプリセット番号を定義します。

フェードはフェード時間を定義します。

ルートはルーティング情報を定義します。

テスト

プリセットをテスト -テストするプリセットを入力し、プリセットをテストボタンをクリックしてテストを実行します。

テスト入力 -直接のマトリクス入力を入力します

テスト出力 -ダイレクトマトリクス出力を入力します。

テストルート -入出力の定義後、テスト・ルートボタンをクリックしてマトリクス・ルーティングをテストします。

TelnetMatrixは、プリセット、ルートおよびフェード・コマンド用の制御レイヤーと同じシンタックスを使用しますが、下

記を除きます:

プリセット : $1 = ASCIIとしてプリセット、%1 =バイナリとしてプリセット

ルート : $1 = ASCIIとして入力、%1 =バイナリとして入力、$2 = ASCIIとして出力、%2 =バイナリとして出力

フェード : $1 = ASCIIとしての移行時間、%1 =バイナリとしての移行時間

TelnetMatrixデバイスの共通の文字列

Kramer DVI Matrix - #35PRST-RCL $1\n

Extron DMS 3600 Matrix - $1.

Gefen 8x8 DVIKVM DL -プリセット6を呼び出した場合、#callpreset $1\nは#callpreset 6\nを送信します。

5を出力するために入力3を切り替えた場合、#doroute $1 $2\nは #doroute 3 5\n"を送信します。
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Extronマトリクススイッチャー - \27R$1PRST\13\10

Barco Encore2 (E2) - PRESET -a $1\r\n

ROUTE $1 $2

1が入力された場合、2が出力されます。

Barco MatrixPro - RPRST $1\r

IDK Matrix -プリセット - @RPM,$1\r\n

ルート - @IOS,$1,$2\r\n

注意 : コマンド文字列末尾は \13\10または\r\n (キャリッジリターン)を使用することが通常は要求され

ます。ASCIIとhexのコマンド文字列の他の例はここをご覧ください。。
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Setup video input
This topic covers how to set up video inputs in disguiseソフトウェア, including SDI and NDI sources.

Sources
disguise offers the ability to capture video from a number of sources.

3G/HD/SD-SDI capture sources on disguise hardware.See hardware manual for capabilities.

DirectShow devices (intended for testing only, limited support, not for use on shows)

NDI sources, when an NDI source is present on the network.

注意 : As of r17, NDI input is fully supported and does not require an option switch.Should

an NDI input fail, disguiseソフトウェアwill periodically attempt to restart the stream.The NDI

version that disguiseソフトウェア supports can be downloaded from our Resources page

Concepts
Video capture is managed by the Video Input Patch manager, accessible via the Devices menu item.

https://download.disguise.one/#resources
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Video Input Clips are essentially 'virtual slots' into which you can patch physical capture inputs for each

machine in your d3 setup.You can have as many Video Input Clips as you wish, they are labelled videoin_

1.mov and upwards by default.

Local inputs: shows only the local incoming signals on the selected machine.

Preview all: shows all incoming signals on the selected machine.

Switch to quick edit: changes the format of the editor to a list view, for quick group editing of properties.

Add/Remove video in devices: opens the logicalVideoIn editor, allowing you to create new inputs and

duplicate existing ones.
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Each Video Input Clip can be selected be selected by left clicking it's thumbnail in the editor and the following

properties appear on the left hand side of the editor.

Placeholder Image: If no capture device is mapped locally for this Video Input Clip, the Placeholder Image will

be shown instead.This is useful for pre-site sequencing.

Input: The physical input that the source is coming through on the machine.

Format: The desired format that you wish to capture for this Video Input Clip.If the desired capture format is

not supported on the mapped capture device, disguise will attempt to find the closest match.

Local Preview: A preview of the input selected on the local machine.You can start and stop the preview using

the button below the thumbnail.

Start/Stop preview: this button below the thumbnail will toggle from showing nothing, to showing the current

input.When you select stop preview, the thumbnail will return to black, but the video input is still being

received.

Configuration - Step by step
To configure a Video Input Clip execute the following steps

1. Ensure your video source is connected correctly (via SDI etc)

2. Right-click devices in the dashboard.

3. Left-click Video Input Patch.

By default, four Video Input Clips will be presented to you.Or if you are on a piece of disguise

hardware, whatever number of physical inputs the hardware has, will be displayed.

In the Devices section, you will find your local machine as the first item.Select the input source

connection for your local machine (e.g. Bluefish 1A or Phoenix 1A).

4. For 4U v2.5 and older systems, you will need to select the Format of the source signal.On Pro and GX

range machines, the signal will be auto-detected.

The live picture from this capture source will now show in the Local Preview section (only once you

have clicked start preview).
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You can now use the videoin_1.mov clip as a live source in the Video Content Layer on the timeline

(see below).

Duplicating video input sources
Sometimes it may be necessary to duplicate the video input sources, to gain additional virtual capture

'slots'.This can be useful for looping back internal cameras or for use with NDI.

1. Open the video clip editor by right clicking a video clip from the media picker.

2. Select duplicate and give the new input a name.

3. The new video input will now be available in the video input patch editor.

Working with live video on the timeline
Live video is applied to the video keyframe editor using the special Video Input Clips: videoin_1 , videoin_2,

videoin_3 and videoin_4 respectively.As soon as the video inputs are configured, they are treated just like

normal video clips.

For example, drop videoin1 onto the keyframe editor to route video from the first sampler in the device

manager, and so on.

Use the appropriate Mapping type to map the camera input to the screens.
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Right-clicking the videoin thumbnail lets you edit colour correction and other clip properties, just like

normal clips.
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4k quad link capture
r14.3 introduced additional video capture functionality to enable 4K Quad link Capture over SDI.

警告 : 4k Quad Capture is only supported on Pro and Gx machines, with the exception of

gx 1.

Setting up Quad link 4k Capture

Right Click on Devices and then click onto Video Input Patch Editor….When opening the editor and left

clicking on Input on one of the Video In Patches, there is the option for New Capture Group in the Input field.

When selecting this you will get an unmapped quad capture group.

From there you can select and choose the input for that quad capture group i.e.Bluefish 1A/1B/1C/1D.

注意 : you cannot choose the integrated Webcam or any external capture cards for this feature.

To be able to do dual capture group, press the minus - symbol at the bottom of the capture group to make it

Dual rather than Quad.
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A key part to remember is to respect the Bandwidth of the Capture card.For more information contact disguise

support.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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CITP
r14 introduced a CITP into disguiseソフトウェア.CITP is a protocol used by lighting desks for the transfer

of thumbnails and asset specfic nameing for previewing when programming.

Using CITP

GrandMA2 3.1.2.5 supported.Version after 3.2.2.3 should also work.

Hog personality is being worked on and is currently scheduled to be available as a part of Hog OS

3.5.0

CITP devices join with both multicast addresses, 224.0.0.180 and 239.224.0.180, and in that order.

In disguiseソフトウェア:

1. Right-click on Devices.

2. Create a new DMX Device.

3. Insert the desk's IP Address (this should ideally be set up on an isolated Art-Net switch).

4. Create a CITP Device and assign the DMX Device to it.

5. Add a Video Layer, assign a DMX patch to it.

6. Open the Bank Editor and populate the Video banks.
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In GrandMA2:

1. Go to Setup > CITP Network Configuration.

2. In the top-right corner of the windows that oepsn, ensure you set CITP to Enabled (the box should look

green once you click it).

3. Right-click on "New" under the MediaServers tab.

4. The disguise machine should appear in the list here.Click to select it.

5. Select a fixture layer (one with a Video layer fixture patched to it).

6. Select a Library SubAttribute (any sub-attribute seems to work as disguise doesn't use this.)

7. Select an Image SubAttribute (this needs to be set to Video Slot)

8. Click on Update Thumbnails

9. Select the Video layerFixture and navigate to the Video Slot attribute

10. Clicking on the attribute should now display clickable thumbnails and file names on the lighting desk

software

注意 : If the machine does not appear in the MediaServers list, double-check connection settings

(use the DMXMonitor to ensure DMX is being received) and ensure the CITP Device is in the

Device List.
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Device Recording
r14 introduced a new feature known as Device Recording.This is a tool to record the incoming data

streams of different Devices (DMX, Automation & MIDI) for later playback without needing the device

attached or there for live playback.

警告 : Once a device recording is deleted, it cannot be retrieved.This is because

disguiseソフトウェア treats recording files as content.

This can be useful for recording specific automation control data and enable the programmer to be able to play

this data back into the system without the need of the operator being on hand.

Using Device Recording
There are three modes for Device Recording; Live, Play & Record.

Live: Only the incoming 'Live' data will be actively allowed into disguiseソフトウェア.

Play: Only the recorded data will be actively played back into disguiseソフトウェア.

Record: That device is primed to record the incoming data into disguiseソフトウェア.

To set it up:

1. Add either a MIDI, DMX or Automation Device to your device list and set them up appropriately.

2. Observe the change to the GUI:

These headings are created in the d3state bar to show that there are devices that are able to be

recorded.There is a little symbol next to each indicating the mode the device is currently sitting in. As

shown in the image above, these are currently set to live and will react to the incoming data.A small

triangle 'play' symbol indicates the device is set to playback the recordings available, and a small circle

indicates it is primed for recording.
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3. If you right click on the heading of the device you would like to set up for recording a new window

appears.

Here you see the list of MIDI devices that are ready for recording.The devices are listed to the left, with

the current mode on the right.

4. A right click on the mode for each device will bring up another window where you can change the mode

of the device.

Whereas, the buttons along the bottom of the window are the global mode controls for the device type

(changes all modes for the recorder).

5. If we take the nanoKONTROL2 for example, it is currently set to Live and we want to record this devices

input.To do this, right click on the mode for the device and set it to record.This will tell d3 we want to

record this devices input.

6. If you look to the transport controls on the timeline, you will notice an addition to the UI.A Small circle

has been added next to the track change controls, this is the record button for Device Recording.With

the device set up as above, this can be selected to prime the recording fully.If no device has been set to

record, a pop up will appear alerting that this cannot be used as no devices are ready for

recording.When it is primed successfully, it will turn red to show the change.
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7. Now the track is ready to record the input so simply hitting play will start the recording and you will

notice a new layer being created as the input stream is being received.This will grow as the recording

grows with it.When you have captured all the data you want to record, hitting stop will cease the

recording.All device recordings are saved under this tab and individual tabs are created for each device

that has made a recording.

The recordings that have been made cannot output yet as they need to be set to 'Play' in the mode of

the recorder.

8. Each recording that is made has 3 settings when right clicked on; Disable (Stops outputting the

recording), Reset (Puts the recording back to where it originated if it has been moved or edited) and

Delete (Deletes the recording entirely - THIS CANNOT BE UNDONE)

注意 : Recordings are saved as .rec files and are stored in the object folder under

recordingfiles.These are treated just like any other asset however they are highly reliant on project

specific settings such as sections, cues, notes etc so may not work in other projects.As with any

asset, they will need copying over to other machines in the same network environment (for example

a slave) for them to function correctly.
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式

数字アニメーション用式

エクスプレッションを使用すると、アニメーションのプロパティをより強力に制御できます。この式は、任意の数値アニメー

ションプロパティで使用できます。

警告 : disguiseソフトウェアは、例えば単語の間にスペースがあるレイヤー名を使用した表現に

は対応していません(例：video explosions)。この場合、「video_explosions」に名前を変更す

る必要があります。式には、a-z A-Z 0-9 _のみを含めることができます。

式を設定する

式を設定するには、制御したいプロパティを右クリックします。最小 /最大 /ステップのビューアーが表示され、プロパティ

の限界値やアニメーション中に使用する値のステップを編集できます。最小 /最大 /ステップのプロパティの下には式と

いうフィールドがあり、初期状態ではselfという単語が1つ含まれています。これが式です。
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最も簡単な式はselfです。キーフレーム・シーケンスから取得した値を使用するようにシステムに指示します。しか

し、selfはより複雑な数学の式 (数式 )に組み込むことができ、次のように便利に使用できます ：

self * 2

255 * selfは、アニメーションの値に255を掛けたものです。

式を入力すると、式が正しく理解された場合にプロパティフィールドが緑色に変わります。間違いがある場合は、プ

ロパティ・フィールドが赤くなります。プロパティ・フィールドの上にマウスを移動すると、間違いの内容を示すテキスト・

メッセージが表示されます。

式は、システム内の他のオブジェクトの任意のプロパティを参照できます。例えば、myscreenというスクリーンの位置

のx座標を読み取り、それを2倍する場合、以下のようになります。以下の式を使用します：

screen:myscreen.pos.x * 2

一般に、タイプ( type)の( objectName)というオブジェクトの(プロパティ)にアクセスするには、以下を実行します：

type:objectName.property

対応する数学関数

足し算、引き算、掛け算、割り算だけでなく、標準的な数学関数もサポートしています。以下が含まれます：

sin(x) -角度 xのサイン、xはラジアン単位。

cos(x) -角度xのコサイン、xはラジアン単位。

tan(x) -角度 xの接線、xはラジアン単位。

asin(x) -角度 xの逆サイン、xはラジアン単位。

acos(x) -角度 xの逆サイン、xはラジアン単位。

atan(x) -角度 xの逆サイン、xはラジアン単位。

atan2(y, x) -正のx軸と与えられた x/y座標との間のラジアン単位の角度

exp(x) - xの指数

log(x) - xの自然対数
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log10(x) - xの10進数ロゴ

sqrt(x) - xの平方根

pow(x, y) - xをyの累乗にする

abs(x) -xの絶対値、例：符号を無視する

floor(x) - xを最も近い整数に切り捨てる

ceil(x) - xを最も近い整数に切り上げる

max(x, y) - xとyの最大値を返す

min(x, y) - xとyの最小値を返す

clamp(x, min, max) - xを最小値から最大値の範囲に制限する

radians(x) - xを度数からラジアンへ変換する

degrees(x) - xをラジアンから度へ変換する

また、多数の数学定数も定義されています。これらは人間が読める文字列で、数値の代わりとなる略記として使

用できます。以下の通りです：

pi - PIの値。3.14159265に等しい

e -オイラー数。2.71828183に等しい

モジュール部門

% -二項の余りを求める演算子 (例：5 % 2 == 1)

idiv(x,y) -整数除算 ( idiv(5,2) == 2)

プレフィクス

limit:: -結果をフィールドの最小～最大範囲に制限する

scale:: - 0～1の値を最小～最大の範囲に収まるようにスケーリングする。
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特殊値

self -キーフレーム値(式はこれがデフォルト )。

self.min -このフィールドの最小値

self.max -このフィールドの最大値

Time - トラックタイム(秒)

Uptime - disguise開始からの経過時間 (秒)

Or

"Or"式はLTPベースで動作するため値をキーフレーム化できますが、外部からの制御も可能です(例：self_or_

dmx:1.1)。

これは、Notchエフェクトと相互作用させたいときに便利です。また、タイムラインがキーフレームがあるキューポイント

にジャンプしたときに優先され、それに応じてdmx値が反応する柔軟性も備えています。

step(y,x)は (x >= y) ? 1 : 0になります。

lerp(x,y,s)は (x * (1.0 - s)) + (y * s)で、DMXの有効性 ( 10秒間のタイムアウトでDMXデータを受信し

た)をチェックする式変数です。

valid_dmx:<universe>.<channel> (以前のdmx:<universe>.<channel>のような1ベース)

例：カラーXまたはYに次の式を設定すると、DMXがそのフィールドの制御を引き継ぎます："lerp(self,

dmx:1.3/255, valid_dmx:1.3)"

これは基本的に、入力されるDMXに対してLTPの関係を得るものです。

HTPの場合は、この式 max(self, dmx)を使用します。

DMX
dmx:universe.channel = 8ビットdmx値(アドレスベース1)を読み込み
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dmx16:universe.channel = 16bitのdmx値 (アドレスベース1)を読み込み

DMX 8ビット

dmx:universe.channel

例：

dmx:1.28

対象範囲：0..255

このパラメーターは、現在、ユニバース1のチャンネル28で制御されています。

これでArt-Netエクスプレッションにさらにエクスプレッションを追加できます。これは値を適切なサイズにスケーリングす

るのに重要です。例：

dmx:1.28*0.5

Art-Net入力を有効にするには、まず、DMX 入力 /出力のサブチャプターにあるように、Art-Net入力をdisguiseに設

定してください。

disguiseソフトウェアを設定して、Art-Netを使用してタイムラインとレイヤーのプロパティを制御する方法については、

Artnetでタイムラインを制御する、およびArtnetでレイヤーのプロパティを制御するのサブチャプターをご覧下さい。

DMX16ビット

16ビット版のdmx16:universe.channelもあり、チャンネルとチャンネル+1バイトから16ビット値を生成します。1

バイト目はコースデータ、2バイト目はファインです。結果として0から65535の範囲になります。

オブジェクト

式でdisguiseオブジェクト名を扱う場合、スペースとハイフンはアンダースコアに置き換える必要があります。

例えば「- osc device-1」はosc_device_1となります。
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OSC

レイヤーのパラメータを右クリックし、以下の構文で入力します：

osc:.d3.parameterName.*AValue

ビデオレイヤの明るさを調整する場合は、次のように入力します：

osc:.d3.brightness*255

OSCパスでは、"/"は"・"に置き換えられます。

osc:.some.osc.value - 1つ目のoscデバイスから受信したoscメッセージからfloatを読み込みます。float型のパラメー

タを 1つだけ持つメッセージにのみ対応しています。.some.osc.valueは /some/osc/valueに展開されます。

oscdevice1:.some.osc.value -上記と同じですが、「oscdevice1」という名前のoscdeviceから取得します。デバイ

ス名がoscで始まる場合のみサポートされます。

リリース15以降、disguiseソフトウェアは1つのメッセージに対して複数のOSC引数をサポートしています。これによ

り、XYタッチパッドなどを使って、色Xや色Yの値を制御できます。

書式は osc:d3.address[引数番号 ]です。

式の例：

位置 x：osc:d3.touchpad.xy[0]

位置 y：osc:d3.touchpad.xy[1]

詳しくは、OSCでレイヤーのプロパティを制御するのページをご覧ください。

Midi
mididevice:name.c[4] - midideviceコントロール4からfloat値を取得します。

例えば、bcf2000という名前のMIDIデバイスがあり、合計32個のコントロールを持っているとします。最初のコントロー

ルの値を読み、タイムラインから来るアニメーションの値と掛け合わせたいとします。

正しい式は次のようになります：

self * mididevice:bcf2000.c[0]
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一般に、MIDIデバイス(名前 )のコントロール( i)を読み取るには、次のようになります：

mididevice:name.c[i]

オーディオ

audioline:name.c[lower..upper] -周波数範囲の選択から、最大値を取得します。

式は、AudioAnalyserデバイスを使用して、レイヤーのプロパティを制御するのに使用できます。詳しくは、オーディオ

アナライザーの項目をご覧ください。

あるレイヤーを別のレイヤーにリンクさせる方法

任意の数値プロパティの表現テキストフィールドに移動して、次のように入力します。

モジュール：NameOfModule.brightness*0.5と入力します。

この式は、NameOfModuleという他のレイヤーの明るさの値を取り、0.5を掛けたものになります。

注意 : レイヤー名を式で使用する場合、レイヤー名にスペースを入れてはいけません。これは、茶色の

式フィールドでマークされた構文エラーを生成します。

Altを押しながら、あるレイヤパラメータから別のレイヤパラメータへ矢印をドラッグすると、式を自動作成できます。ま

た、Ctrlを押しながら、複数のレイヤやキーフレームエディタを開くことができます。

式の中の条件演算子

式を扱う場合、様々な条件に基づいて異なる式を実行することが望ましい場合がよくあります。

例：if(condition、<true>、<false>)
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対応する演算子：

not !

less <

greater >

not_equal !=

less_equal <=

greater_equal >=

equal_equal ==

対応する定数

"e"

"true"

"false"

"if"

"and"

"or"

例：if(module:video.brightness >= 0.9, 1.0, 0.5)
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出力フィードの概要

出力フィードレベルには、フィードシーンシーンがあります。

フィードシーンは、ステージレベルのスクリーンから物理的な出力ヘッドにコンテンツをコピーして配置する方法を制御

します。

ステージレベルの画面から配置されたコンテンツを、フィードレベルのフィードシーンを使ってコピーする概念図

フィードシーンには、フィードレクタングルのリストが含まれています。各フィードレクタングルは、スクリーンからどのようにコ

ンテンツが転送されるか、そしてそのコンテンツが出力ヘッドのどこに到達するかを指定します。スクリーンのコンテンツは

ステージからコピーされ、出力ヘッドの最終的な位置に移動、クロップ、スケーリング、ローテーションされます。

各フィードシーンは、各スクリーンに対して複数のフィードレクタングルを含まれる場合があるため、コンテンツを小さなセ

クションに分割し、必要に応じてそれらを再配置することが可能です。詳しくは以下のセクションをご覧ください。
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フィードムービーのレンダリング

disguiseソフトウェアは、従来のメディアサーバーを使ってメディアを再生する際に、出力をフィードムービーにレンダリン

グして使用できます。詳しくは、ビデオのレンダリングの章をご覧ください。
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フィードレベルの表示

現在のフィードシーンを確認するには、ダッシュボードのフィードを左クリックします。これにより、ステージビジュアライザー

がフィードビジュアライザービューに切り替わります。

フィードレベルは以下の2つのセクションに分かれています:白い水平線で区切られたスクリーンセクションとフィー

ドシーン

ディスプレイは2つのセクションに分かれており、太い白い水平線で区切られ、その線の上にある現ステージのスクリーン

長方形と、線の下にある物理的な出力が分離されています。
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スクリーンセクション

線の上に、ステージのスクリーンの簡略図が表示されます。各画面は、その内容を含む長方形で表現されていま

す。スクリーンのセクションで、スクリーンの長方形は、長方形がコンテンツをコピーするスクリーンの領域を表します。

フィードシーン

白い線の下には、マシン上の各出力ヘッド、またはDesignerなどを使用している場合は仮想マシンの仮想ビューが

表示されます。この線の下のフィードシーンでは、緑色の長方形が出力ディスプレイのコンテンツをコピーする領域を

表しています。

各フィードの長方形は、両方のセクションで表示されます。

フィードセクションは、一連の異なる表示で構成されています。

GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)
GUIは常にフィードシーンの最初のディスプレイを表すため、フィードシーンの一番左の出力ディスプレイとして視覚的

に表わされます。GUI表示にフィード長方形を1つ(または複数 )追加すると、GUIを出力表示として使用することも

できます。
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ディスプレイ /バーチャルディスプレイ

ディスプレイは常にFフィードシーンの2つ目以上のディスプレイを表すため、フィードシーンの一番右側にある出力ディ

スプレイとして視覚的に表わされます。disguiseソフトウェアは、接続されているマシンのグラフィック機能を自動検出

し、その情報に基づいて出力ヘッドを作成します。
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フィードレベルのナビゲーション

ビューポイントのパンニング

マウスのスクロールホイールを押しながらドラッグします。

タブキーを押しながら、マウスを左右上下に動かします。

注意 : この操作は、フィードレベルにフォーカスがある場合にのみ有効です。

ズームイン／アウト

オプション 1

マウスホイールを上下にスクロールすると、ズームイン／アウトができます。
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オプション 2

マウスの右ボタンを押しながらマウスを下にドラッグすると、ズームインします。

マウスの右ボタンを押したまま、上にドラッグすると、ズームアウトします。

その他のオプション

1を押すと、1:1のズームレベルになります(モニター上の各ピクセルが実際の出力ヘッド上の1ピクセルに相

当 )。

Fを押すと、選択した矩形にフォーカスします。

Aを押すと、すべての画面と出力ヘッドが表示されます。

ディスプレイヘッドの切り替え

1. Alt-Fを押すと、ディスプレイヘッドのフィード矩形がピクセル単位で表示されます。

2. Alt-Fを繰り返し押すと、各ディスプレイヘッドがピクセル単位のフルスクリーンモードに時系列で切り替わり

ます。出力ディスプレイのピクセルパーフェクトなスクリーンショットを作成したい場合に非常に便利です。これ

を行うには、まず出力表示に切り替えて、Alt-X をクリックします。また、位置とピクセルの寸法データを表と

してエクスポートすることもできます(エクセルなどで読め取り可能)。詳細については、フィードレクタングル

エディター のサブチャプターの「テーブルとしてエクスポート」セクションまでスクロールしてください。

注意 : これらは、フィードレベルにマウスフォーカスがある場合にのみ動作します。つまり、背景をクリックし

てからでないと機能しません。
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フィードレクタングルの選択

レクタングルの選択

レクタングルを左クリックすると、そのレクタングルが選択されます。続けてクリックすると、さらに複数のレクタン

グルが重なって表示される場合があります。

フィードレクタングルの選択

一度に複数のフィード・レクタンギュラーを使って作業することは、非常によくあることです。レクタングルを複

数選択するには、左マウスボタンを押しながらドラッグします。

レクタングルの切り替え

Ctrl -を押しながらフィードレクタングルをクリックすると、その選択範囲が切り替わり、隣り合っていない領域に

も選択範囲を広げることができます。
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Selecting Feed rectangles

There are three techniques for selecting rectangles:

Uncovering rectangles

Left click a rectangle to selects one rectangle.When you continue clicking, you uncover more

rectangles that share the same position but are hidden behind another rectangle.

Selecting multiple rectangles

Working with more than one Feed rectangle at a time is very common.Left clicking and dragging the

mouse will selects all rectangles which touch the area dragged over by the mouse.

Toggling through rectangles

Ctrl -clicking Feed rectangles toggles their selection, allowing you to extend the selection across areas

which are not next to one another.
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スクリーン用フィードレクタングルの追加

警告 : GUIで5分ごとにフィードレクタングルが青く点滅します。GUIヘッドが許可されていない出

力として使用されるのを防ぐためです。青色の点滅は出力には表示されません。

この画像は、ステージビジュアライザーのスクリーンを示しています。

1. 状態エディタ(画面上部のバー)のフィード を左クリックします。これでStageレベルとフィードレベルが切り替わ

ります。スクリーンセクション(フィードレベルの上半分 )には、タイプに応じてスクリーンまたはバーチャルプロジェ

クター出力の簡略化されたビューが表示されるようになりました。
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ステージレベルの画面は、スクリーンセクション(フィードレベルの上半分 )に表示されます。

2. フィードレクタングルを作成したいスクリーンを右クリックします。フィードレクタングルメニューが表示されます。

3. フィードレクタングルの追加を左クリックします。これでフィードレクタングルが作成されます。



1672

フィードレクタングルは、右クリックした画面から出力ヘッド(この例では出力2)までコンテンツをサンプリン

グします。

フィードレクタングルは、右クリックした画面の全体をサンプリングします。フィードレクタングルの出力ヘッド(この

例では出力2)は、コンテンツがコピーされる出力ディスプレイの領域を表しています。

注意 : フィードレクタングルは、Alt+左クリックのショートカットを使って、画面から出力に矢印をドラッグする

ことでも、簡単かつ迅速に作成できます。Altキーを押しながら左クリックし、マウスを左クリックしたまま、ラ

イン上のステージ画面からその下の目的の出力までドラッグするだけです。
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Editing a Feed Rectangle

Editing a feed rectangle

Left-click the Feed rectangle.This will select the Feed rectangle and show a series of controls.
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Quick editing controls for a Feed/sample rectangle, opened by left-clicking a Feed/sample

rectangle

Resize
The square shaped controls enable you to resize a Feed rectangle.

Square shaped controls are used to resize a Feed/sample rectangle

注意 : hold Shift whilst resizing to maintain the rectangles aspect ratio.

Lock
The Lock control locks the current scale factor between the source and destination rectangles.
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Lock control is used to lock the current scale factor between a sample rectangle and a Feed rectangle

Resize while locked
When the Feed rectangle is locked, resizing the Feed rectangle resizes the Sample rectangle and vice versa.

Left-click and drag a square shaped control to resize the Feed rectangle.In this example, we have used

the right middle control to reduce the size of the Feed rectangle.
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Lock control is locked causing the sample rectangle to resize when the Feed rectangle is resized,

and vice versa
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Resize while unlocked
When the Feed rectangle is unlocked, resizing the Feed rectangle does not resize the Sample rectangle and

vice versa.
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Lock control is unlocked causing the sample rectangle to retain its size when the Feed rectangle is

resized, and vice versa

Split
The Scissor control enables you to split a Feed rectangle into smaller Feed rectangles.

Scissor controls are used to split a Feed/sample rectangle into smaller Feed/sample rectangles

1. Left-click and drag the scissor.You will see a dashed white line that represents the line where the

Feed rectangle will be split.
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Splitting a Feed rectangle by click-dragging a Scissor control, the white dashed line represents

where the Feed rectangle will be split

2. Release the left mouse button when you are happy with the position of the splitting line.The Feed

rectangle will now be split into two rectangles.

Mirror
The Mirror control enables you to flip the Sample rectangle or Feed rectangle horizontally or vertically.
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Mirror controls are used to flip a Feed/sample rectangle horizontally or vertically

Left-click a Mirror control to mirror the Sample rectangle or Feed rectangle.In this example, we have

used the top Mirror control to mirror the Feed rectangle horizontally.The left Mirror control will mirror

the Sample rectangle or Feed rectangle vertically.
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Mirroring a selected Feed rectangle, in this example horizontally, by left-clicking the top Mirror

control

Trash can
The Trash can control allows you to delete Sample rectangles or Feed rectangles.
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Trash can control is used to delete Feed/sample rectangles

1. Left-click the Feed rectangle or Sample rectangle you want to delete to open the rectangles controls.

2. Left-click the Trash can icon or hit delete.

Rotate
The Rotate controls enable you to rotate the selected Sample or Feed rectangle(s) by 90 degrees clockwise or

anti-clockwise.
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Rotate controls are used to rotate a Feed/sample rectangle 90 degrees clockwise or anti-clockwise

1. Left-click a Rotate control to rotate the Sample rectangle or Feed rectangle.

Positioning - click and drag

1. Left-click the Feed rectangle to select it.

2. Position your mouse cursor over the middle of the Feed rectangle; arrow heads will appear on the

edges of the cross shaped cursor.
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3. Left-click and drag the Feed rectangle to the desired position.Note how disguise displays the distance

of the Feed rectangle from the top, left and bottom edges of the Display head in 3 separate

boxes.These boxes measure the distance in pixels between the top, left and bottom edges of the

Display head and Feed rectangle.The top left of the Display head starts at 0, 0.
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注意 : zoom in for a finer control over moving the Feed rectangle by clicking and

dragging.Alternatively, read the two other options below.

Positioning - insert coordinates
The top left of the Feed rectangle displays the x and y coordinates of the top left corner of the Feed

rectangle.These coordinates are measured in pixels.
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Inserting x,y coordinates, measured from the top left of the display head, is another method for

repositioning a selected Feed/sample rectangle

注意 : you can also edit the resolution of your Feed rectangle, displayed in the bottom right hand

corner, in exactly the same way as how you edited the Feed rectangles x and y coordinates.

To insert co-ordinates:

1. Left-click the x and y coordinates to highlight their text fields.

2. Type the new coordinates.The Feed rectangle will now move to the new coordinates specified.
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Positioning - nudge

1. Left-click the Feed rectangle to select it.

2. Use the keyboard arrow keys.Each press of the arrow key will nudge the Feed rectangle by 1 pixel.

Background colour

1. Right click the head

2. Select a background colour using the colour picker accessed through the Background Colour

property

3. Feed level options window being used to open the Feed editor, opened by right-clicking the

background of the Feed level

This will open the Feed editor.The Feed editor is explained in the sub-chapter Configuring Feed

scenes.
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Using duplicate multiple
Using duplicate multiple is an effective way of creating lots of Feed rectangles that follow a pattern.

Using duplicate multiple

1. Add a Feed rectangle with a size of 256x192 at the position 0,0 on both the source and the output.

2. Right-click the Feed rectangle.This will open up the Feed rectangle editor .

3. Left-click duplicate multiple in the Feed rectangle editor.
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Duplicate Multiple option is used as a quick method of creating lots of Feed rectangles that follow

a pattern

This will open up a window with the following options:
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Number of duplicates
This is the number of times you want to duplicate the Feed rectangle.

Source offset
This is the offset from the original Feed rectangle in the source that you want to increment.The input is x, y.

Destination offset
This is the offset from the original Feed rectangle in the feed output that you want to increment.The input is x,

y.

1. Set the number of duplicates to 3 to duplicate it 3 times.

2. Set the x coordinate of the source offset and output offset to 256 and the y coordinate to 0.

3. Left-click ok.This will create 3 Feed rectangles at x + 256 (with x being the x coordinate of the previous

Feed rectangle) and at y + 0, placing them directly next to each other.This will create your first row.

4. Select all the feed rectangles in the first row.

5. Set the number of duplicates to 3 to duplicate it 3 times.

6. Set the x coordinate of the source offset and output offset to 0 and the y coordinate to 192.
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7. Left-click ok . This will duplicate each row below the previous row, completing the grid of Feed

rectangles.As you can see, disguiseソフトウェアwill name the feed rectangles sequentially in the order

they are created.
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d3Netの設定とフィード設定

フィードビューは、d3Netの設定とフィードシーンを密接にリンクさせており、ユーザーはマシン名を右クリックするだけで、

d3Netの設定に素早くアクセスし、フィードを割り当てることができます。

それらの設定から、ネットワークに接続された各マシンにフィードを割り当てたり、新しいフィードを作成したりすることが

できます。

d3Netの設定方法については、d3Netの概要 とサブセクションを参照してください。
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出力設定を行う

警告 : フィード設定を適用すると、設定に応じてGUIや出力が数回更新され、完了までに10秒

以上かかる場合があります。処理が完了するまで、しばらくお待ちください!

出力ヘッドの色

r14.3で導入された新しいフィードUIでは、各ヘッドの状態をシンプルな色分けで視覚的に確認することができます。

つまり、ユーザーはヘッドの色を見るだけで、どのディスプレイに注意が必要か、また発生した問題の深刻度を迅速

かつ簡単に特定できるようになりました。

緑 -ヘッドが設定されました

赤 リフレッシュレートが異なります

オレンジ -ヘッドの設定が変更されたので、フィード設定を適用してください。

青 デザイナーマシン

グレー出力が接続されていないか、マシンがありません



1695

フィード設定の適用

解像度やタイミングモードに関連した特定のフィード設定があり、ユーザーはフィード設定を物理的な出力に手動で

適用する必要があります。この設定は、各フィードの左端にあるフィード設定の適用 ボタンを左クリックするだけで

行うことができます。
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出力ヘッドの設定

各出力ヘッドは、その設定メニューを使って設定でき、ユーザーはヘッドの設定をモニターしたり変更したりできます。

ヘッドの設定メニューにアクセスするには、ヘッド名を右クリックするか、ヘッドのカラーボックス内のどこかをクリックしま

す。
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注意 :最適なパフォーマンスを得るためには、すべての出力ヘッドで同一のリフレッシュレートと解像度に

設定し、同期信号がある場合はすべてのヘッドを「ゲンロック」し、同期信号がない場合は「なし/内部」

に設定する必要があります。
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出力ヘッドプロパティ

ヘッド名

各出力ヘッドに特定の名前を入力できます。これらの名前は、非VFCマシンではデフォルトで出力1、2などと設定

され、個々のクワッドVFCヘッドではA、B、C、Dと設定されています。

ポートの状態

各ヘッドの状態を確認できます。問題が発生した場合は、ここに記載されます(上記の「出力ヘッドの色」の項を参

照 )。問題がない場合は「正常」と表示され、ヘッドカラーは緑になります。

カスタム解像度

このフィールドは、カスタム解像度をサポートしているポートに対して、カスタム解像度を設定するために使用します。

注意 :解像度を変更した場合は、フィードシーンの左側にある「フィード設定の適用」ボタンを使って適

用する必要があります。

タイミングモード

タイミングモードをオートとSMPTEに切り替えることができます。

マトリクス入力

マトリクスに接続されている場合、入力を直接ルーティングできます。詳しくは、ダイレクトマトリックスルーティングの

ページを参照してください。
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出力プロパティ

「出力プロパティ」ドロップダウンメニューには、VFC出力に関連するプロパティが含まれています。
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ステータス

出力の設定状態を示し、問題があれば報告します

温度

出力の現在の動作温度を表示します

ハウスシンク

出力がGenlockを検出しているかどうかを表示します

現在の出力

この出力の現在の解像度とリフレッシュレート。

EDIDエミュレーション

この出力のEDIDエミュレーション機能を無効にします。

フィードプロパティ

「フィードプロパティ」ドロップダウンメニューには、主にフィードシーンでのヘッドの表示方法に関する変更が含まれま

す。:
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背景色

このオプションでは、カラーピッカーの色を使って、各ヘッドの背景色を変更できます。接続されたディスプレイに出力

されます。
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ラインナップ背景

出力に背景画像を入れ、フィード・レクタングルを並べることができます。接続されたディスプレイには出力されませ

ん。

マトリクス出力

マトリックスに接続されている場合、出力を直接ルーティングすることができます。詳しくは、ダイレクトマトリックスルー

ティングのページを参照してください。

ライブドット

1つのピクセルを点滅させ、出力が正常に動作していることを視覚的に確認することができます。黒や静止画を出

力するときに便利です。

レイテンシ

各ヘッドのレイテンシーのフレームを追加できるようになります。負の値を設定すると、フレーム遅延が他のすべての

ヘッドに追加されます。
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VFCカードスロットの設定

新しいフィードUIでは、VFCカードのユーザーが、VFCスロット設定メニューを使って個々のカードスロットを設定・監視

できるようになりました。

VFCスロットの設定メニューを表示するには、VFCカードの表示名を右クリックするか、出力ヘッドの入った外側のボッ

クス( VFCスロットを表す)をクリックします:
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VFCタイプ:

仮想マシンが接続される前に、使用しているVFCカードの種類を選択することができます。デザイナーのマシンから離

れた場所でショーの作業をするときに便利です。これらの設定は自動検出されるので、マシン接続中に選択する必

要はありません。

ステータス

カードの現在の状態をモニターできます。表示モードの違いや接続の問題などがここに表示されます。問題がなけれ

ば、状態は「正常」と表示されます。

解像度

VFCスロットの全体的な解像度を表示します。この設定は、DPパススルーカードでのみ手動で変更できます。

分割モード :

VFCカードの出力を3分割することができます:

ミラー:スロットに接続されたすべてのスクリーンに、同一のHD出力が繰り返されます。ミラーモードでは、フィードには1

画面しか表示されません。:

クワッド : HD対応の4つの異なるスクリーンにそれぞれのコンテンツが表示されます

クワッド4k: 4枚のHD 「パネル」を1つの4K出力に配置しています。

注意 :スプリットオプションは、Quad DVIまたはSDIカードでのみ利用可能です。
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プロジェクトのリフレッシュレートを設定する

d3のパフォーマンスを最適に保つためには、プロジェクトで設定するリフレッシュレートが本質的に重要です。画像は、

プロジェクトのリフレッシュレート、コンテンツ、タイムライン、disguiseのフレームバッファの関係を示しています。
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プロジェクトのリフレッシュレートを設定する

1. ダッシュボードの左端にあるd3アイコンを右クリックして、ステートエディタを開きます。

2. 状態メニューのオプションを左クリックして、「プロジェクト設定」メニューを開きます。

3. プロジェクトの更新レートを任意の設定にします。

4. フィードビューで「フィード設定の適用」をクリックすると、新しいプロジェクトのリフレッシュレートが適用されま

す。

カスタムプロジェクトのリフレッシュレートを設定する

1. ダッシュボードの左端にあるd3アイコンを右クリックして、ステートメニューを開きます。

2. 状態メニューのオプションを左クリックして、「プロジェクト設定」メニューを開きます。

3. カスタムプロジェクトのリフレッシュレートを任意の設定にして、OKをクリックします。
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4. フィードビューで「フィード設定の適用」をクリックすると、新しいプロジェクトのリフレッシュレートが適用されま

す。
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10bitディスプレイ

disguiseソフトウェアは、10bitディスプレイの10bitコンテンツの再生に対応しています。このトピックでは、10bit出力向

けにdisguiseソフトウェアを設定するための重要な情報を提供します。

要件

1. 10bit出力に対応できるディスプレイを用意する必要があります。

2. 「10bit出力を有効」オプションスイッチを有効にする必要があります。詳細については、高度な機器設定を

ご覧ください。

ワークフロー - gx 2c

1. enable10bitOutputを有効にするのオプションスイッチを有効にしておく必要があります。詳細については、

高度な機器設定をご覧ください。

2. disguiseソフトウェアでは、フィード設定のビット深度を8ビットから10bitに変更します。これはグローバル設定

です。この設定により、レンダラーが10bitで動作するようになります。8ビットディスプレイは通常通り動作しま

す。

3. disguiseソフトウェアを終了します。

4. gx 2cでNvidiaの設定、解像度の設定に進み、ビット深度の設定で適切なディスプレイが10bitモードに設

定されていることを確認してください。DPカードを使用している場合は、10bit RGB 4:4:4ができるようになり

ます。

SDI VFCカードは常に4:2:2にダウンサンプリングされます。

Advanced-machine-settings.htm
Advanced-machine-settings.htm
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HDMIカードを4Kで動作させる場合は、このビデオタイミング計算機などの帯域計算機を使って、必要な

帯域を計算することをお勧めします。

https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator
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5. disguiseソフトウェアを起動すると、10bitモードでの動作になります。

注意 : disguiseソフトウェア内のフィード出力ウィンドウで「フィード設定を適用」を押すと、GPU表示設

定で設定した内容が損なわれるので、押さないでください。

Genlockを使用できますので、Genlockの詳細についてはこちらのリンクをご覧ください。

ワークフロー - vxシリーズ

1. enable10bitOutputを有効にするのオプションスイッチを有効にしておく必要があります。詳細については、

高度な機器設定をご覧ください。

2. disguiseソフトウェアでは、フィード設定のビット深度を8ビットから10bitに変更します。これはグローバル設定

です。この設定により、レンダラーが10bitで動作するようになります。8ビットディスプレイは通常通り動作しま

す。

3. disguiseソフトウェアを終了します。

4. vx 4、vx 2、またはvx 1の場合、AMDの詳細設定、ディスプレイに進み、ビット深度の設定で適切なディス

プレイが10bitモードに設定されていることを確認します。DPカードを使用している場合は、10bitRGB 4:4:4

ができるようになります。

SDI VFCカードは常に4:2:2にダウンサンプリングされます。

HDMIカードを4Kで動作させる場合は、このビデオタイミング計算機などの帯域計算機を使って、必要な

帯域を計算することをお勧めします。

Advanced-machine-settings.htm
https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator
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5. disguiseソフトウェアを起動すると、10bitモードでの動作になります。

注意 : disguiseソフトウェア内のフィード出力ウィンドウで「フィード設定を適用」を押すと、GPU表示設

定で設定した内容が損なわれるので、押さないでください。
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Genlockを使用できますので、Genlockの詳細についてはこちらのリンクをご覧ください。

HDR
disguise内でHDRを有効にするには、以下の手順に従ってください。

10bit( Windows) - Windowsまたはグラフィックスカードでは、HDRを設定しないでください。この作業は不要

です。

「高度な機器設定」で「enable10BitOutput」を設定します。

disguiseソフトウェアで10bitフィード設定を適用します。

再起動します。

出力変換 ( ACES色管理 )またはカラープロファイル(ガンマ色管理 )を適用します。

注意 : disguiseはメタデータを送信しません。出力デバイスがHDRプロファイルと一致するように設

定されていることを確認してください。

InfoFrameはdisguiseソフトウェアによって設定されておらず、スクリーンによって検出されないた

め、HDRディスプレイがHDRプロファイルを強制するように設定する必要があります。

既知の問題

10bit出力は現在、全体の有効化または無効化のみに対応しています。単一のセッションで8bitの機器と

10bitの機器を混在させて実行することはできません。

DVI VFCカードは、10bitのコンテンツまたは入力を実行できないため、10bitモードが有効になっている場合

は正常に動作しません。

HDMI 2.0で4K 50hz/60hzを使用する場合、HDMIで利用可能な帯域幅に対応するために、4:2:2のクロマ

サブサンプリングを使用する必要があります。disguiseソフトウェアでは現在、フィード設定の適用時に4:4:4
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EDIDのみを作成するため、GPUコントロールパネルでこの設定を適用する必要があります。

ディスプレイデバイスによっては、10bitを有効にするために特定のモードに設定する必要が生じる場合があり

ます。このモードは、「ハイパフォーマンスモード」、「ハイカラ―モード」または「トゥルーカラーモード」として知られ

ています。お使いのディスプレイで10bitモードを有効にする方法については、製造業者の仕様をご確認くだ

さい。

10bitワークフローの詳細については、サポートまでお問い合わせください。

mailto:support@disguise.one
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Genlock
ハウスシンクへのロックは、すべてのproおよびgxシリーズ機器の背面にあるGUIポート上のBNC Genlockコネクタから

適用できます。

警告 : disguiseソフトウェアは、VFCスロットの解像度が異なる場合のGenlockには対応してい

ません。Genlockは、すべてのVFCスロットの解像度が同じである必要があります。

disguiseソフトウェアは、BlackBurstとトライレベルのGenlockの両方の信号に対応しています。

Genlockを適用するには、ソフトウェア内で行う方法と、グラフィックスカードドライバー自体で行う方法の2種類があり

ます。

注意 : VFCカードは通常、出力に複数のラインのレイテンシを追加するため、Genlockを設定する際には

これを考慮する必要があります。通常4〜8ライン程度ですが、SDI信号の場合は最大50ラインになる場

合もあります。GenlockはGPUレベルで実行されるため、出力がわずかにGenlockから外れることがあり、

Genlockに戻すには外部のリシンクロナイザーを使用する必要が生じる場合があります。

注意 : Genlock信号からインターレースフィールドを判断することはできませんので、インターレース出力は1

フィールド分の同期が取れていない可能性があります。

警告 : SDI VFCカードをインターレースビデオ信号で使用する場合、VFCカードからの出力信号

が、受信するGenlock信号のフィールドと一致しない可能性があります。この状態を修正するに

は、「フィード設定の適用」を繰り返す必要があります。これにより、VFCカードが再同期され、出

力されるフィールドがリセットされます。GPU Genlockの制限により、VFCカードのフィールド同期

が受診するGenlock信号のフィールド同期と一致するまで、このプロセスを繰り返す必要がありま

す。複数の機器を使用している場合は、すべての機器で同時にこの処理を行い、同じフィール

ドにロックされるようにします。
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disguise内のハウスシンクにロックする

ダッシュボード内の「フィード」を左クリックすると、「フィードビュー」にアクセスできます。

「フィード設定の適用」の下に「ハウスシンクにロック」という項目があります。

このボタンを押すと、機器はハウスシンクにロックするためのプロセスを実行します。

ロックされると、各VFCカードのヘッダーに色のついたアイコンが表示され、そのVFCカードがGenlockされているかがわ

かります。インジケータが緑であれば、機器は正常にロックされています。

注意 :内部ロックの場合は青で表示されます。
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マルチサーバー環境では、ディレクターから他のすべての機器に「ハウスシンクにロック」を適用できます。

ソフトウェアで外部からGenlockを設定する( 4x4、4x2)

Genlockカードの詳細なヘルプについては、Catalyst Control Centerにあるヘルプセンターを参照してください。

Catalyst Control Centerにアクセスして、外部のハウスソースから同期を開始するには、以下の手順に従ってくださ

い。

1. デスクトップで右クリックし、「AMD Fire Pro Control Center」を選択します。

2. 「AMD Fire Pro」タブを開き、「同期」をクリックします。

3. 「ハウスシンク」の「更新」をクリックします。

4. ハウスシンクインジケータが緑になり、使用している正しいGenlock信号が表示されたら、Genlockソースに

ロックしたいディスプレイ( 「タイミングクライアント」の下 )をクリックし、「適用」をクリックします。

選択したディスプレイがGenlockされます。
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5. 選択 (上)とAMD FirePro Control Centerインターフェース(下 )を右クリックします。

外部からのGenlockの設定 ( 2x4pro、gx機器 )

以下のガイドに従って、割り当てられた画像を使用してNVIDIAとのGenlockを完了させてください。
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1. デスクトップ上で右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」を選択します。

2. 「ディスプレイを同期」タブが自動的に開きます。このウィンドウが表示されたら、Genlockしたいディスプレイ

をすべてクリックし、以下のボックスにチェックが入っていることを確認してください。該当するディスプレイをす

べて選択したら、メインディスプレイのハイライト表示に戻り、「サーバー設定」ボタンを選択します。
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3. 「サーバー設定」のポップアップには、現在の同期が表示されます。選択範囲を「内部タイミング」から「外部

ハウスシンク」に変更し、変更を適用してから「OK」を押してください。
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注意 : NVIDIA機器では、正しいステータスを表示するために「更新」ボタンを使用する必要が

あります。
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4. 「サーバー設定」に戻り、「システムトポロジを表示」タブをクリックします。ポップアップで「はい」を選択する

と、以前に行った変更が適用されます。「システムトポロジを表示」ウィンドウで、「外部同期信号」に緑の

チェックが入り、「あり(使用中 ) 」と表示されていれば、Genlockが完了したことになります。
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内部タイミングシンク

Catalyst Control Centerにアクセスして内部タイミングシンクを開始するには、以下の手順に従ってください。

1. デスクトップで右クリックし、「AMD Fire Pro Control Center」を選択します。

2. 「AMD Fire Pro」タブを開き、「同期」をクリックします。

3. 「タイミングサーバー」タブで、最後に表示されたディスプレイを選択します(例えば、この画像では5番を選

択します)。



1725

4. 下のリストで、同期したいすべての画面にチェックを入れます。

5. これで、選択したディスプレイが内部でGenlockされます。

以下の画像を参考に、正しい設定を行ってください。

DMX Transports Overview
DMX Transports allow d3's transport controls to be controlled by external DMX sources, mainly lighting desks.
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DMX移行セットアップ

このサブチャプターは、disguiseソフトウェアで、Art-Netによるタイムラインのコントロールを構成する方法について説明

します。

注意 : GrandMA2ユーザーはダウンロード・ページからプレビルトタイムラインパーソナリティをご利用いただ

けます。

EventTransportDmxオブジェクトの作成

1. 移行メニューで、d3ステータスメニューバーを右クリックします。

2. イベントの移行タブの下で +アイコンをクリックし、新規EventTransportDmx オブジェクトを作成します。こ

れによりEventTransportDmxエディタが開きます。

https://download.disguise.one/#resources
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ステートリッスン/コマンドオペレーティング・モード

EventTransportDmxオブジェクトを作成する前に、ステートリッスンと、コマンドオペレーティング・モードの間の違いを

理解することは重要です。

disguiseソフトウェアは、DMXを使用したショーコントロール・プロトコルで、次の2つのオペレーティング・モードを提示

します。

ステートリッスンモード

コマンドモード
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ユニバース( 1ベース)
これはdisguiseソフトウェアがArt-Net・コマンドに応答するユニバースです。

チャネル( 1ベース)
これはdisguiseソフトウェアがArt-Net・コマンドに応答するチャネルです。

パーソナリティセクション

コマンドチャネル( 1ベース)
コマンドオペレーティング・モードのみ

これはdisguiseソフトウェアがコマンドに応答するチャネルです。このチャネルに送信された値が、コマンド範囲セクショ

ンで定義された範囲内にあり、かつトリガー・チャネルが255にセットされている場合、disguiseではこのコマンドが実

行されます。例えば、既定の設定で次のセクション・コマンドをトリガーするには、次のセクション欄で定義された範

囲内の値を送信し、かつトリガー・チャネルに対する値｢255｣を送信します。

パラメーターチャネル( 1ベース)
コマンドオペレーティング・モードのみ

トラックで選択したコマンドが出力される場合、このパラメーターが使用されます。これはどのトラックを選択するかを

定義します。

トリガーチャネル( 1ベース)
コマンドオペレーティング・モードのみ

これはdisguiseがトリガーに応答するチャネルです。値が255である場合、トリガーは、コマンドチャネルがセットされた

コマンドをトリガーします。

再生モード

これは、キューにジャンプする場合の再生モードです。

再生ステータス( 1ベース)
ステートリッスンモード
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これはdisguiseが再生ステータス変更の指示に応答するチャネルです。

輝度チャネル( 1ベース)
これはdisguiseがマスター輝度変更の指示に応答するチャネルです。

キューXXの番号( 1ベース)
コマンド・オペレーティング・モードの場合、このチャネルに送信された値は、go to cueコマンドのキューxxの番号を

セットします。ステートリッスンモードで disguiseは、送信される値が変更された場合、自動的にキューにジャンプしま

す。

キューYYの番号( 1ベース)
コマンド・オペレーティング・モードの場合、このチャネルに送信された値は、go to cueコマンドのキューyyの番号を

セットします。ステートリッスンモードで disguiseは、送信される値が変更された場合、自動的にキューにジャンプしま

す。

キューZZの番号 ( 1ベース)
コマンド・オペレーティング・モードの場合、このチャネルに送信された値は、go to cueコマンドのキューzzの番号を

セットします。ステートリッスンモードで disguiseは、送信される値が変更された場合、自動的にキューにジャンプしま

す。

コマンド範囲セクション

コマンドオペレーティング・モードのみ

このセクションはコマンドの範囲を定義します。

ステート範囲セクション

ステートリッスンモードのみ

このセクションはプレー・ステータス・チャネルの範囲を定義します。

動作セクション

キューは

このオプションは、キューが現在のトラックに対して一括か、ローカルかを定義します。
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一括 (すべてのトラック)の場合、disguiseは、現在のトラック上にないキューにジャンプする場合、トラックを変更しま

す。これは、キュー・タグがすべてのトラックで一意である必要があることを意味します。

ローカル(現在のトラック)にセットされた場合、disguiseは現在のトラック上のキューにのみジャンプします。これは、

キュー・タグが多数のトラックに関して一意である必要がないことを意味します。

ステートリッスンモード

ステートリッスンモードでは、disguiseは様々なチャネルの状態を確認し、応答を決定します。

ステートリッスンモードでは、disguiseは、5つのチャネルを利用してショーをコントロールし、これらのチャネル値の変化

に即座に反応します。ステートリッスンモードで使用される既定のチャネルのリストは、上記のEventTransportDmx 

パーソナリティプロパティで確認できます。これは、プロジェクトで任意のトラックのどの時点のキューにもジャンプでき、

また再生モードをコントロールすることを可能にします。

ほとんどの目的で、ステートリッスンモードは、最も適切な方法です。

注意 : disguiseソフトウェアがDMX経由でプレー・ステータス指示を受けている場合、これは、GUIからコ

マンドを受け取った後にGUI再生ステータス・コントロールを無視し、DMX指示は再度上書きされます。

このパラメーターを0(アイドル)までキューした場合、再生ステータスが維持され、GUIコントロールの上書

きを可能にします。

コマンドモード

コマンドモードでは、2つの(あるいはより多くの)チャネルを利用するコマンドを構築し、トリガー・チャネル(255までスパ

イク)を使用してコマンドを送信します。

このモードでコマンドを実行するためには2つの操作が必要です:

様々なチャネルを設定値に設定することでコマンドを構築します

トリガー・チャネルを使用して、コマンドを出力します
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注意 : トリガー・チャネルを255までスパイクすることで、コマンドがトリガーされた場合、トリガー・チャネル

は、次のコマンドをトリガーする前に0に戻ります。

この唯一の例外は輝度チャネルで、輝度チャネルは、チャネル値と常に一致します。

ここまでで、ステートリッスンとコマンドモードの間の違いを理解しました。ここから、Art-Netでタイムラインのコントロー

ルを始める最初のステップに進むことができます。
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Switching tracks with DMX

Switching tracks with DMX

1. Open the Track editor by right-clicking the titlebar of the Track Player.

2. Open the track-select section by left-clicking the tab.

3. Enter a value into the track ID text field (this value should be programmed into the lighting desk).

注意 : in disguiseソフトウェア the track ID should be written in decimal format.
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Track ID property of the Track editor is used to assign a note number to the current track, this

number can then be programmed into the lighting desk

4. Set the parameter channel value within the EventTransportDmx object editor to match the track

ID value.

5. Set the command channel value within the EventTransportDmx object object editor to within 81...90

(default).

6. Execute the trigger (with a value move from 0 to 255).

For more information on the Track editor please see The track editor page.
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Triggering cues with DMX

The format for Art-Net, OSC and MSC cues is xx.yy.zz.(e.g. 3.1.1) and is communicated via three channels.

In State Listen mode, disguise constantly monitors the three cue channels.If a change in any of the three

channels is detected, it will attempt to go to the specified cue on the Timeline within disguiseソフトウェア.These

cues can be set at any Timeline point in any track.

How to create a DMX cue
For this example we are going to use the DMX cue 1.1.3.

1. Right-click on the bar you want to jump to and create a CUE tag.

2. Type in the DMX cue number using the CUE tag format ( xx.yy.zz )into the tag text field.
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To jump to this cue the DMX channels have be set to:

Channel 5 = 1

Channel 6 = 1

Channel 7 = 3

注意 : If disguise cannot find the specified cue, it will simply ignore the cue and not jump to any

point.Cues can be in any position on the Timeline and on any track.

Midi Transports Overview
Delete this text and replace it with your own content.



1737

Mixing MIDI cue types

Timecode cue, MIDI note cue and Show Control cue being used simultaneously on the Timeline

In many shows, it is necessary to use different types of synchronisation at different times.For example, one

song may require MIDI timecode ( MTC ) chase, another may need MIDI Show Control ( MSC ) cues, and a third

one may require midi-note cueing.

To enable this, disguiseallows MIDI note and MSC commands to override its default timecode chasing

behaviour.If d3 receives a MIDI note or MSC command while chasing timecode, it will immediately obey the

command and stop responding to timecode.This mode is known as 'ignore MTC mode.

When disguise goes into this mode, the Controls editor displays the message ignoring MTC below the

timecode readout.

Once d3 is in ignore-MTC mode, it will not respond to timecode unless either the timecode value jumps to a

different position or the timecode stops and restarts.

When in ignore-MTC mode, you can manually return to normal MTC chasing mode by disengaging and re-

engaging (double-click on the engaged button of the Controls editor).

注意 : if you select 'play-to-end-section or loop section play mode for MTC chasing, disguise will go

into ignore- MTC mode if it bumps into a section break while chasing.
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Sending MIDI Timecode

You can configure disguiseソフトウェア to send MIDI timecode (MTC) based on the position of the playhead on

the timeline.This is useful if you want disguise to control the cues of other devices in the show, such as lighting

desks, fireworks etc.To see how to configure MTC output see the MTC layer page.
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Setup MIDI Note
The disguise software can respond to MIDI notes in several ways.You can use MIDI notes to select

different tracks, trigger transport commands (play, stop, next/previous section, etc) or to jump to particular

sections.

Creating a EventTransportMIDI Object

1. Right click the transport button from the dashboard.

2. Click the + icon under the Events Transport section and create a new Event TransportMIDI object.The

EventTransportMIDI editor will open.

3. Make sure to press the engage button to enable the MIDI note input.
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EventTransportMIDI Editor

MIDI Device
The MIDI device to use.You may need to download and install the driver for the MIDI device.Make sure that no

other MIDI utilities (such as MIDIOX)  are open while inputting to d3 as they may conflict with d3.

Input Channel (1 - 16)
Which MIDI channel to listen on.

Next-Cue
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the next cue.

http://www.midiox.com/
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Play to End of Section
The MIDI note, in decimal, to use to set the play mode to play to end of section.

Stop
The MIDI note, in decimal, to use to set the play mode to stop.

Prev
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the previous section.

Next
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the next secton.

Return to Start
The MIDI note, in decimal, to use to return to the first bar of the current track.

On MIDI Note Jump
Defines what play mode to be in when jumping to a MIDI cue tag on the timeline.

Behaviour
This option defines where cues are global or local to the current track.When set to global (all tracks), disguise

will change track if jumping to a cue that is not on the current trac.This means that all cue tags need to be

unique over multiple .When set to local (current track), disguise will only jump to cues on the current

track.This means cue tags do not need to be unique over multiple tracks

Issuing transport commands based on MIDI notes
You can use MIDI notes to issue transport commands (effectively hitting the play, play-to-end-section buttons

via MIDI notes).

Open up the midi control editor of the EventTransportMIDI editor and type in the note number (in

decimal format) into the box next to the command you want to control.If the value of these numbers is

0, no note is assigned.
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When executing a command from the MIDI device the corresponding property will flash in cyan.

The MIDI property will flash in cyan as soon as disguise receives the command from the MIDI device.

Please note: You can tag cues in the track as 'channel.note' if they are channel specific, and just 'note' to listen

to all channels being sent.

注意 : You can tag cues in the track as "channel.note" if they are channel specific, and just "note"

to listen to all channels being sent.

注意 : midi next-cue is a composite command.If disguiseソフトウェア is stopped, midi next-cue

will press the play to end section button; if disguiseソフトウェアis playing, it will press the next

section button.This allows you to use a single command to start tracks and to hit cues.

Tagging a specific section with a specific MIDI note
You can also tag any bar of any track with a specific MIDI note by editing the tag on that bar.To do this:
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Go to the bar, right-click the bar or press Ctrl-T , then type into the Tag text box the note number and

any other label text you like in the note box.When disguiseソフトウェア receives that MIDI note, it will

jump to that section.

For example, the following notes tag 'section 1' with MIDI note 53 and 'section 2 ' with MIDI note 54.
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Setup MIDI Show Control

The disguise software can be set up to respond to MIDI Show Control ( MSC ) cues, usually issued by a lighting

desk.Cue numbers are usually written as x.y.z, where x, y and z are integers.This allows for new cues to be

easily inserted between existing cues.For example, if you have cues 1 and 2, you can insert a cue between

them by numbering it 1.5, and so on.

You do not need to take any special action in order to set up MSC cue triggers.You only need to set up the

incoming MIDI device using the EventTransportMSC object.

Creating the EventTransportMSC

1. Open the transport editor from the dashboard by right clicking the transport button.

2. Click the + icon under event transports and create a new EventTransportMSC object.
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EventTransportMSC Editor
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Midi Device
The midi device used for MSC.

On Section-Jump
What play mode to be in when jumping.

MSC Device Filter
When set to Use Device ID, d3 will filter out incoming MSC commands that are only for this device.

When set to All-Call, d3 will listen to all incoming MSC commands regardless of the device ID

MSC Device ID
Specifc the Device ID of the recieving MIDI Transport.

Cues Are
This option defines where cues are global or local to the current track.

When set to global (all tracks), d3 will change track if jumping to a cue that is not on the current track.This

means that all cue tags need to be unique over multiple tracks.

When set to local (current track), d3 will only jump to cues on the current track.This means cue tags do not

need to be unique over multiple tracks

Jumping to cues using MSC
To jump to cues

To mark a section of a track with a midi cue number, go to that section and right click to bring up the

options.Under Tag type, right click and set the cue type to CUE.Then simply type in the cue number

you'd like into the Tag field and hit OK.You can add a note to this cue by filling in the Note field and

hitting OK.

For example, the following note sets up cue 1 to be start.
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Marking Midi Show Control cue points (CueNumber: MyCueLabel) on a track
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Troubleshooting MIDI

Proving MIDI Input
MIDIOX is a multipurpose MIDI toolkit and is very useful for troubleshooting any MIDI related problems.You can

check the MIDI input coming from an external source by doing the following.

1. Open up MIDIOX, and select Options > MIDI Devices.

2. Left-click on you MIDI input.Click OK.

http://www.midiox.com/
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If there is a MIDI signal coming into the selected port you will see the data in the MIDI monitor window.
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OSC

OSCアプリケーション

iOSではさまざまなアプリケーションでOSCコマンドを送信できます。disguiseで使用する2つのアプリケーションは、

LemurのLiineとhexler.netのTouchOSCです。

TouchOSCとLemurのレイアウトの例をダウンロードするには disguiseウェブサイトのOSCダウンロードのページをご

利用ください。

注意 : TouchOSCアプリケーション内のスライダは、0～1の間のフロート値としてセットされています。

OscDevicesの作成

OscDeviceは、その他あらゆるデバイス・タイプと同じ方法で作成できます。先ほどのサブチャプターデバイスの作成

でデバイスを作成し、また異なるデバイス・タイプのメニューからOscDeviceを選択する詳細な手順を参照できま

す。またはデフォルトではd3がosc 1と呼ばれるOscDeviceを含んでいます。これはデバイス・マネージャーから選択で

きます。

OSCDeviceプロパティ

sendIPAddress
このプロパティは、送信されるコマンドの機器 /デバイスのIP値を指定します。

sendPort
このプロパティは、送信されるコマンドの機器 /デバイスのポート番号を指定します。

https://download.disguise.one/#resources
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receivePort
このプロパティは、受信コマンドのポート番号を指定します。

IPアドレス設定についての詳細は、サブチャプターWindows設定を参照します。

OSC移行コントロール

OSC式をタイムラインで使用する方法については、OSC移行コントロールページを参照します。

OSCによるレイヤープロパティのコントロール

OSC式を使用したレイヤープロパティのコントロールに関する情報は、OSC式を使用したレイヤープロパティのコント

ロールページを参照します。
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OSC templates
Disguise have made two OSC templates available for the iOS applications; TouchOSC and Lemur.

To use the template layout first download the TouchOSC or Lemur from iTunes.

Please see the Lemur support page and TouchOSC support page for how the install the interface.

Download our pre-made Lemur OSC template.

Download our pre-made Touch OSC template.

http://hexler.net/software/touchosc
http://liine.net/en/products/lemur/
https://itunes.apple.com/app/touchosc/id288120394?mt=8
http://liine.net/en/support/lemur
http://hexler.net/docs/touchosc-configuration-layout-load-and-remove
http://www.disguise.one/media/2484/d3_lemur_osc_layoutjzml.zip
https://www.disguise.one/media/1749/d3_touchosc_q32015.zip
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OSCシンタックスライブラリ

このセクションはOSCでコントロールできるdisguiseソフトウェアオブジェクトをリストします。また、各オブジェクトをOSC

でコントロールするために必要な文字列と引数の概要を示します。

注意 : これらのメッセージは、シンプルな既定のエントリーです。これらは、OSC移行エディターからの設定

が可能です。

入力メッセージ

デバイス放送OSCから、次のアドレスおよび引数を使用してdisguiseソフトウェアをコントロールするメッセージを送

信することができます。

再生

プレイヘッドの再生を設定します。

アドレス: /d3/showcontrol/play

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。

セクションの終わりまで再生

プレイヘッドをセクションの終了まで再生するよう設定します。

アドレス: /d3/showcontrol/playsection

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。

ループセクション

プレイヘッドをプレーおよびループ・セクションにセットします。
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アドレス: /d3/showcontrol/loop

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。

停止

現在のトラックを停止します。

アドレス: /d3/showcontrol/stop

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。

前のセクション

プレイヘッドを前のセクションにジャンプさせます。

アドレス: /d3/showcontrol/previoussection

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。

次のセクション

プレイヘッドを次のセクションにジャンプするようセットします。

アドレス: /d3/showcontrol/nextsection

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。

最初に戻る

プレイヘッドを現在のトラックの最初のバーに戻します。

アドレス: /d3/showcontrol/returntostart

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。

前のトラック

プレイヘッドを前のトラックにジャンプするようセットします。

アドレス: /d3/showcontrol/previoustrack

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。
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次のトラック

プレイヘッドを次のトラックにジャンプするようセットします。

アドレス: /d3/showcontrol/nexttrack

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。

キュー

プレイヘッドを特定のキューにジャンプするようセットします。

アドレス: /d3/showcontrol/cue

引数 :0.0と1.0の間のフロートを備えたメッセージ、あるいは整数値に応答します。

詳細はOSCでキューをトリガーするページを参照してください。

フロートキュー

フロートキューはキューの特殊なバリエーションです。複数の引数を送信できないプログラムからフロートを受信できま

す。

アドレス: /d3/showcontrol/floatcue

注意 : フロートキューを使用する場合、キューは100分の1の桁に丸めます(IE: 1.1は1.10です)

詳細はOSCでキューをトリガーするページを参照してください。

キューの再生モード

指定されたキューがトリガーされた場合の再生モードをセットします。

次のオプションが利用可能です:

変更なし

停止

再生
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セクションの終わりまで再生

セクションをループ

フェードアップ

マスター輝度をフェードアップするようセットします。

アドレス: /d3/showcontrol/fadeup

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。

フェードダウン

マスター輝度をフェードダウンするようセットします。

アドレス: /d3/showcontrol/fadedown

引数 :引数を持たないメッセージ、1.0の値のフロートあるいはその他任意のデータに応答します。

ボリューム

マスターボリュームをセットします。

アドレス: /d3/showcontrol/volume

引数 :0.0と1.0の間のフロートを備えたメッセージに応答します。

輝度

マスター輝度をセットします。

アドレス: /d3/showcontrol/brightness

引数 :0.0と1.0の間のフロートを備えたメッセージに応答します。

出力メッセージ

d3はOSCデバイスに対して、次の文字列および引数を使用して、OSCメッセージを配信します。
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ハートビート

各フレームのオン/オフハートビート信号を送信します。

アドレス: /d3/showcontrol/heartbeat

引数 :0.0と1.0の間のフロートを備えたメッセージを送信します。

トラック位置

現在のトラックのタイムコード位置の文字列を送信します。

アドレス: /d3/showcontrol/trackposition

トラック名

現在のトラック名の文字列を送信します。

アドレス: /d3/showcontrol/trackname

現在のセクション名

現在のセクション名を含む文字列を送信します。

アドレス: /d3/showcontrol/currentsectionname

次のセクション名

次のセクション名を含む文字列を送信します。

アドレス: /d3/showcontrol/nextsectionname

セクションに関するヒント

アドレス/d3/showcontrol/sectionhint

現在のセクションのキュータグ、ノートおよび経過時間、今後公開されるセクションのタグ、ノート、およびそのセクショ

ンまで残りの時間を出力します。

ボリューム

マスターボリュームを表わす文字列を送信します。
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アドレス: /d3/showcontrol/volume

引数 :0.0と1.0の間のフロートを備えたメッセージを送信します。

輝度

マスター輝度を表わす文字列を送信します。

アドレス: /d3/showcontrol/brightness

引数 :0.0と1.0の間のフロートを備えたメッセージを送信します。

BPM
現在のトラックBPMを表わす文字列を送信します。

アドレス: /d3/showcontrol/bpm

引数 :整数値を送信します。

フィードバックモード

disguiseソフトウェア出力メッセージの方法を変更します。

差分のみ送信 :変更された値のメッセージのみを出力します(ハートビートはすべてのフレームを送信しま

す)。このモードはワイヤレス・ネットワークでは不安定になるおそれがあることに注意します。

常に送信 -出力メッセージで全フレームをすべて送信します。このモードは安定していますが、ネットワークト

ラフィックはやや増加します。

送信しない -出力メッセージを送信しません。
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OSC移行のセットアップ

OSC移行コントロールを使用するには、下記に述べられたステップに従ってください。タイムラインの特定区間へジャン

プする場合は、タイムラインに特定のキュー・シンタックスでタグを付ける必要がありますのでご注意ください。

ステップ1: OSCデバイス作成

OscDeviceは、その他あらゆるデバイス・タイプと同じ方法で作成できます。前のサブチャプターデバイスの作成で、

デバイスを作成し、異なるデバイスタイプのメニューからOscDeviceを選択する詳細な手順を参照できます。または

デフォルトではd3がosc 1と呼ばれるOscDeviceを含んでいます。これはデバイス・マネージャーから選択できます。

ステップ2:OSC移行制御イベントを作成

1. 移行を右クリックします。

これで移行コントロールダイアログが開きます。
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2. +ボタンを左クリックします。

3. 新規イベントの移行を作成します。

4. 移行リストから、EventTransportOSCを選択します。
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ステップ3: OSCコントロールを構成します。

新しいOSCイベント移行ダイアログが開きます。ステップ1で作成したOSCデバイスを忘れずに選択します。
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ステップ4: OSC移行コントロールのエンゲージ

OSC移行コントロールをエンゲージするには、移行ウィンドウのエンゲージ解除を左クリックします。

ボタンは緑に明滅し、すべての移行コントロールがエンゲージされたことを示します。

注意 : disguiseでの変更を、使用しているOSCアプリケーションに適用する場合、フィードバックモードを

｢常時送信｣または｢変更分のみ送信｣に設定します。
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OSCでキューをトリガーする

タイムライン上のトラックはそれぞれにキューを割り当てることができます。その後、OSCメッセージをトリガーできます。

ステップ 1
OSCでトラックバーをトリガーするには、最初にdisguiseソフトウェアがOSCデバイスおよびOSC移行でセットアップさ

れていることを確認します。disguiseのOSCセットアップの詳細は、OSCコントロール構成ページを参照してください。

ステップ 2
下の例に従ってOSCインタフェースを作成します。こちらからダウンロードできます。これはTouchOSC内で作成され

ていますが、Lemurをはじめ、OSC送信が適したアプリケーションすべてに対応します。

注意 : TouchOSCインタフェースを開くには、最初にTouchOSCを起動し、アプリケーションの内部からレ

イアウトを開きます。

https://s3.amazonaws.com/d3-downloads-centre-content/Cue+test.touchosc
http://hexler.net/software/touchosc
https://liine.net/en/products/lemur/
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上記のOSCレイアウトは、文字列と引数を割り当てた三つのボタンを示しています。

文字列 : d3/showcontrol/

引数 :ボタン1は、フロート値が0から1までのメッセージを送信します。ボタン2は、フロート値が0から2のメッセージを送

信します(下に表示されたとおり)。またボタン3は、フロート値が0から3までのメッセージを送信します。
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ボタン2に、値0と2が引数として割り当てられている場合のTouchOSCレイアウト。

警告 :ボタンを放すと、TouchOSCが0のキュー値を送信するため、disguiseは、トラック上の

キュー0にジャンプします。これはTouchOSCの成約であり、迂回手段として、キュー0をトラック

に割り当てておくことができます

ステップ 3
タイムラインを、OSCメッセージを受信するようセットアップします。受信する引数と一致するフォーマットで、トラックに

キューを割り当てます。下記の例では、トラックには、各々異なる引数に対応する3つのキューが割り当てられていま

す。
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CUE 1は、単一の引数値1を送信するOSCメッセージによってトリガーされます。

CUE 2は、単一の引数値2を送信するOSCメッセージによってトリガーされます。

CUE 3は、単一の引数値3を送信するOSCメッセージによってトリガーされます。

タイムラインのトラックに割り当てられたキューには3つの異なるフォーマットがあり、それぞれ3つの異なる受信OSCメッセージを受け取るために使
用されます。

注意 :キューx.yおよびx.y.zは、サポートされるOSCシステムから二つあるいは三つの引数の送信により

トリガーできます。

ETC Eos OSCキューのトリガー

/d3/showcontrol/cue=%3,%4 文字列を使用します

これは、整数および浮動小数点のすべてのキューのOSCメッセージを送信します。したがって、Eosでのキュー1.1

は、disguiseではキュー1.1をトリガーします。

注意 : disguiseソフトウェアではキューを｢xx.xx｣ではなく｢xx.yy｣として理解します。これは、数字の前に

あるゼロが無視され(disguiseソフトウェア内では、キュー1.1、キュー1.01の両方がいずれもキュー1.1と

解釈されます)、最後の小数点のみが考慮されることを意味します。

より多くの粒度の高いコントロールを行う場合は、これは/d3/showcontrol/cue=%2,%3,%4.に変更することが

できます。これは最初の数値をキュー・リストに、第2のキューを整数に、第3を浮動小数点にすることを可能にしま

す。したがって、キューリスト 3キュー4.5の場合、キュー・タグ3.4.5がトリガーされます。
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注意 :引数はEos出力セクションではコンマによって区切られていますが、ピリオド区切りで送信されま

す。

Qlab OSCキューのトリガー

QlabからのOSCメッセージはスペースで区切られ、複数の引数を保持できます。したがってQlabでは、一般的な

OSCキューが作成され、文字列は/d3/showcontrol/cue 7 8 9にセットされ、これはdisguiseソフトウェア内

でキュー7.8.9をトリガーします。

注意 : Qlabメッセージには様々な数の引数がありますが、disguiseソフトウェアは3つ以内のみ受信でき

ます。
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移行概要

本disguiseソフトウェアは、LTC(オーディオ上のタイムコード)あるいはMTC(MIDI上のタイムコード)のいずれかとして外

部SMPTE タイムコードを追跡できます。本ソフトウェアは、MIDIノート、MIDIショーコントロール・キュー、OSCあるいは

Art-Netコマンドの形式の外部キュー・コマンドに対応し、また同じショーで、また複数のキュータイプを組み合わせるこ

とができます。

移行マネージャーは、トラックの受信信号を構成できます。

タグでは、いずれかのタイムコード、あるいは外部デバイスからの「キューに進む」コマンドを受信した場合に、

disguiseがジャンプするトラック上のポイントをマークできます。

OSCコントロールでは、iPad, iPhone、またはその他 OSC対応デバイスで、disguiseタイムラインと、コントロー

ルレイヤープロパティを管理できます。
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移行マネージャー

外部同期は移行マネージャーによって管理されます。

disguiseの移行マネージャーは、外部コマンドによって、デバイス全体にわたってキューをすべて同期した再生コント

ロールを送信できます。移動は、タイムコード、Midiショーコントロール、Midiノート、DMXおよびOSCデバイスからコント

ロールすることができます。移動には、多数のトラックを含めることができます。これらは割り当てられたセットリストに

よって定義されます。

MultiTransportコントローラーでは、複数の移行マネージャーのコントロールを行うことができます。

移行マネージャーを開く
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移行マネージャーを開く:

ダッシュボードで｢移動｣を右クリックします。

移行マネージャーを開くには、｢移動｣を右クリックします

移行マネージャーは外部同期を管理します

移行マネージャーは、移動デバイスがdisguiseに接続された時点で受信した、現在時刻の大フォーマット読出し、

および外部同期のエンゲージとエンゲージ解除に関する情報を提供します。

注意 :外部同期中、移行エディターを、エディターの閉じるボタン Ctrl+ left-clickingによって

固定することが役立つ場合があります。このポイント以降、コントロール・エディターは常に開いた状態に
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維持され、常時状態を確認できます。詳細には、オブジェクト・エディター概要サブチャプターで｢メニュー

ウィンドウ固定｣セクションまでスクロールします。

移行エディタープロパティ

タイムコード読出し

これは、受信時刻信号の現在値を示します(存在する場合のみ)。これは生のクロック値です。例：調整は適用さ

れていません。LTCまたはMIDIタイムコードを追跡する場合、ディスプレイは標準時間 :分 :秒 :フレームを示します。

追跡ステータス

タイムコード読出しの下には、ステータス・メッセージがあります。これは通常空白ですが、現在の追跡シナリオに関

する有用な状況情報を表示します。

エンゲージ/エンゲージ解除

｢エンゲージ/エンゲージ解除｣ボタンは、同期の有効化と無効化を可能にします。エンゲージ解除に設定した場

合、外部制御信号はすべて無視されます。これは特にリハーサルの進行中に、リハーサル状況で編集を実行する

場合有用です。

エンゲージを有効化するには、ボタンを左クリックします;その後、緑に明滅し、｢エンゲージ｣の音声が流れま

す。｢エンゲージ/エンゲージ解除｣ボタンの状態は常時表示されます。これは、ソフトウェアを再起動した場

合、前回と同じ状態で開始されることを意味します。

タイムコード

移行プロパティは、LTCやMTCに同期するために使用されるTimecodeTransportオブジェクトを含んでいます。

disguiseで、LTCのセットアップdisguiseとMTCのセットアップを参照します

注意 : タイムコード移動は、一度に1つのみ有効化されます。

タイムコードはトラックを変更できます

タイムコードを受信した場合、disguiseはタイムライン上のタイムコード・タグを検索し、どこにジャンプするか決定しま

す。このオプションが「イエス」にセットされている場合、disguiseは、現在選択されたトラック箱の中のすべてのトラック
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を検索し、最初に一致したトラックにジャンプします。このオプションに｢ノー｣がセットされている場合、disguiseは現

在選択されたトラック内のみを検索します。

再生モード

これは、タイムコードを追跡する場合disguiseがどのプレー・モードを選択するか指定します-通常再生 (セクション切

れ目を無視する)、セクションの終わりまで再生あるいはループ再生です。プレイヘッドが、｢セクションの終わりまで再

生｣のモードで、セクションの終わりに到達した場合、プレイヘッドはセクションの終わりで一時停止し、「タイムコード

を無視する」モードに切り替わります。タイムコードが再始動されるかあるいは他のところにジャンプするまでこのモード

は継続されます。

時間の損失時

リハーサル状況で、タイムコードの停止は、通常リハーサルの休止を意味します;このシナリオでは、disguiseでは、タ

イムコードが中断されたか停止した場合、再生を止めることが有用です。本番のショーの状況では、時間の損失

は、通常事故 (誰かがケーブルにつまずいた、あるいは、デバイスが故障した)を意味するため、再生を続ける

(「ショーを杖付ける」)ことが推奨されます。このスイッチでは、どの挙動を使用するかを選択します。

ローカル移行&リモート移行

イベントの移行では、disguiseをArt-net、OSC、MSCおよびMIDIノートによって外部的にコントロールできます。

Artnetコントロール、MIDIショーコントロール、MIDIノート・コントロール、OSCコントロールでのタイムラインのコントロー

ルを参照してください。

リモート移行は、移行マネージャーがエンゲージされているd3Netネットワークに常時影響します。これは、一

般にコントロールを実行するLighting Deskあるいはマスターショーコントロールシステム(例えばAlcorn

Mcbride)のような項目です。

ローカル移行は、エディターでの現場制御サーフェス用です。エディターがマスターにロックされている場合の

み、d3Netタイムラインに影響します。

スケジュール

スケジュールは、予定に従ったdisguiseの自動実行を可能にします。予定を参照します。

セットリスト

ユーザー定義リストで、再生用トラックを再整理できます。セットリストを確認してください。
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トレースレベル

オンの場合、disguiseは、コンソールへのイベントの移動をすべて印刷します(ALT-Cで操作可能 )。
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LTCのセットアップ

LTC入力のセットアップ

最初に、LTCソースをハードウェアのサウンドカードに接続します。次に、移行エディターを開きます。｢disguiseタイム

コードを使用する｣で、ソフトウェアでタイムコードを追跡するセットアップを参照します。

1. メイン移行エディターから、新規 timecodetransportオブジェクトを作成し、タイプ TimecodeTransportLtc

を選択します。
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2. 受信LTCに対してタイムラインを従属的に動作させるには、エンゲージを押します。

LTC移行プロパティ

タイムコード読出し

現在の受信タイムコードを表示します。ライン入力端子が選択されていない場合、「有効なクロックがありません」と

報告されます。入力信号がない場合、「クロックが作動していません」と報告されます。

ラインイン

これはLTCで使用するオーディオ入力です。

ソロでは、LTCは、機器後部のマイクロホン・コネクターを通して入力できます。

SMPTEクロックタイプ

クロックタイプ(FPS)、入力LTCの場合オプションは次のとおりです:
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23.976fps

24fps

25fps

29.97fps ドロップフレーム

30fps

調整値 (秒)
受信タイムコードにディレイ(秒単位 )を追加することを可能にします。

ライン入力端子のセットアップ

次のステップは、LTCでに使用するライン入力端子のセットアップです。LTC移行エディターのライン入力端子のプロ

パティを左クリックして、新しいオーディオラインを作成します。これで新しいオーディオラインのオーディオラインエディ

ターが開きます。

オーディオラインエディター
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信号メーター

選択されたiLineからの受信信号のレベルを表示します。デフォルトでは、受信EQレベル(左側が低音、右側が高

音 )のプロットを示します。信号の直接表示に切り替えるには、信号のメーターをクリックします。クリッピングは赤で強

調表示されています。

iLine
これが使用するオーディオ入力です。

ゲイン

受信オーディオ・レベルが低すぎ、信頼できる時刻信号を抽出することができない場合、ゲイン制御を使用して、

信号を増幅することができます。受信オーディオレベルに、この数値を乗じます。しかしながら、ゲインが高すぎる場

合、クリッピングが生じ、時刻検出が不安定になることがありますのでご注意ください。

オーディオラインと受信信号をセットアップしてから、現在時刻参照でタイムコード読出値を更新します。

再生の動作についての注

注意 : クリップが｢モード :ロック｣にセットされており、かつタイムコード・トリガーを含んでいる場合、コンテンツ

は受信タイムコードに対して「ジャム同期」を実行し、タイムコードのセクションから別のセクションにジャンプ

します。

注意 : クリップが｢モード :ノーマル｣にセットされており、かつタイムコード・トリガーを含んでいる場合、コンテ

ンツはタイムコードの時点で再生されますが、タイムコードに対してフリー・ランニングで実行されます。

注意 :現在のセクションのタイムコードにオーバーラップがあり、次に /TCタグがある場合、トリガーは行われ

ません。
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Setup MIDI Beat Clock

MIDI beat-clock chase is particularly useful for shows with electronic music of which the tempo may change

compared to the guide audio in the track.It can also be used in rock shows where the drummer is playing to (or

generating) a click-track.

MIDI beat-clock is effectively a regular metronome.When chasing beat-clock, disguise will match the tempo and

phase of the incoming signal, varying its playback speed accordingly.This is useful for shows that rely on

rhythmic, to-the-beat editing and quantised video playback.MIDI beat-clock carries tempo and phase

information but does not carry song position information.This makes it possible to combine it with manual or

MIDI-based cue and track selection.

Setting MIDI Beat Clock chase

1. Create a new timecode object in the transports editor.

2. Choose TimecodeTransportMidiBeatClock.

3. Make sure to press the engage button to enable the MIDI beat-clock.
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Midi Beat Clock Properties

Clock device
As with MTC chasing, this can be set to the same device as the main MIDI input device or to a different device

if necessary.
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Input lock type
This should be set to beat clock.

Play mode
This selects the play mode that disguise uses when chasing beat-clock it can be normal play, play to end

section, or loop section.

On clock lost
When disguise stops receiving clock beats (or receives a stop command), it can either stop or continue

playing.For rehearsals, you will usually select stop mode, and then switch to keep playing mode during the

live show.

On clock regained
If d3 loses and then regains clock, it can either start from the beginning of the track or continue from where it

currently is in the Timeline.Again, reset to start is the norm for rehearsals, and play from current is the best

response during a live show.

Adjust
As with MTC , the adjust property allows you to delay the video signal relative to the audio.Positive values will

make video events happen earlier, negative values will delay the video in relation to the audio.

MIDI beat-clock track settings
To change the per-track settings, open up the track you want to change, right-click the title bar to open the

Track editor and open up the midi beat-clock tab.
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Midi Beat-Clock properties of the Track Editor are used to change the track tempo and add a beats count

in

Clock divider
When working with quantised guide audio, it can happen that you quantise a track and end up with a different

bpm than the musician has assigned to the track.For example, you might quantise a track to 120 bpm and

then find that the clock signal for that track is coming in at 240 bpm.The clock divider property is useful in such

a situation: the tempo of the incoming clock signal is simply divided by this number.In this example, you

should simply set the clock divider to 2 in order to take the incoming 240-bpm signal and down-step it to 120

bpm, allowing d3 to play back at the correct speed.Similarly, in the opposite case (quantising at 240 bpm, but

then receiving at 120 bpm), you should set the divider to 0.5 (1/2).

Count in
When starting a song, it is usual for the clock to issue a count-in: a number of beats that indicates the start of

the track, but happens before the song starts.For example, if you set count in to 4 beats, disguise will wait four

beats after clock-start before starting to play the track.During count-in, the bpm indicator in the Controls editor

shows the letter c after the beat-count.
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For more information on the other properties contained in the Track editor please see the Editing tracks sub-

chapter.

Jumping during beat-clock chase
When disguise is chasing beat-clock, it will always remain in the correct phase, so that it always stays locked

to the beat.If you issue a transport command (for example jump-to-next-section), d3 will remain locked to the

beat even if you issue the command midway through a beat.For example, if you issue a jump-to-next-section

command when the beat counter is 0.5, d3 will jump to the next section and then jump 0.5 beats forward in the

Timeline.This enables you to move around the track while knowing that disguise will always remain on time.
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Setup MTC

Setting up MTC

1. First connect your MTC source to the MIDI input on your hardware.

2. From the main transport editor, create a new timecodetransport object and select the type

TimecodeTransportMtc.

3. Make sure to press the engage button to enable the timeline to slave to the incoming MTC.
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MTC Properties

Adjust
This option lets you add a delay to the incoming clock signal.This is useful for adjusting for front-of-house

delay in different stage situations.The number, measured in seconds, is added to the time value received; so a

negative number will delay the visuals relative to the audio.

MIDI device
The MIDI device to use for MTC input.

MTC Time Format
The time format of the incoming MTC (fps).Options are;

24fps

25fps

29.97fps drop frame

30fps

Please see the Using Timecode in disguise page for how to setup syncing to timecode.

Timecode-Transports-Overview.htm
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Setup Tap Tempo

The Tap Tempo feature lets the user define a bpm of the active track based on keyboard input.This feature is

usfeul for live operation when you want visuals to match tightly to the beat but where no other timecode input is

available.

How to setup Tap Tempo

1. From the main transport editor, create a new timecodetransport object and select the type

TimecodeTapTempo.

2. Make sure to press the engage button to enable Tap Tempo.
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How to use TapTempo
1. To set a bpm, click the down the INS button as many times as set in the min bpm taps property

described below.If using a MacBook Pro you may need to click Fn+INS to do this.

2. To jump to a specific bar while keeping the current bpm just click on that bar with the mouse.

3. If Chase beat count mode is active and you wish to place the playhead in the very beginning of the

timeline, hold to the DEL key.If using a MacBook Pro you may need to click Fn+Backspace to do

this.This feature is rarely needed.

4. Tapping delete will reset the beat counter to zero.

TapTempo editor

Beat read-out
Displays the total number of beats that has been played.

Bpm read-out
Displays the current bpm based on keyboard input.

Adjust
A value set in seconds that compensates for a potential delay.This values is usually ranging between 0-0.5

sec.This feature is rarely used and will be most likely removed in future releases.
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Mode

Metronome
When Metronome mode is active the bpm will change as to the keyboard input without affecting the position of

the timeline playhead.Metronome mode is set to default and is considered to be and used in most cases of live

operation using TapTempo.

Chase beat count
Chase beat count mode automatically sets the playhead position on the timeline, based of to the total number

of beats and the current bpm.For example, if being in Metronome mode, then switching to Chase beat count

the playhead will automatically jump to a bar.

This feature is rarely used and will be most likely removed in future releases.

Min bpm taps
This value decides how many clicks the user need to input before calculting an average bpm.

Input
The interface for controlling the TapTempo parameters.Currently only keyboard input is supported.
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Timecode Tester

The Timecode Tester is now an available Timecode input option in the Transports Manager.Once the Timecode

Tester is assigned as the input source, a widget will appear allowing you to Start, Stop, Pause and Jump the

timecode tester.It is simply a way of streaming timecode internally.
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タイムコードでキューをトリガーする

トラック上のタイムコード・キュー・ポイントのマーキング

1. トラックを開いて、タイムコードを割り当てるバーの位置に進みます。これは一般に、追跡したい楽曲に対

応する、オーディオ地域の最初のバーになります。トラックが単一の楽曲のみを含む場合、これは通常ト

ラックの最初のバーになっています。トラックが多数の楽曲を含んでいる場合、これは楽曲のオーディオ・セク

ションの最初のバーになります。

最も一般に使用されたシステムでは、各楽曲に異なるタイムコードの開始位置が割り当てられます。例え

ば、楽曲1は、10:00:00:00(10時間0分0秒、0フレーム)で、楽曲2は20:00:00:00などです。必要なトラック

の正しいバーを指定することで、バーに付けられたタグを編集することができます:バーを右クリックするか

Ctrl-T を押し、タグ・タイプTCを選択します。タグタイプを、ポップアップテキストボックスに入力します。
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2. タグフィールドには、disguiseでこのバーから再生し、タイムコードに同期したいタイムコードを入力します。次

のシンタックスhour:minute:second:frame

例00:00:10:00を使用します。

新しいタグは選択されたバーのタイムラインの下に作成されます。

3. 受信タイムコードが01:00:10:00に達すると、トラックはこのタイムコードにロックされ、このバーからトラック

再生が始まります。
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注意 : トラックの最初のバーには、タイムコード・ノートをセットしないようにします。プレロールには少数の

バーを残しておく必要があります。これを行わない場合は、時間通りに再生されない恐れがあります。

トラックごとのディレイ調整

何らかの理由で、トラックごとのディレイを変える必要がある場合は、トラックのタイトルバーを右クリックしてト

ラックエディターを開いてから、タイムコード追跡タブを開き、TC調整 を編集します。このオプションは、選択

されたトラックで、受信した時刻信号のディレイを増やします。これは、さまざまなステージの場面で、異なる

ハウスフロントディレイを調整するために役立ちます。数値は、受信した時間の値に秒単位で追加されます;

したがって、負の数は、オーディオに対するビジュアル映像を遅らせます。

TC調整は、トラック・エディターで、トラックディレイをコントロールするプロパティを調整します。

トラック・エディターについて詳細は、サブチャプタートラック編集を参照します。
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有効なトラックの設定

ショー内に複数のトラックがある場合、disguiseは、受信タイムコードと一致する正確なトラックに自動的にジャンプ

することができます。タイムコードを受信した場合、disguiseはトラック・マネージャー内で、現在選択されたボックス

内のすべてのトラックを検索します。受信タイムコードと一致するトラックが1つを超える場合、disguiseはリスト中の

最初のトラックを選択すします。

使用したいトラックのみを検索するには、セットリストを作成します。セットリストを作成する方法のステップ毎の手順

は、「トラックの作成と管理｣でサブチャプターで｢セットリストを作成する｣セクションまでスクロールします。



1797

Troubleshooting LTC

No audio is coming in through the RME 9362 soundcard (only
applicable on a 4u 2.5 server)

1. Check that the levels on the HDSP mixer are at 0db.

2. Open the start menu and type hdspmix.Open hdspmix.exe.
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3. In the HDSP mixer, check that In 1 and In 2 levels are at 0db.



1799

移行マネージャー

外部同期は移行マネージャーによって管理されます。

disguiseの移行マネージャーは、外部コマンドによって、デバイス全体にわたってキューをすべて同期した再生コント

ロールを送信できます。移動は、タイムコード、Midiショーコントロール、Midiノート、DMXおよびOSCデバイスからコント

ロールすることができます。移動には、多数のトラックを含めることができます。これらは割り当てられたセットリストに

よって定義されます。

MultiTransportコントローラーでは、複数の移行マネージャーのコントロールを行うことができます。
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移行マネージャーを開く

移行マネージャーを開く:

ダッシュボードで｢移動｣を右クリックします。

移行マネージャーを開くには、｢移動｣を右クリックします

移行マネージャーは外部同期を管理します

移行マネージャーは、移動デバイスがdisguiseに接続された時点で受信した、現在時刻の大フォーマット読出し、

および外部同期のエンゲージとエンゲージ解除に関する情報を提供します。
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注意 :外部同期中、移行エディターを、エディターの閉じるボタン Ctrl+ left-clickingによって

固定することが役立つ場合があります。このポイント以降、コントロール・エディターは常に開いた状態に

維持され、常時状態を確認できます。詳細には、オブジェクト・エディター概要サブチャプターで｢メニュー

ウィンドウ固定｣セクションまでスクロールします。

移行エディタープロパティ

タイムコード読出し

これは、受信時刻信号の現在値を示します(存在する場合のみ)。これは生のクロック値です。例：調整は適用さ

れていません。LTCまたはMIDIタイムコードを追跡する場合、ディスプレイは標準時間 :分 :秒 :フレームを示します。

追跡ステータス

タイムコード読出しの下には、ステータス・メッセージがあります。これは通常空白ですが、現在の追跡シナリオに関

する有用な状況情報を表示します。

エンゲージ/エンゲージ解除

｢エンゲージ/エンゲージ解除｣ボタンは、同期の有効化と無効化を可能にします。エンゲージ解除に設定した場

合、外部制御信号はすべて無視されます。これは特にリハーサルの進行中に、リハーサル状況で編集を実行する

場合有用です。

エンゲージを有効化するには、ボタンを左クリックします;その後、緑に明滅し、｢エンゲージ｣の音声が流れま

す。｢エンゲージ/エンゲージ解除｣ボタンの状態は常時表示されます。これは、ソフトウェアを再起動した場

合、前回と同じ状態で開始されることを意味します。

タイムコード

移行プロパティは、LTCやMTCに同期するために使用されるTimecodeTransportオブジェクトを含んでいます。

disguiseで、LTCのセットアップdisguiseとMTCのセットアップを参照します
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注意 : タイムコード移動は、一度に1つのみ有効化されます。

タイムコードはトラックを変更できます

タイムコードを受信した場合、disguiseはタイムライン上のタイムコード・タグを検索し、どこにジャンプするか決定しま

す。このオプションが「イエス」にセットされている場合、disguiseは、現在選択されたトラック箱の中のすべてのトラック

を検索し、最初に一致したトラックにジャンプします。このオプションに｢ノー｣がセットされている場合、disguiseは現

在選択されたトラック内のみを検索します。

再生モード

これは、タイムコードを追跡する場合disguiseがどのプレー・モードを選択するか指定します-通常再生 (セクション切

れ目を無視する)、セクションの終わりまで再生あるいはループ再生です。プレイヘッドが、｢セクションの終わりまで再

生｣のモードで、セクションの終わりに到達した場合、プレイヘッドはセクションの終わりで一時停止し、「タイムコード

を無視する」モードに切り替わります。タイムコードが再始動されるかあるいは他のところにジャンプするまでこのモード

は継続されます。

時間の損失時

リハーサル状況で、タイムコードの停止は、通常リハーサルの休止を意味します;このシナリオでは、disguiseでは、タ

イムコードが中断されたか停止した場合、再生を止めることが有用です。本番のショーの状況では、時間の損失

は、通常事故 (誰かがケーブルにつまずいた、あるいは、デバイスが故障した)を意味するため、再生を続ける

(「ショーを杖付ける」)ことが推奨されます。このスイッチでは、どの挙動を使用するかを選択します。

ローカル移行&リモート移行

イベントの移行では、disguiseをArt-net、OSC、MSCおよびMIDIノートによって外部的にコントロールできます。

Artnetコントロール、MIDIショーコントロール、MIDIノート・コントロール、OSCコントロールでのタイムラインのコントロー

ルを参照してください。
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リモート移行は、移行マネージャーがエンゲージされているd3Netネットワークに常時影響します。これは、一

般にコントロールを実行するLighting Deskあるいはマスターショーコントロールシステム(例えばAlcorn

Mcbride)のような項目です。

ローカル移行は、エディターでの現場制御サーフェス用です。エディターがマスターにロックされている場合の

み、d3Netタイムラインに影響します。

スケジュール

スケジュールは、予定に従ったdisguiseの自動実行を可能にします。予定を参照します。

セットリスト

ユーザー定義リストで、再生用トラックを再整理できます。セットリストを確認してください。

トレースレベル

オンの場合、disguiseは、コンソールへのイベントの移動をすべて印刷します(ALT-Cで操作可能 )。
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MultiTransport

MultiTransportとは？
Multitransportは、プロジェクト内で、一つずつ順番にではなく同時に多数のトラックの管理を可能にします。

Multitransportは、多数の移行マネージャーから構成されます。移動コントロールについての詳細情報はこちらからご

確認いただけます。

MultiTransportsの一般的な用途は、主なコンテンツトラックごとに、ショーやライブコンテンツエレメントを分割したり、

あるいは多重プログラマー・シナリオで、1つのプログラマー・シーケンスが1つのトラックのコマンドを制御し、別のシーケン

スが新しいトラックコンテンツを制御したりすることです。その後ショーの時点で、両方のトラックを互いから独立してコン

トロールすることができますが、かつ相互に連携も可能です。

このページの｢ワークフロー｣と｢例｣のタブでは、放送、劇場およびツアー会場でMultiTransportsの使用例が示されて

いますが、このほかにもMultiTransportsには、多くの創造的な用途があります。

｢例｣のワークフロー

放送

以下に、同じ放送シナリオで、1つのプロジェクトを単一のトラック・セットアップを使用し、もう一つがMultiTransportを

使用した場合を比較します。

このプロジェクトはテレビ・スタジオ内のもので、次のエレメントを使用します:テストパターン、スタジオ・グラフィック・オー

バーレイ、バックグラウンド、ライブビデオフィード、および個々の異なるニュースセグメントのピクチャーインピクチャー

(PiPs)ビデオエレメント

この最初の例は、単一トラック・セットアップです。プロジェクトには多数のビデオレイヤーがあり、階層を決定するため

に互いの上に構築されています。これらは、大多数がバックグラウンドおよびスタジオ・グラフィックスです。いずれも、ラ

イブフィードをタイムライン内でそれ自身のセクションとして、タイムライン内で1層おきに(ビデオレイヤー8-13)実行されま

す。各ニュースセグメントについて正確なPiPをナビゲートすることは、オペレーターの責任となります。
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画像1:スタックレイヤー

これは、手動によって、流動的でダイナミックな構造を必要とする環境内で、非常に厳密なタイムライン構造を作れ

ます(例えばニュース速報の場合など。)これは、シングル移動とタイムライン構造が、この種類のプロダクションでは効

果的とならない理由でもあります。

この第2のプロジェクトでは、プロダクションはMultiTransportを使用することで、個別のエレメントをすべて整理し、また

より柔軟なコントロールを可能にします。
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画像2:MultiTransport

MultiTransportエディターに3つの別個のトラックがあります。1番目のタイトルは「新着速報」で、以前のニュース速報

をカバーします。このトラックは「ニュース速報」のグラフィックと、現地のリポーターのライブビデオフィードを含んでいます。

MultiTransportエディターでトラックの再生コマンドを実行することで、ショー中にどの時点でもライブ配信が可能です。

また、エディター内のその他トラックよりレイヤーが優先されるため、割り当てられたスクリーン上で再生しているすべて

のその他コンテンツよりも上に表示されます。

トラック上でユニバースクロスフェードオプションが有効化されているため、フィードは割り当てられた旗艦で常にフェード

インおよびフェードアウトされます。したがって、ライブフィードをアクティベートする場合、オペレーターはハードカットの操

作の必要はありません。
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画像3:ニュース速報

二番目のトラックはタイトル付きPiPで、連続キューのニュースセグメントを含んでいます。それぞれのPiPはそれ自体の

セクションに含まれているため、オペレーターはキャスターが各セグメントのディスカッションを終えるまでこれらのPiPを一

件ずつ再生できます。PiPトラックは分割トラックの下にあるため、アクティベートされている間、ニュース速報ライブビデ

オフィードは常にPiPより優先されます。

3番目と最終トラックはタイトルのあるバックグラウンドです。バックグラウンド以外は含まれません。最も下のトラックで

あるため、すべてのエレメントがこれらの上に現われます。セクションは1つだけのため、オペレーターはこのバックグラウン

ドビデオを無限にループすることができます。別のトラックで新しいコンテンツキューで中断や上書きしてしまう心配はあ

りません。

最後に、GUIの左側のキューリストはトラックの3つのキューをすべて反映していますのでご注意ください。これによって、

単一のUIエレメントから個別のグラフィックビデオエレメントをすべてコントロールできるため、オペレーターにとって大きな

柔軟性を提供します。キューリストの詳細情報はこちらからご確認いただけます。

シアター

この例では、プロジェクトは劇場のショーです。MultiTransportがコンテンツシーケンスのプロジェクターシャッターの制御

レイヤーを分離しています。
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これはテクノロジー・リハーサルで役立ちます。一時停止で、プロジェクターのシャッターを迅速に閉じる必要があり、コ

マンドがすべてのキューあるいはショーに組み込まれているとは限らない状況や、毎晩プロジェクター制御のタイミングが

変更される状況などです。

画像4:劇場

コンサートツアー

このプロジェクトファイル例では、ライブビデオフィード IMAGは1つのトラックになっています。また、すべての楽曲のビデオ

コンテンツは、その下の｢楽曲1｣と呼ばれるトラック内にあります。これはIMAGのライブフィードを制御するオペレーター

にとって、すべての楽曲のトラックにキューを行う必要がなくなるため、IMAGキューがカメラディレクターやステージ助監

督によって行われる場合に有用です。放送スタジオでも同様の概念が使用されており、予期しないキューが存在す

るライブショー環境でより柔軟性を高めています。



1809

画像5:コンサートツアー

すべての楽曲を個々のトラックに分けることで、個々のセットリストに基づいて、柔軟に異なるマルチトランスポートを作

成できるようになります。コンサートツアーの例については、一般的には、ツアーごとに個々の新しい停止位置のセット

リストが作成されます。ここで楽曲リストおよび順番は、各停止位置で異なります。セットリストの作成の詳細情報は

こちらからご確認いただけます。

ワークフロー
ManagerMultitransport作成

1. TransportManagerの作成TransportManagerについての詳細は、

http://help.disguise.one/Content/Configuring/Transports/Transport-manager.htmlを参照してください。
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2. 最上部ツールバー中のトラック・エディターから、左クリックでセットリストを作成します。次に｢アクティブなセット

リスト｣オプションをクリックします。

さまざまなセットリストを作成することも、あるいはプロジェクトで作られたトラックをすべて含んだ自動入力を使

用することもできます。

この例では、3つのセットリストを作成します:すべての楽曲ビデオコンテンツ(個々の楽曲トラックをすべて含む

もの)に一つ、IMAGライブビデオフィードトラックに一つ、プロジェクター制御コマンド・トラックに一つです。

3. 左クリックで、移行マネージャーを開きます。コントロールしたいトラックを含むセットリストを割り当てます。
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4. MultiTransportで有効なその他すべてのセットリストで、それぞれステップ3の操作を繰り返します。この例で

は、セットリストのそれぞれに、タイトルのある楽曲コンテンツ、IMAGおよびコントロールの3つの別個の移行マ

ネージャーを作成します。

5. ステップ1のように移動エディターから新しい移動を作成します。ただし、タイプはMultiTransportManagerを選

びます。

6. ｢構成｣タブの下で、｢+｣アイコンと、コントロールしたい移行マネージャーの名前をクリックします。その後、各

セットリスト中で有効なトラックのトラックエディターとメニューが作成されます。この例では、以前に作った3つの

移行をすべて追加します。

7. これらの移行マネージャーをを再整理するために、｢構成｣タブ中の名前のうちの1つを左クリックし、その他の

上、あるいは下にドラッグします。このエディターは、タイムラインのレイヤーと同様にdisguiseの最上部 /最下

部レイヤーに従います。したがって、最上部のトラックは常に下のトラックより上に表示されます。

8. このMultiTransportをMidiまたはOSCによって外部からコントロールしている場合などは、｢コントロール｣タブの

下の適切な移動を割り当ててます。

9. エンゲージするMultiTransportエディターの一番上の｢取り外し｣を左クリックします。最上部の｢一括移動コン

トロール｣で再生オプションを選択します。

10. 個々のトラックを別々にコントロールするには、個々の再生コントロールをクリックします。トラックをすべて同時

にコントロールするには、Multitransportエディターの一番上の｢一括再生コントロール｣を使用します。

プロパティ

-一括移動 - リスト内のすべての移動をコントロールします。

-一括エンゲージ/取り外し
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-移動マネージャー・リスト -個々の移行マネージャーを追加し、MultiTransportManagerでコントロールします。

-イベントの移行 - Telnet(JSON文字列 )によってMultiTransportManagerをコントロールできます。

-コントロール -移行マネージャーのリストを含んでいます。これらは構成およびコントロール操作が可能です。

Telnetコマンド

disguiseは、disguiseセッションのステータスについての重要な情報を集める機能と、同時に、基本的なタイムライン・

コントロールを提供します。

コマンドはすべてJSONでフォーマットされ、telnetプロトコルで送信されます。

セットアップ

1. 新規Multitransportマネージャーを作成

2. 移動をMultitransportマネージャーに割当

3. トラックを移動に割り当てるか、あるいは自動セットリストを使用します。

4. Multitransportマネージャー内で、イベントの移行を追加し、そのリスニングポートをセットします。

クエリ

クエリはdisguiseから情報を抽出するために使用する機能です。これらは次の構造を使用して、JSONでフォーマッ

トされます。

{"request":<request_number>,"query":{"q":"<Query>"}}\n

注意 : 「\n」は改行文字を示します。PuTTYやNetCatのようなプログラムは、文字列を送信する場合、

改行文字を自動的に追加します。

すべてのクエリはJSONとしてデータをリターンします。シリアルは、3つのエントリーのディクショナリに分割されます。
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リクエスト番号 :最初のリクエストでdisguiseに提供された者と同じ番号で、マルチスレッドの環境でリクエスト

/返信を同期させるために使用できます。番号が供給されていない場合、デフォルトで0になっています。エ

ラーが生じている場合、番号は-1です。

ステータス -デフォルトでは「OK｣ですが、エラーが生じている場合、コンテキストを提供します。

結果 -要求された情報を含んでいるディクショナリのリスト1つのみの項目データが返された場合でも、常にリ

ストの形式です。

利用可能なクエリ

機器リスト : {"query":{"q":"machineList"}}

機器に関する情報を含んでいるディクショナリのリストをリターンします:d3名、ホスト名役割および機械タイプ

リターン例 : {"request":0,"status":"OK","results":

[{"machine":"4x4-demo","hostname":"4X4-DEMO","role":"Pure master","type":"4x4pro"}]}

マシンステータス: {"query":{"q":"machineStatus"}}

機械に関する追加情報 :セッション・ステータス、フェイルオーバー・ステータスおよび現在のFPS

リターン例 : {"request":0,"status":"OK","results":[{"active":true,

"Failed":false, "fps":32.345558166503909}]}

プレーヤーリスト : {"query":{"q":"playerList"}}

多重イベントの移行に割り当てられたすべての移動のリストをリターンします。

リターン例 : {"request":0,"status":"OK","results"[{"player":"transport 1"},

{"player":"transport2"},{"player":"transport 3"},{"player":"transport 4"}]}

トラックリスト : {"query":{"q":"trackList"}}
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プレーヤーに割り当てられたすべてのトラックのリストをリターンします。

リターン例 : {"request":0,"status":"OK","results":[{"track":"track 4",

"Length":560.0}, {"track":"track 3","length":560.0}, {"track":"track

2","length":560.0},{"track":"track","length":560.0}]}

キューリスト : {"query":{"q":"cueList <Track name>"}}

与えられたトラックのすべてのセクション切れ目のリストをリターンします。

リターン例 : {"request":0,"status":"OK","results":
[{"location":"","startTime":0.0,"length":15.0},

{"location":"a","startTime":15.0,"length":15.0},

{"location":"b","startTime":30.0,"length":15.0},

{"location":"c","startTime":45.0,"length":515.0}]}

コマンド

次のコマンド・フォーマットを使用して、タイムラインをコントロールすることができます。

{"track_command":{"command":"<Playmode>","track":"<Track>",

"location":”<location>”, "player":"<player name>", "transition":"<transition

time>"}}

<Playmode>

再生 -通常再生モードは、タイムライン上のセクションの切れ目を無視します。

playSection -セクション再生モード -セクション切れ目で一時停止します。

ループ -ループセクションモード-セクションの切れ目でループします。

停止 -プレイヘッドを停止します。
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<Track>

選択したプレーヤーのセットリストのあらゆるトラック

<Location>

任意の有効なタイムコード - “00:00:15:00”

タイムライに存在するあらゆる有効なキュー - “CUE 35”

<player name>

マルチ移行マネージャーの内部に存在するあらゆる移行

<transition time>

秒 -現在のプレイヘッド位置から新しい要求された位置へのクロスフェード -例えば“10”

<transition track> & <transition section>

r17.1から、トラックスニペットを使用して、クロスフェードにアクションを割り当てることができるようになっています。

transitionTrack & transitionSectionエントリーを使用した場合も、類似した機能を利用できます。

これはコマンドの例です

{ "track_command": { "player": "toptransport", "command": "playSection",

"track": "toptrack", "location": "00:00:00:00", "transitionTrack":

"transitions", "transitionSection": "woosh" }}

transitionTrackはトラックの名前 (文字列)で、セクション切れ目にセットされたノート (文字列 )である

transitionSectionとペアリングする必要があります。
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キューリスト

Theキューリスト shows a list of all sections & tags on the tracks within the currently active set list, allows

users to trigger specific tags with a 'go' button, view where they are in theセットリスト , create newセットリスト

s and trigger the show from one single interface.

Opening theキューリスト

Theキューリスト can be opened in two ways.

Option 1

Right click Transport in the dashboard

Expand the Set List tab
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Left click the Openキューリスト button

Option 2

Use the keyboard shortcut - CTRL G to open theキューリスト .

Using theキューリスト

Auto scroll

Theキューリスト will scroll as the user plays through the timeline to allow the user to track where in theキューリ

スト they are, without needing to manually scroll.

Track jump

Left clicking on a track name inキューリスト will take you to the beginning of that track in timeline.
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Active selection

The active Section will be highlighted in green, and the most recent cue will be highlighted in a lighter green.

Row selection

The row selection follows much the same behaviour as list editor.Users can select a track for playback

by hovering over cue row and selecting it with a click, users can then click the GO button to trigger that

cue, or the note or tag columns to edit.

Users cannot select more than one row

Once a track is selected users can select other tracks by pressing up and down.

User can press CTRL + UP to jump to top of list.

User can press CTRL + DOWN to jump to bottom of list.

Adjustable size

Users can adjust the width as well as height of widget by hovering over the edge, then left clicking and

dragging when the arrow icon is visible.The note column will truncate text (in the middle of the text) if there are

large strings in the note column.

Removing tracks from theキューリスト

If theセットリスト is set to Automatic, then all tracks in the project will display in theキューリスト .However this is

inefficient and can cause performance issues with large projects, therefore we recommend the use ofセットリ

ストs.

Removing a track from theキューリスト can be done by specifying aセットリスト that does not contain that

particular track.
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セットリスト configuration
ショーでは多くのトラックを使用することがあります。管理しやすくするためにトラックをセットリストに整理することができ

ます。セットリストは、キューリストまたは移行マネージャーのどちらからでも作成可能です。

セットリスト機能を使って、キューリストがどのようなデータを表示しているのかを効果的に管理することが重要です。

1. 移行マネージャーから、またはCTRL Gを押して、キューリストを開きます。

2. セットリストタブを左クリックします。

3. セットリストを右クリックすると、セットリストマネージャーが開きます。

4. マネージャーで新しいセットリストを作成するか、作成済みのセットリストを選択します。

5. 希望のトラックをセットリストに追加します。

Tags.html
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Editing items within theキューリスト

Double click the note field to edit or add a note to the track.

Double click the tag field to edit the tag after it has been added to the timeline.Once a tag has been

added using the traditional tag workflow specified in the tags topic, users can edit that tag in theキューリ

スト .Double clicking the tag column when before a tag is added will do nothing.

Searching theキューリスト

As well as the standard text search (looking for matches in track name, notes and tags), you can filter your

search by type, with the following syntax:

track: name will return only tracks that match the search text.

note: name will return only notes that match the search text.

tag: name will return only tags that match the search text.

cue: name will return notes and tags that match the search text.

Tags.html
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Set Lists
Set lists are a way of managing the order the tracks are played back in disguiseソフトウェア and are

especially useful for managing which tracks theキューリスト displays.

Creating aセットリスト

ショーでは多くのトラックを使用することがあります。管理しやすくするためにトラックをセットリストに整理することができ

ます。セットリストは、キューリストまたは移行マネージャーのどちらからでも作成可能です。

セットリスト機能を使って、キューリストがどのようなデータを表示しているのかを効果的に管理することが重要です。

1. 移行マネージャーから、またはCTRL Gを押して、キューリストを開きます。

2. セットリストタブを左クリックします。

3. セットリストを右クリックすると、セットリストマネージャーが開きます。

4. マネージャーで新しいセットリストを作成するか、作成済みのセットリストを選択します。

Tags.html
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5. 希望のトラックをセットリストに追加します。

Switching from oneセットリスト to another
Select theセットリスト you want to use from the Transport Manager or theキューリスト .The currently active track

in the Timeline will not change immediately.To change the active track, left click on the track within theキューリ

スト or select it from the track manager.
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カメラ切り替え

その時々で、MRセットに存在できるターゲットカメラは1台のみです。ただし、MRセットは複数のカメラを含め、間接コ

ントローラーを使用してカメラを切り替えることができます。

概要

MRセットのターゲットカメラは、MRセットにルーティングされるビデオ入力を決定します。ただし、MRセットには複数の

カメラを追加できます。

xR内でカメラを切り替えた場合、出力の部分がすべて同じフレーム内でビューを切り替えられるよう、システム内の遅

延すべてを完全に補正しなければなりません。ここでは、ユーザーが切替を要求してから、出力に切り替えが反映さ

れるまでの遅延の設定が必要となります。

注意 :切り替えが同期されるよう、遅延が適切な値であることが必要です。

コントローラー・タイプ

disguiseコントローラー内には6つの間接コントローラー・タイプがあります:

DMXIndirectionController

ListIndirectionController

MachineListIndirectionController

ManualIndirectionController

OscIndirectionController

UDPIndirectionController

これらによって、disguise内部の有効なカメラの切り替えに、複数のプロトコルや非外部トリガーベースを使用すること

ができます。
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ワークフロー

DMXIndirectionController
これは、バンクとスロットのメカニズム内で、カメラを選択することを可能にします。

1. disguiseがDMXを受信できるようセットアップされていることを確認します。

2. DMXIndirectionControllerを作成し、MRセットに割り当てます。

3. これで、ソックパペットバンクエディターで、カメラバンクリストを利用できます。

4. 選択するカメラでバンクとスロットを入力します。

5. コントローラー内で、選択するカメラバンクのユニバースとチャネルを入力ます。

スロットはバンクのすぐ隣のチャネルですので、DMX送信者内では2つのチャネルを指定する必要がありま

す。

6. DMXを送信するデバイスから、適切な2つのチャネル識別子を、選択したユニバースとチャネルに送信しま

す。

ListIndirectionController
これは、｢0｣に基づいたインデックス上でカメラを選択することを可能にします。

1. ListIndirectionControllerを作成

2. リソースとしてカメラを追加

3. インデックス番号としてのカメラの順番です。

4. インデックスをスクロールしてから、有効なカメラを選択します。
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MachineListIndirectionController
一部の機器で、指定されたカメラの透視投影のみを出力することを可能にします。この機能は、フロントとバックプ

レートのレンダリングを複数の機器に分割する場合などに利用します。

1. ManualIndirectionControllerを作成

2. カメラを選択します。

OscIndirectionController
これは、OSCでカメラを強制的に有効化します。

1. OSCIndirectionControllerを作成

2. OSCデバイスを作成します・

3. コントローラーにOSCデバイスを追加

4. OSCアドレス・フィールドから、$の記号を削除します。

5. 有効なカメラをリコールする文字列は、disguise内部のカメラの名前です。

UDPIndirectionController
これは、UDPでカメラを強制的に有効化します。

1. UDPIndirectionControllerを作成

2. 必要なリソースの数を追加します。これは、シーン内のカメラの数です。

3. 有効なカメラをトリガーするキーを追加してから、バーチャルカメラとして使用するリソースを追加します。

4. UDP送信者からの受信ポート番号を追加します。
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5. disguiseにコマンドを送信し、現在のターゲット変更を確認します。コンソール内の受信文字列をチェックす

るには、ログインして、詳細送信をオンにします。(Alt+c)
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カラーキャリブレーション

disguiseカラーキャリブレーション機能は、システム上での色の表示を統一するのためのツールです。

概要

xRの目的は、実際のエレメントとバーチャルエレメントを含めた、完全な環境を構築することです。

disguiseのカラーキャリブレーション機能は、システム上での色の表示を統一するのためのツールです。物理的LEDパ

ネルとバーチャル拡張設定の間の色が一致しない場合、単一の環境での視覚的統一性が損なわれます。

このプロセスではすべてのスクリーン上での違いを解消することを目指します。拡張設定の色と一致する、LEDスクリー

ンのLUTファイルを作成して適用します。LEDメーカーごとに、製品によって割り当てられた色の表現はわずかに異なっ

ています。disguiseのカラーキャリブレーションは、各LED表面の分色差を決定し、さまざまなLEDメーカー間でシーム

レスな発色を可能にします。

ワークフロー

注意 : カメラのホワイトバランス調整、LEDプロダクト、キャリブレーション前の照明については、disguiseコ

ミュニティポータルのxR Hubでご確認ください。

1. 空間キャリブレーションと遅延キャリブレーションを完了します。

2. 照明、LEDとカメラをすべて最適な状態に設定し、ステージから物理的アイテムを取り除きます。

3. カメラフレームをLEDピクセルで充填します。

4. MRセットを開きます。

5. カラーキャリブレーション・メニューを開きます。

6. 設定タブで、キャリブレーションを実施する正確なMRを読み込んでいることを確認します。

7. プレキャリブレーション・タブを拡張します。

https://community.disguise.one/
https://community.disguise.one/
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ビデオ受信の遅延値は、遅延キャリブレーションから自動で入力されます。カメラは、MRセットで有効なカメ

ラから自動的に取得されます。多重カメラセットアップの場合は、キャリブレーションされるカメラをすべて含めま

す。

8. ｢キャプチャ｣を押します。

9. プレビューで各色の真の発色を読み取り、飽和されるまで、テスト・フィールドごとにフレーム内で漸増的にス

テップアップを行います。これは、各色範囲のステップがカメラによってすべて正確にキャプチャされることを保証

します。

10. ｢キャリブレーション｣タブを拡張します。

11. キャリブレーションを始めるには「実行」を押します。カメラが移動せず、照明レベルが変わらないことを確認し

ます。

完了後、MRセットオブジェクト内のエレメントによって決定されるように、カメラ/LEDスクリーン/LUTファイルの

各コンビネーションにマッピングが作成されます。

12. 必要な場合、キャリブレーションされたLUTSタブを拡張し、各LUTのオンとオフ切り替えることもできます。

13. 各LEDの照明がフロアの端の上にあふれ、キャリブレーション結果に影響している場合は、スクリーンフィルファ

クターの値を増加します。値が｢1｣にセットされている場合、色出力はスクリーンの100%を充填します。

注意 :物理的カメラはそれぞれ個別にカラーキャリブレーションが必要です。カメラを切り替える場

合、LUTは間接コントローラーによって自動的に切り替えられます。

注意 :キャプチャオペレーションモードが「書き込み」にセットされている場合、各色キャリブレーショ

ン・ステップのサムネイルは、プロジェクト内のデバッグキャプチャフォルダーに書き込まれます。これ

はあらゆる問題をサポート・チームに送信し、再現する際に役立ちます。

注意 :拡張設定のこのほかの色調整を行うには、色調整レイヤーを作成し、CamPlateマッピン

グセットをバックプレートに割り当てることができます。ここで、MRトランスミッションに使用されるす

べてのカメラが、マッピングするオブジェクトとして追加された状態にします。
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プロパティ

設定

MRセット :キャリブレーションを実行するMRセット。一つのみ選択します。

カメラ:キャリブレーションを行うカメラ。キャリブレーションを実行するすべてのカメラを選択します。

現在の色エフェクターを削除 :適用されたすべてのLUTとソフトウェア色調整をカメラオブジェクトから削除しま

す。

プレキャリブレーション

キャプチャ:クリックすると、出力内のフレームの設定数をキャプチャします。

ビデオ受信遅延 (秒):遅延キャリブレーションプロセスで決定された、受信ビデオフレームの遅延値です。

1つのテスト当たりのフレーム:各表示された色の値でキャプチャされるフレームの数で、ユーザーが定義したも

の。

キャリブレーション

キャプチャ操作 :試験の間にキャプチャされたイメージが、Windowsプロジェクトファイル構造のデバッグフォルダー

に保存されるかどうか、またはキャプチャされライブでアクセスを行うかどうかを決定します。

カラーステップ:それぞれの色がキャプチャされる値の範囲。数がより大きいほど、各色のトーンの値が詳細に評

価されます。したがって、キャリブレーションもより長くなります。既知の適正値は14です(テスト以外 )。低い値

は、より高速でキャリブレーションを行いたい場合に使用できます。新しく構築されたステージでは、複数のス

テップ値で試行することが推奨されます。
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スクリーンのフィルファクター:色を表示するスクリーンのエリア。｢1｣の値は100%フィルです。

キャリブレーションしたLUT:このタブは、各カメラ/スクリーン・ペアで作成されたLUTファイルをすべて表示し、｢有

効｣ボタンを使用してオンとオフを切り替えることができます。
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観測点

概要

観測点とは、カメラによってキャプチャされた、暗色のバックグラウンド上 (ストラクチャードライトと呼ばれる)上の白色ドッ

トによるステージのイメージのセットです。ドットの数とサイズ/間隔はユーザーが決定できます。

観測点は、disguiseが使用する定義済みアルゴリズムのデータポイントとして使用され、ステージで追跡カメラを整列

させ、レンズプロパティを設定します。

観測点はプライマリーとセカンダリーの二種類に分かれています。disguiseは、プライマリー観測点からカメラの位置と

MRセットを構築するスクリーンの位置を決定します。さらに、そのプライマリーコンフィギュレーションからレンズプロパティ

を決定します。

disguiseは、セカンダリー観測点からカメラレンズのズームとフォーカス設定の変数ズームの情報を取得します。

観測点の追加は累積的操作であり、また「プライマリー」観測点は、それぞれ全体のキャリブレーション結果に等しく

影響を及ぼします。不適切な観測点が一つあると多くの対象が損なわれる場合がありますが、こうした場合には修

正を行います。それぞれの各観測点が全体的なプライマリーキャリブレーションを改善するか劣化させるかを調査する

ことが重要です。

ワークフロー

1. カメラ追跡データの確認

2. 最初のカメラ位置をセットします。

3. キャリブレーションを実行するターゲットカメラを選択します。

4. 空間キャリブレーションを選択します。

5. ライブBLOBプレビューを使用します。

6. 最初のズーム位置をセットします。

7. カメラのフォーカスを合わせます。
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8. ズーム&フォーカス値をロックします(オプション)

9. キャリブレーションウィジェットで、スクリーン調整位置のオン/オフを切り替えます。

10. 最初の観測点を追加します。

11. 観測点に問題がないかトラブルシュートを実行します。

12. 観測点を削除します(必要な場合のみ)。

13. 観測点をリセットします(必要な場合のみ)。

14. 新しい位置から別の観測点を追加します。

15. セカンダリー観測点で、この手順を繰り返します。

16. ズーム補間のテスト

例

カメラ追跡データの確認

1. カメラ追跡システムが位置ドットを確認でき、適切なデータを出力していることをチェックします。

2. ズームとフォーカスのエンコーダ情報が、disguiseに送信されていることをチェックします。カメラ上でエンコーダ

を揺らし、オートメーション・モニターの変化を確認します。

3. 各軸で、移動の情報を正確に受信していることをチェックします。x yとz軸に沿ってカメラを動かし、パン、チ

ルトとロール(可能な場合 )で移動させて、disguiseソフトウェア内のバーチャルカメラの移動が、実際の世界

での移動と一致するかどうかを確認します。
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最初のカメラ位置をセットします。

1. フロア上で最初の観測点を取る位置を選びます。位置を選んで、カメラをロックします。

マイナス値のスペースをフレームからできるだけ多く削除し、モニターをできるだけ多くのLEDで充填します。

2. キャリブレーションを実行するターゲットカメラを選択します。

3. MRセット内で空間キャリブレーションを選択します。

4. ライブBLOGプレビューツールを使用し、ブロブがステージ上にあることを視覚的に確認します。

5. カメラを必要な最初のズームレベルにズームアウトし、最初のズーム位置をセットします。

6. カメラのフォーカスを合わせます。

7. キャリブレーションを、カメラ位置とLEDスクリーン位置の両方にセットするか(デフォルトでオン)、またはカメラ

位置のみにセットするか(デフォルトでオフ)を決定します。これは、キャリブレーション・エディター内で実行でき

ます。

複数のスクリーンで構成されるステージについては、MRセット内のリストの一番上のスクリーンが主スクリー

ンとなり、その他のスクリーンとカメラが動いても変更されません。モニターのMRセットをモニターすると、バー

チャルラインナップレイヤーが表示され、LEDが出力するテストパターンと連携されます。

スクリーンの端が曲がっているように見えることがありますが、これはレンズの歪みによるものですので

問題ありません。カメラウィジェット内にオーバースキャンを追加すると、バーチャルラインナップレイヤー

の100%がテストパターンとアラインメントされていることを確認できます。

8. 観測点の追加をクリックします。

disguiseソフトウェアでは、ステージにブロブパターンが表示され、ブロブをキャプチャします。観測が完了した

後は観測点リストに表示されます。
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最初の位置から、さらに多くの観測点を追加します。

さらに多くの観測点を追加と観測点リストに表示されます。disguiseでは、リスト内の観測点をすべて自動的にキャ

リブレーションします。

観測点がキャリブレーションに及ぼす影響のA/Bテストでは、観測点リストから観測点をミュートまたは削除

できます。

最初の観測点を選んだ後に、セット上の別の位置にカメラを向け、同じ位置から他の観測点を選びます。

左右にパンし、上下にトラッキングすることで、ショー内で使用するすべてのピクセルをカバーします。

新しい位置から別の観測点を追加します。

次にカメラを別の位置に移動させ、｢0｣レベルのズームと｢0｣フォーカスから始め、別の角度からピクセルをす

べてカバーします。

バーチャルラインナップレイヤーが不適切に見えた場合はMRセット出力通知をモニターし、これらのポイント

で観測点を選びます。

セカンダリー観測点

プライマリー観測点をキャリブレーションした後で、ショーで必要な次のズームとフォーカスレベルで上記の手

順を繰り返します。

disguiseは、ズームとフォーカスレベル間の補間を自動的に計算します。

必要な数のズームとフォーカスレベルで、この手順を繰り返します。

各観測の後に、ズームとフォーカスの値が、同じズーム/フォーカスレベルで得られたその他の観測点と一致す

ることをチェックします。一致していない場合は、一致するまでズーム/フォーカス値を編集します。
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注意 :一般的に発生する問題として、レンズ・エンコーダ・ジッターがあります。これは、光学上レンズ内

では何も変わっていないものの、エンコーダでは非常にわずかな「ジッター」が発生し、わずかに異なる値

を表示することを意味します。エンコーダ値が異なると、レンズでズームあるいはフォーカスを変更してい

ないにもかかわらず、別のポーズとして認識されます。これはカメラ登録に悪影響を及ぼす場合がありま

す。

ズーム補間テスト

disguiseソフトウェアで異なるズーム位置間を補間しているかどうかテストするには、カメラ上ズームインとズームアウ

トを実行し、MRセットを確認します。disguiseソフトウェアが正確に補間されている場合、バーチャルラインナップレイ

ヤーはカメラにあわせてズームインし、ステージ上のテストパターンと一致します。

観測のトラブルシュート

観測時の問題の検証は、検証デバッガで実行できます。

現在の観測点パラメータによって、キャプチャされた観測点をサイクルできます。異なる色の四角部はブロブに重ね

合わされ、disguiseソフトウェアでブロブを表示する画面の識別に役立ちます。

disguiseソフトウェアで検知するブロブを変更するには、空間キャリブレーション設定内でドット・サイズとグリッド間隔

パラメータを増減します。

ユーザーはマトリックスに対するトラッカー歪み補正を変更できます。この機能は、別の方法を使用してキャリブレー

ションの解決を試みます。

観測の消去

観測の消去機能を使用して、観測点リストから観測点を削除できます。

観測点を削除するには:

1. 観測点を削除するには、観測点の隣のごみばこアイコンを左クリックします。
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すべての観察をリセット

観測点を一つずつではなく、すべてリセットすることが可能です。観測点をすべてリセット機能では、カメラの空間

キャリブレーションが完全にリセットされます。このボタンをクリックする前には、確認が必須です。

プロパティ

観測点の選択のこのほかのヒントは、disguiseコミュニティのxRハブをご確認ください。

https://www.community.disguise.one/
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拡張設定

概要

拡張設定は、MRセット内のLEDスクリーンに表示されるデジタル・コンテンツのバーチャル拡張です。LEDスクリーンを

囲むインカメラ・スペースを満たすために使用されます。

ワークフロー

1. 拡張設定マスクを設定します。

2. 拡張設定追加を設定します。

3. 拡張設定フェザーを設定します。

4. 拡張設定メッシュを設定します。

例

拡張設定マスクを設定

ビジュアライザー内でオブジェクトを使用し、拡張設定エリアをマスクするには、次のステップを行います:
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1. ステージにLEDスクリーンを追加します。

2. このLEDスクリーンレンダリングターゲットを拡張設定マスクにセットします。

3. スクリーンのメッシュを必要なマスクの形に定義します。

4. MRセットにこのスクリーンを追加します。

このスクリーンはライブ動画とAR効果のみを残して、拡張設定をマスクします。

拡張設定の追加

この機能は、ステージ上のオブジェクトで実際のコンテンツをマスクし、その場所に拡張設定を表示することを可能に

します。

1. ステージにLEDスクリーンを追加します。

2. このLEDスクリーンレンダリングターゲットを拡張設定追加にセットします。

3. このスクリーンのメッシュを必要なマスクの形に設定します。

4. LEDスクリーンをMRセットに追加します。

このスクリーンはライブコンテンツをマスクし、代わりに拡張設定を表示します。

拡張フェザーを設定

拡張設定のフェザーを調整するには、ターゲットカメラを開いて設定内の拡張設定フェザーを調整します。

拡張メッシュを設定

拡張設定メッシュは、カメラが移動している場合に拡張設定とLEDスクリーンの間が分裂することを防ぐために追加

されました。コンテンツは、カメラが移動する際に正確な透視投影を維持するよう、カメラの位置に基づいて再投影

されます。

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
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再投影は以前、要求されるさまざまな再投影距離に最適な再投影距離で、2D平面を使用して行われていまし

た。拡張設定メッシュはLEDスクリーンの形状を仮想的に拡張し、コンテンツは正確な距離で正確な平面に再投

影できます。拡張設定メッシュは、スクリーンの外端からの押し出しのみです。

1. 拡張設定メッシュオブジェクトを作成します。

2. プロジェクトフォルダーのメッシュフォルダーにコピーします。

3. MRセットエディターを開きます。

4. 適切なメッシュを拡張設定メッシュに設定します。

プロパティ
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xR空間キャリブレーション

概要

このトピックでは、disguiseソフトウェアにおけるxRワークフロー内での定義属性として、実際の世界とバーチャル世界

を整列させるための基本のステップを扱います。

適切にキャリブレーションされたxRステージでは、現実とバーチャル環境間のシームレスなミックスが実現され、実際の

世界とバーチャル環境を隔てるような障害は表示されません。また十分な準備を行うことで、完全なキャリブレーショ

ンを数時間以内で実行できます。

空間キャリブレーション実行の前に確認したいこと:

1. カメラ追跡システムがセットアップされ、信頼できるデータを受信していること。

2. xRプロジェクトは、MRセット、LEDスクリーンの正確なOBJモデル、追跡されたカメラで構成されており、ビデオ

入力が割り当てられていること。

3. カメラ、LEDプロセッサー、すべてのサーバーが、同じゲンロック信号を受信していること。

4. フィード出力が構成され、動作が確認されていること。

5. 遅延キャリブレーションが完了していること。

注意 :キャリブレーションに関するヒントや役立つ情報は、disguiseコミュニティポータルでxR Hubをご確認

ください。

概念

キャリブレーションとは、各カメラオブジェクト内に含まれるデータセットです。キャリブレーションプロセスでは、ストラク

チャードライトパターンに対してトラッキングデータをベースとして使用することで、生のトラッキングデータに対して実際

の構造を決定します。

観測点とは、カメラによってキャプチャされた、暗色のバックグラウンド上 (ストラクチャードライトと呼ばれる)上の白色ドッ

トによるステージのイメージのセットです。ドットの数とサイズ/間隔はユーザーが決定できます。

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
https://community.disguise.one/
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観測点は、disguiseが使用する定義済みアルゴリズムのデータポイントとして使用され、ステージで追跡カメラ

を整列させ、レンズプロパティを設定します。

プロセス内ではプライマリーとセカンダリー(PとS)の2つのタイプの観測点が使用されます。

プライマリー観測点は、実際の世界とバーチャルカメラの整列に使用される位置や空間の観測点です。ソル

バーのメソッドを計算するには、最低5つのプライマリー観測点が必要となります。したがってキャリブレーション

プロセスを始める場合には、適切な観測点を5ヶ所確保してください。プライマリーとセカンダリーのステータス

は、観測点のプール内から最も一般的なズームとフォーカス値によって定義されます。

セカンダリー観測点は、レンズイントリンシックファイルを作成するズームとフォーカスデータから構成されます。新

しいズームとフォーカス位置に、それぞれ新しいレンズポーズが作成されます。

disguiseソフトウェア内で、ゼロポイントを割り当てる必要はありません。プライマリーキャリブレーションを始める前に、

追跡データとdisguise基点を整列させるために最小オフセットと変換を適用します。

一つのロックされたズームとフォーカスレベルでプライマリー観測点をとることにより、このプロセスを開始します。このプラ

イマリーキャリブレーションでは、追跡システムとdisguiseの座標系の間のオフセットのキャリブレーションを実行します。

各観測の後は、現在のカメラ位置からのアラインメントが適正に設定されています。アラインメントがうまくいっ

ていない場合は、観測点をすべて確認し、不要な項目を削除します。

二回目は、ズームとフォーカスのデータをキャリブレーションします。ここでは、バーチャルコンテンツ、および実際

のカメラのズームとフォーカス変更を整合させます。

レンズポーズは、観測プロセスでキャプチャされたデータの結果です。これはdisguiseがスマート機能を挿入する、さま

ざまな異なるチェックポイントです。最終的なレンズポーズの数は、カメラのレンズの範囲によって変わります。

ズームとフォーカス値のすべての新しいペアについて、新しいレンズポーズが作成されます。最も一般的なズー

ム/フォーカスペアがプライマリーレンズポーズになり、プライマリーキャリブレーションに割り当てられます。

注意 :キャリブレーションに関するヒントや役立つ情報は、disguiseコミュニティポータルでxR Hubをご確認

ください。

ワークフロー

空間キャリブレーション実行の前に確認したいこと:

xRプロジェクトはMRセット、LEDスクリーンの正確なOBJモデルと、追跡されたカメラ(使用する場合 )で構成

されていること。

カメラ、LEDプロセッサー、すべてのサーバーが、同じゲンロック信号を受信していること。

https://community.disguise.one/
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出力が構成され、動作が確認されていること。

遅延キャリブレーションが完了していること。

バーチャルセットプレビューのセットアップ

1. テストパターンレイヤーを作成します。

2. このレイヤーはキャリブレーションを行うMRセット内で使用されるすべてのスクリーンを含んでいます。このレイ

ヤーにダイレクトマッピングを割り当てます。

3. LEDスクリーンにコンテンツを送信するフィード出力を構成します。

4. バーチャルラインナップレイヤーを作成します。

5. このレイヤーのフロントプレートには、空間マッピングセットを割り当てます。

これはバーチャルセットの表現を示し、キャリブレーションプロセス中に移動 /変形されます。

6. MRセットを拡張します。

7. MRセットエディターのヘッダーで、CTRL+左キーを使ってGUIウィンドウをピンで留めます。プレビューで、現在

有効なカメラのビュー、ARバーチャルラインナップ・オーバーレイと、LEDスクリーン出力にマッピングされたテスト

パターンが表示されます。

8. 一連のフォーカスレベルのキャリブレーションについては、各フォーカスレベルで各ズーム・レベルに複数の観測

点を取ります。ズームが、フォーカス観測点の各セットにロックされていることを確認します。

プライマリーキャリブレーション

プライマリーキャリブレーションはバーチャル世界の位置・回転オフセットを定義する観測点のセットで、カメラ・レンズに

映し出されるような実際の世界と正確に一致させます。

プライマリー観測点は、データセット内で最も一貫したズーム/フォーカス値のペアによって定義されます。

1. MRセットから空間キャリブレーション左クリックし、空間キャリブレーション・エディターを開きます。

2. 正確なMRセットが選択されており、キャリブレーションを実行するカメラが、現在のターゲットとなっていることを

確認します。

3. カメラ追跡システムが正確なデータを出力しており、追跡ソースからスケーリングが適用されていないことを確

認します。

4. プロジェクトで、ベース/最も一貫したショットをセットします。これは「ヒーロー」ショットと呼ばれます。

5. ショーで最も一貫して用いられているレベルにあわせて、ズームとフォーカス値を調整します。

VirtualLineup.html
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6. キャリブレーションエディターで、｢ズームのロック｣と｢フォーカスのロック｣を左クリックすることで、現在のズームと

フォーカス値を固定できます。

7. プライマリー観測点は、リストで最も一貫したズーム/フォーカスコンビネーションに基づいて、すべてグループ化

されます。

8. カメラのレンズとLED解像度に比例したブロブサイズと間隔をセットするには、ライブBLOBプレビューを使用し

ます。

9. プライマリー観測点の選択を始めます。これは、disguise内で追跡システムと座標系間のオフセットのキャリブ

レーションを実行します。プライマリー観測点は、リスト内でPインジケータで記録されます。

10. ビュー内で使用されるさまざまなカメラ角度 /位置から、適切な観測点を最低5カ所選びます。

11. 追加された観測点が適切か不適切かを判断するには、デバッギング・タブの下のツールを利用します。

注意 :質の高いプライマリー観測点の選び方についての詳しい情報は、disguiseコミュニティポータ

ルで詳細なガイドを参照してください。

セカンダリーキャリブレーション

セカンダリーキャリブレーションは、カメラ・レンズのズームとフォーカスの範囲に沿ったチェックポイントのセットです。チェッ

クポイントはそれぞれ、特定のズームとフォーカス値から構成された個々のレンズポーズです。ショーでレンズズームと

フォーカス値が変更されるため、disguiseは定義されたレンズポーズ間で補間を実行します。

1. 「ヒーロー」あるいは元も基本的なカメラ位置に戻ります。

2. フォーカスのロックを解除します。

3. フォーカス値を新しい値として調整します。

4. セカンダリー観測点をキャプチャします。セカンダリー観測点は、Sインジケータとして分類されます。

5. ステップ3と4を繰り返します。新しいフォーカス値を持つ新しい観測点に、それぞれ新しいレンズポーズが作成

されます。

6. ズームのロックを解除します。

7. あらかじめ定められた間隔でズームインします(例：10%インなど)。

8. ズームをロックします。

9. フォーカス値を変えて、複数の異なる観測点をキャプチャします。

10. 100%ズームが達成されるまで、ステップ7-9を繰り返します。

https://community.disguise.one/
https://community.disguise.one/
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11. カメラをズームイン／ズームアウトして、必要に応じてフォーカスを調整します。MR トランスミッション出力に

て、ステージ要素のバーチャルズームとフォーカスが実際の世界と明らかに一致しない明白なポイントがない

か確認します。この値にて、必要に応じてより多くのズームとフォーカス観察点を追加します。

注意 :質の高いプライマリー観測点の選び方についての詳しい情報は、disguiseコミュニティポータ

ルで詳細なガイドを参照してください。

プロパティ

設定

キャリブレーションを実行するMRセットは、次を含みます:

バーチャルコンテンツを表示するすべてのLED表面。

キャリブレーションされている現在のカメラを含む間接コントローラー。

ブロブ設定

個々の観測点の設定を調整します。

ピクセルでのサイズ調整は、次を含んでいます:

この観測点に表示される各ブロブ。

ピクセルの数。

個々の観測点から特定のスクリーンを除外するオプション。

例えば、険しい視角のフロアを除外し、複数のステージでのキャリブレーションを実行できます。

注意 : ドットのサイズと間隔は一般的に、ボリュームのサイズとカメラのレンズによって代わります。し

たがって、多くの場合はカメラのステージからの距離に基づいた位置ごとに異なります。すべてのス

テージで一貫して適切とされる値の範囲はありません。したがって、大小のドットを使い、システム

上で結果を比較する時間を確保することが重要です。

観測点

カメラオブジェクトのキャリブレーション内に保存されているすべての観測点のリスト。

データは次のものを含んでいます:

https://community.disguise.one/
https://community.disguise.one/
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追跡ズーム、フォーカス、観測点キャプチャ時のカメラの位置・回転データ。カメラ・オブジェクトに割り当てられ

た追跡ソースによって送信されたもの。

プライマリーあるいはセカンダリーの分類。

観測点が有効かどうか、現在キャリブレーション内で有効かどうかのステータス表示。

個々の観測点のリスト番号。

キャリブレーション

キャリブレーションに関する全体的な設定を調整します。

含まれる項目 :

観測画像のソース:ライブ、書き込み、読み出し。

ライブ(既定 ):観測点プロセスでキャプチャされたイメージは観測点オブジェクト自体に保存されており、観測点

が削除された場合には復元できません。

書き込み: Windowsプロジェクト・フォルダー内に新しく作成されたフォルダー( /debugと呼ばれる)に、観測点プ

ロセスでのキャプチャをすべてバックアップします。

読み出し:キャプチャされたイメージを読み出し、キャリブレーションをオフラインで再作成します。

キャリブレーション結果

プライマリーとセカンダリーの観測点の異なるセットによって作成された、すべてのレンズポーズのリストを提供します。

デバッギング

検証デバッガ

キャリブレーションエラーを図で示す

3D検証を表示

トラッカー歪み補正

このプロパティは、追跡システムにおける非物理的エラーの潜在的な修正を可能にします。

可能な設定は次のとおりです:

なし:追跡システムとdisguiseの間のdisguise物理的オフセット (トラッカー>-焦点とトラッカー基点 > -基点 )の

みを構成します。これは理論上は、完全なセットアップ内で必要とされるすべてが含まれています。

単一のゲイン: トラッカーとdisguiseの測定値の間のスケーリングファクターを有効化します。
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ゲイン:X/Y/Z軸で、異なるスケーリングファクターを有効化します。

ゲインとスキュー:スキューを追加し、垂直でないトラッカーの軸とおよそ等価となります。

マトリックス:この設定がUIに追加される前には、トラッカーひずみ補正手法がマトリックスとなっていました。ここ

では、ハードコーディングが行われます。マトリックスは、副次効果としてより多くのひずみを可能にします。

デバッギング

空間キャリブレーションの不良には、数多くの要因があります。可能性のある原因をトラブルシュートする場合は、下

記のワークフローをお勧めします。

プライマリーキャリブレーション

1. 最初のチェックを実行 :

セットが完全にキャリブレーションされた状態であることを確認するには「キャリブレーション再実行」ボタ

ンを押します。これはプロジェクトファイルを再度開いたり、更新する場合に特に重要です。

プライマリー/セカンダリー観測点が正しくラベル付けされていることをチェックします。ズームまたはフォーカ

スの値が変更されたことで、誤って種類の不正として解釈されている可能性があります。

リストエディター内で必要な観測点が有効化されていることをチェックしてください。

2. 観測点デバッガで「解決済み」の結果が適切に見えるかどうかをチェックします。適切ではない場合は、ブロ

ブ検出ステージ内に問題があることを意味します。以下の原因が考えられます:

影などが原因でブロブが間違った場所で検知された。観測点デバッガまたはビュアー内に不良なブロブ

がないかをチェックします。

観測の間にカメラが移動した。

ステージモデルが正確でないかか、あるいはUVが不正確です(例：間違った方法を指しているため、ス

クリーンが反転しているなど)。

レンズがコンテンツを歪曲し、本ソフトウェア内のモデルによってキャプチャされない。例えば、アナモフィッ

クレンズは現在サポートされていません。

フィード出力マッピングが正しく実行されていない

注意 : disguiseコミュニティポータルで、観測点をとるためのヒントとガイドをご確認ください。

https://community.disguise.one/
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3. 「追跡」結果が観測点デバッガで適切に見えるかどうかをチェックします。適切ではない場合は、追跡システ

ム登録に問題があることを意味します。以下の原因が考えられます:

追跡システムのセットアップが適切ではなく、信頼できるデータを受信していない。

追跡システムが物理的に移動したか、観測中にセットアップ項目が変更された。

追跡システム座標系が適切でない(例：軸が反転している、回転の順番が適切でないなど)。デバッグ

ツールの一部これらの分析をサポートできます。

追跡システムはエンコーダに基づいており、物理コンポーネントの測定が適切でないか、歪曲されてい

る。

キャリブレーションの解決メソッドを変更してみてください。

上記を実行しても解決しない場合は、通常の診断内で不適切な観測点を確認することでほとんどの

場合問題を解決できます。

4. 観測点デバッガには問題がなく、バーチャルラインナップレイヤー/コンテンツに問題があるように見える場合

は、トラッキングまたはレジストレーション内のいずれの項目が適切に適用されていないことを意味します。以

下の原因が考えられます:

キャリブレーションが最新ではない。確認するには、「キャリブレーション再実行」ボタンを押します。

追跡システムが物理的に移動したか、セットアップ項目が変更された。

カメラが移動し、移動先でのキャリブレーションが不適切である。この位置内で別の観測点を取りま

す。

ズーム/フォーカスが変更された。

5. これらの問題のいずれも見つからなかった場合は、次のステップでプロジェクト診断を作成します:

この問題を示す観測点をとります(例：観測点デバッガでは問題がないように見えるものの、バーチャ

ルラインアップレイヤーが整列しないなど)。

観測点と同じ位置にカメラを置きます。

カメラの追跡データの短いデバイス録音を撮ります。

カメラフィードのスクリーンショットを撮ります。スクリーンにバーチャルラインアップレイヤーオーバーレイは

使用せずにテストパターンを表示します。

可能であれば、スクリーンにブロブパターンプレビューが表示された状態で、カメラフィードのスクリーン

ショットを撮ります。
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プロジェクト診断をエクスポートし、MRセットプレビューのスクリーンショットとあわせて

support@disguise.one宛に送信してください。

注意 :キャリブレーションに関するヒントや役立つ情報は、disguiseコミュニティポータルでxR Hubをご確認

ください。

mailto:support@disguise.one
https://community.disguise.one/
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空間トラッカーの遅延

概要

「空間トラッカー遅延」フィールドは、disguiseがカメラからイメージを受信してから、あるフレームの追跡システムから関

連する追跡データを受信するまでの間の時差を示します。

ワークフロー

1. MRセットプロパティエディターを開きます。
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2. キャリブレーションを開き、遅延キャリブレーションを左クリックします。

3. トラッカー遅延>設定を開きます。

4. 単一の軸に沿ってカメラを移動させる間のカメラの動きをキャプチャするには、キャプチャを左クリックします。

5. グリッドが最も緊密に整列されている画像を選択します。

6. 残りのグリッドを整列させるため、必要に応じてトラッカー遅延フィールドを調整します(これは視覚に基づいた

主観的な決定です)。

プロパティ

合計キャプチャ時間 :トラッカーの遅延キャリブレーションキャプチャ内で実行されるキャプチャの合計時間 (単

位：秒 )

グリッド線の数 :トラッカー遅延キャリブレーションキャプチャの間に、バックプレートに表示されるグリッド線の数

グリッド線の太さ:トラッカーの遅延キャリブレーションキャプチャ中にバックプレートに表示される線の太さ

トラッカー遅延 (秒 ):ビデオフレームの受信から、対応するトラッキングデータの受信までにかかる時間 :

マイナス値の場合、トラッカーのデータはビデオフレームよりも前に到着します

プラス値の場合、トラッカーのデータはビデオフレームよりも後に到着します

レンズ遅延 (秒 )空間トラッキングデータ到着と、レンズデータ到着の時間差 (秒 )。

マイナス値の場合、レンズデータは空間フレームよりも前に到着します

プラス値の場合、レンズデータは空間フレームよりも後に到着します
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注意 :空間トラッカー遅延キャリブレーションでは通常、キャリブレーション・プロセスの実行中に別

の人がカメラを操作する必要があります。この理由から、空間トラッカー遅延キャリブレーションキャ

プチャの開始を遅らせることが可能になるため、空間トラッカー遅延キャリブレーション・プロセスを

一人だけで行なう場合にはレンズ遅延が役立ちます。
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xRステージアライメントの概要

概要

このトピックでは、xRワークフローにおけるステージのアライメントとキャリブレーションの実行方法について、基本的な手

順を説明します。

ワークフロー

1. テストパターンレイヤー設定

a. LED表面へのダイレクトマッピングでテストパターンレイヤーを追加します。

LEDスクリーンにコンテンツを送信するフィード出力を構成します。

2. バーチャルラインアップレイヤー

a. フロントプレートに設定された空間マッピングを介して、MRセットにマッピングされたバーチャルライン

アップレイヤーを追加します。

3. 映像の遅延を計算します。

a. MRセットの遅延キャリブレーションエディターを使用して、映像受信遅延値を決定します。

b. 遅延キャリブレーションエディターにMRセットとカメラを追加します。

c. キャプチャをクリックし、完了したらディレイキャリブレーションエディターから単一の白いフレームを選

択します。これが起こらない場合、システムが正しくゲンロックされているか確認します。

d. 遅延キャリブレーションエディターの「同期チェック」ツールで、画面が同期していることをテストしま

す。

4. 観測を設定します。

VirtualLineup.html
VirtualLineup.html
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a. MRセットから空間キャリブレーションを左クリックして、空間キャリブレーションエディターを開きます。

b. 正しいMRセットが選択されていること、キャリブレーションを行うカメラが現在のターゲットであることを

確認します。

c. カメラの動きをテストしながら、カメラトラッキングシステムが正しいデータを出力していることを確認しま

す。

d. ステージ上の物理的なカメラを動かして、現実のカメラ位置を設定します。

e. キャリブレーションを行いたい画面が観察対象に含まれていることを確認します。

f. カメラのレンズとLED解像度に比例したブロブサイズと間隔をセットするには、ライブBLOBプレビューを

使用します。

g. ベースとなるズームの位置を設定します。

h. カメラのフォーカスを合わせ、必要であればズームとフォーカスをロックします。

i. 観測を追加します。複数のアングルと位置で繰り返します。

5. トラッキングの遅延を計算する

a. 遅延キャリブレーションエディターを開きます。

b. トラッカーディレイタブを展開します。

c. トラッキング遅延ツールを開き、設定をクリックします。

d. キャプチャを左クリックし、キャプチャを開始します。これにより、カメラが移動している間に一連のフ

レームがキャプチャされます。

e. 物理的なカメラを1軸方向に移動させます。

f. キャプチャされたフレームは、キャプチャされたグリッド線と仮想オーバーレイで表示されます。

g. 仮想オーバーレイと実際のコンテンツが一致するまで、数値を選択してディラートラッカーを調整しま

す。

6. カラーキャリブレーション

注意 : disguiseソフトウェアでカラーキャリブレーションプロセスを実行する前に、必要に応じてすべ

てのLEDスクリーン、カメラ、照明の標準カラーキャリブレーションとバランシングのセットアップルーチ

ンを実行します。
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a. MRセットを開きます。

b. キャリブレーションタブを展開します。

c. カラーキャリブレーションを左クリックし、カラーキャリブレーションエディターを開きます。

d. キャリブレーションにカメラを追加します。1台のカメラ、または複数のカメラを同時にキャリブレーション

することが可能です。

e. プリキャリブレーションタブ内のキャプチャを左クリックします。

f. プレビューで純色が表示されるまで、テストごとのフレーム数を増やします。

g. キャリブレーションタブで、キャプチャするカラーステップの数を選択します。

h. 左クリックで実行します。

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
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ビデオ受信の遅延

概要

キャリブレーションの遅延は、xRワークフローの重要な部分です。この設定が正しく行われていない場合、拡張設定と

LEDスクリーン出力の同期が正確に行われません。

ユーザーがキャリブレーションで決定する遅延は、すべてのシステム内で2種類あります。

最初の項目は、disguiseハードウェアのフレームのレンダリングと、対応するビデオフレームを受信するまでの時間で

す。これはビデオ受信遅延と呼ばれます。

二番目の項目は、追跡システムがカメラの位置を計算してから、データがdisguiseソフトウェアによって受信され処理

されるまでの時間です。これはトラッカーの遅延と呼ばれます。

MRは、レイテンシのゲームです。システムのコンポーネントはすべて独立して移動し、一体化された画像を維持する

には画像取得後に歪み補正が必要です。これらの遅延の値は、disguiseと追跡ソースがカメラ・センサーを追跡する

ことを可能にします。

ワークフロー

ビデオ受信遅延は、スクリーンに正確に出力されたブロブをカメラがキャプチャすることを可能にします。遅延が高すぎ

たり低すぎたりする場合、正確なフレームがキャプチャできなくなります。これは、ストラクチャードライトパターンが認識

できないことを意味する場合があります。

ビデオ受信遅延のセット :

1. MRセット エディターを開きます。

2. ｢キャリブレーション｣タブを開きます

3. MRセットをキャリブレーション遅延ツールに追加します。

1. ｢キャリブレーション遅延｣をクリックします
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2. キャリブレーション遅延の機能は現在のカメラターゲットであらかじめ入力されていますが、別の組合わせのカ

メラを追加するか、削除することもできます。

4. ｢キャプチャ｣をクリックします

5. disguiseソフトウェアは、MRセットに割り当てられたすべての出力に対して1つの白色のフレームを出力しま

す。

6. キャプチャを確認します:

白色フレームが2つのフレーム上で割れている場合、LEDプロセッサーのフェーズオフセットを調節する必要が

あります。

白色フレームが複数のフレーム内に完全に収まっている場合は、カメラのシャッター角度を調節します。これ

でカメラ・シャッターがより迅速に閉じられ、白色フレーム１つのみをキャプチャします。

7. 単一の白色フレームがキャプチャされたら、白色フレームを左クリックします;遅延の値は、エディター内に自動

的に入力されます。

8. スクリーンが同期されているかをテストします:

この時点では、スクリーンが互いに同期されているかどうかをチェックします;遅延キャリブレーションウィジェットの

同期チェック・ツールを使って実行します。

9. ｢同期チェック｣タブを拡張し、拡張設定とLEDスクリーンが同じフレームで点滅していることを確認します。

10. ストロボを開始し、拡張設定とLEDスクリーンが同期されているかどうかをxRトランスミッション出力で確認し

ます。
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プロパティ

キャプチャ操作

テストの間にキャプチャされたイメージが、Windowsプロジェクトファイル構造のデバッグフォルダーに保存される

かどうか、またはキャプチャされライブでアクセスを行うかどうかを決定します。

キャプチャするフレーム数。

ユーザーが定義した、キャプチャ登録でキャプチャするフレームの数です。

キャプチャ

クリックすると、出力内のフレームの設定数をキャプチャします。ビデオ受信遅延 (秒):正確な白色フレーム上で

クリックすることで自動で入力される、受信ビデオフレームの遅延値です。

同期チェック

ビデオ受信遅延値が正確かどうかを確認するためのツールです。
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Virtual Zoom

概要

Using Virtual Cameras allow xR to overcome the limitation of only being able to show content from the position

of a real camera, which can be somewhat restrictive, particularly for small xR stages.

Assuming that the performers/real content are captured within the frame, using a virtual camera allows you to

control the position, rotation , and zoom of the virtual camera, which then reduces the size of the captured frame

rendered to the set extension around the outside.

A dolly movement away from the subject in a similar manner can be created as well when using a virtual

camera, allowing you to recreate shots from as far away as you like even with a small stage.

この目的は、実物カメラの入力を適応 /移動させ、カメラ自体の物理的なズーム以上に縮小することです。This

effect greatly increases the possible range of shots and effects from small xR stages.

ワークフロー

1. MRセットを作成したことを確認します。

2. 遅延のキャリブレーションが実行されていることを確認します。

3. ステージに別のカメラを追加します。

4. アクション位置のライブ基準点をセットします。

5. マップコンテンツ

6. AnimateCameraPresetレイヤーを追加します。

7. カメラ位置を設定します。

8. レンズ歪みを設定します。
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注意 :バーチャルのカメラの動作は、物理的なカメラが静的な場合のみ実行します。物理的なカメ

ラが移動している時は再射影エラーが生じ、またコンテンツ内に「揺れ」あるいはその他の影響が発

生することがあります。

例

1. シーンの実物オブジェクト (例えば人物 )の平均位置を表わすオブジェクトをステージに追加します。

2. カメラエディター内で、アクション位置のライブ基準点をセットします。

3. xxマッピングを使用して、ステージに3Dコンテンツをマッピングします。

4. タイムラインにAnimateCameraControlレイヤーを追加します。

5. レイヤー内のカメラのアニメーションのチェックを解除します。これは、トラッカーから受信した実物カメラ・ポジ

ションをレイヤーが上書きすることを防ぎます。

6. AnimateCameraControlレイヤー内のバーチャルカメラに変更を加えることで、カメラ位置をセットします。バー

チャルカメラ座標を相対位置またはグローバルのいずれで適用するかを選ぶことができます。

7. レンズに著しい歪みがある場合は、バーチャルのカメラの動きにつれてより明確になる場合があります。If so,

consider reducing the Radial mask scale in your Camera Settings.

Additional information:

When using virtual zoom and while moving the real camera, you may see the set extension detach due to

latencies in the system as well as the camera's movement. This will not be as noticeable when using a local

Notch block. However, when using RenderStream there is an extra delay we have to account for: the Camera

Plate Reprojection Distance. Normally we reproject the content to match the new position of the camera, but

with virtual zoom we don’t do this because we want to keep the set extension in the same place.
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xRワークフロー概要

このワークフローガイドは、手順を追った例を通してdisguisexRの使用開始法とワークフローを説明します。

Disguise xRワークフローは、次の主なトピックから構成されます:

1. xRプロジェクトセットアップ

2. ビデオ受信の遅延

3. 観測点の選択

4. 空間キャリブレーション

5. 空間トラッカーの遅延

6. カラーキャリブレーション

7. 拡張設定の管理

8. バーチャルカメラ

9. カメラ切り替え

10. クラスターレンダリング
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xRプロジェクト設定

ワークフローで使用するプロジェクトを設定する際の基本的な考え方をxR説明します。

概要

ワークフローで使用するプロジェクトを設定する際の基本的な考え方をxR説明します。

ワークフロー

1. 必要に応じてdisguiseプロジェクト を新規作成します。

2. 必要に応じてディレクター/アクターの設定 を行います。

3. LEDセットアップをステージ上で正確に表現します。

4. カメラの設定を行います。

5. Genlockを設定します。

6. プロジェクトのリフレッシュレートと出力のリフレッシュレートが一致することを確認します。

7. フィード出力の解像度 が設定されていることを確認します。

8. 必要に応じて空間キャリブレーションを実行します。

9. 必要に応じてRenderStreamコンテンツを設定します。
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xRステージ設定

概要

このトピックでは、LEDステージのxRキャリブレーション向けに、disguiseソフトウェア内でのバーチャルステージとカメラ設

定について説明します。

ワークフロー

1. ステージにLEDスクリーンを追加します。xRワークフローでは、LIDARスキャンとUVアンラップOBJメッシュが最

適です。

2. ステージにカメラを追加します。

3. 物理的ステージカメラのビデオ出力をdisguiseサーバーのビデオ入力に接続します。

4. 物理的なカメラ設定(ホワイトバランス、フレームレートとゲンロック・ステータスを含む)を確認し、構成しま

す。

5. ビデオ入力パッチエディタで、ビデオ入力をステージのカメラにパッチします。

6. ビデオ入力パッチエディタでプレビューを実行し、カメラの映像が正しい信号で受信されていることを確認しま

す。

7. カメラ追跡システムをチェックして設定します。

8. カメラ追跡システムにリンクさせる位置受信デバイスを作成します。

9. 位置受信デバイスに、カメラ追跡システムに依存する追跡ドライバを追加します。

10. ドライバを追跡するカメラを選択します。

11. disguiseソフトウェア内のドライバを、バーチャルカメラに割り当てます。

12. カメラ追跡システムからの受信データをモニターし、時間通りにデータを受信していることを確認します。

13. MRセットを作成します。

../../Configuring/Devices/Automation/Old_Creating-a-new-Motion-Controller.html
../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
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14. オプションとして、拡張設定メッシュを追加します。

15. MRセットにLEDスクリーンを追加します。

16. 必要な場合、MRセットにカメラを追加します。

17. 複数のカメラを使用する場合は、間接コントローラーを設定してテストします。
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RenderStreamフェールオーバー

ライブイベントでは、アクティブなバックアップが重要です。RenderStreamフェールオーバー機能では、ルールとスイッチ

入力を設定することで、ストリームが動作しない場合にサーバーがアンダースタディに切り替わるようにできます。

ワークフロー

以下の手順でフェイルオーバー用のRenderStreamを設定します。

1. RenderStreamレイヤーを作成します。

2. クラスタプールを作成します

3. クラスタープール内のRenderStreamアンダースタディマシンを割り当てます。

4. クラスター・アサイナーを作成します

5. 新規チャネルマッピングを作成します

6. ワークロードを開始します;すべてのレンダーマシンとアンダースタディが、プロジェクトのインスタンスを起動しま

す

7. d3netネットワークセッションウィジェットを使用して、レンダーマシンとアンダースタディを監視および制御します;

必要に応じてネットワークセッションウィジェット内でアンダースタディに切り替え、障害が発生したストリームで

「障害としてマーク」を使用すると、disguiseが自動的にアンダースタディに切り替わります。
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RenderStream r17.x.x
RenderStream is the proprietary disguise protocol for controlling third party render engines from disguiseソ

フトウェア.This topic covers the r17.x.x implementation of RenderStream.

Overview

This topic is intended to outline the basic steps involved in creating and assigning content to RenderStream

sources.Once the configuration steps in this topic are complete, sequencing of the third party render engine can

be accomplished via the RenderStream layer.

The current implementation of RenderStream is to allow sequencing and sharing of content from the third party

render engine to disguiseソフトウェア, much like how Notch works onboard a gx, albeit running on an external

machine.

The RenderStream plugins for Unity & Unreal Engine are available in the downloads centre.

Uncompressed Vs.Compressed

RenderStream Uncompressed requires the use of a 25GbE network interface to stream uncompressed, 10bit

video data.25GbE network interfaces are currently only available on vx machines.To test RenderStream

Uncompressed appropriately, access to multiple machines and the networking equipment specified is

required.Testing RenderStream Uncompressed also requires both a RenderStream Send License and a

RenderStream Uncompressed License.

RenderStream Compressed uses NDI to stream compressed, 8bit video data.Testing with NDI can be done

locally and therefore no additional machines or networking equipment is required.Also, no licenses are needed

for testing NDI; however, a watermark will be present.

Notes

注意 : RenderStream output streams can take a short amount of time to be created.

https://download.disguise.one/#resources
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注意 : When RenderStream output streams are not in use no changes will be recorded and they will

run at 0fps to mitigate any drain on resources.

注意 : When adding a plugin to a UE/Unity project, it is important that it is placed in the correct

location and that the folder containing the plugin files is named correctly otherwise the engine may

crash:

In UE: PROJECT_ROOT/Plugins/DisguiseUERenderStream.

In Unity: PROJECT_ROOT/Assets/DisguiseUnityRenderStream.

注意 : Plugins are not hot swappable.If you are required to update your plugin then it is important

that you remove all references to the old one within the project otherwise spurious errors will be

thrown.

In UE: delete RenderStreamMediaOuput from the Content Browser and then recreate it.You will

then need to adjust the Blueprint accordingly.

In Unity: remove the DisguiseRenderStream component from any camera that may be using it

and then reapply it.

Notch

Notch_Host is a secondary application that is included as part of the main installation process.The purpose of

this application is to load Notch blocks externally to disguiseソフトウェアand create RenderStream output

streams which can be accessed by all machines across the same network.

Notch_Host testing can be conducted locally as data is delivered through NDI and therefore no special network

hardware is required.
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Setup Notch_host.exe

1. Launch Notch_host.exe

a. Place Notch blocks within the Block Path specified at the top

This folder will be on the D:/ drive on an rx machine

b. If a new version of the block is added, the block will be reloaded by Notch host

2. Wait until blocks are loaded and streams are created
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3. Instances are automatically created for each block loaded, but you can create more manually if

needed.

4. Streams can now be Added, Edited or Removed

5. The instances can be controlled from disguiseソフトウェア via the RenderStream layer.

Sequencing Notch_host
For information on sequencing Notch_host, see the RenderStream Layer topic for more information.

Unity

Unity is a third-party game engine that can be used to create 3D scenes.Unity projects can be adapted such that

they create RenderStream output streams using disguise's Unity plugin.This plugin supports both camera and

non-camera based mappings.

警告 : Currently, remote parameter control of Unity is not supported.

Setting up the plugin

1. Download and install the third-party software - Unity

2. Launch Unity

3. Create and configure the Unity project by doing the following

http://help.disguise.one/Content/Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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a. Navigate to Projects and select New

b. Name the project and select Create

c. Open the project folder and place the plugin inside the Assets folder

Setup the project scene

1. Launch the project

2. Select File → Build Settings → Player Settings…→Other Settings

3. Set Api Compatibility Level to .NET 4.x.

4. Return to the scene

5. Select the default camera from the scene

6. Select Add Component at the bottom of the Inspector panel

7. Add the DisguiseCameraCapture component

8. Hit the play button

9. Sequencing can now be performed via the RenderStream layer.

Unreal Engine

Unreal Engine (UE) is a third-party game engine that can be used to create 3D scenes.Unreal projects can be

adapted such that they create RenderStream output streams using disguise’s UE plugin.This plugin contains

several components that enable both camera based mappings with tracking as well as non-camera based (2D)

mappings (e.g. direct).

../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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Setup

1. Setup

2. Download and install the third-party software: UE

3. Sign in

4. Create and configure the Unreal project:

Launch UE

Create a new Game project with default settings

Select Edit → Project Settings…

Search for alpha

Set Postprocessing to Allow through tonemapper

If outputting Compressed:

Set Frame Buffer Pixel Format to ‘8bit RGBA’

If outputting Uncompressed:

Set Frame Buffer Pixel Format to ‘10bit RGB, 2bit Alpha’

5. Close UE

Open the project folder and create a new folder called Plugins

Place the plugin in the Plugins folder

6. Setup the project scene:
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a. Launch UE and load the project

b. Right-click in the Content Browser and select Media → Render Stream Media Output

c. Double-click NewRenderStreamMediaOutput

d. If outputting Compressed:

i. Set Output Format to any of the NDI options

e. If outputting Uncompressed:

i. Set Output Format to any of the Uncompressed options

f. Search for “Camera” in the Place Actors panel

g. Drag and drop a new Camera into the scene

h. [Optional] Position the Camera Actor accordingly

7. Setup the project Blueprint:

a. Click Blueprint in the Toolbar and select Open Level Blueprint

b. Right-click in the Event Graph and add an Event BeginPlay action

c. Drag out from the white pin on Event BeginPlay and add a ‘Start Capture’ action

d. Set the Media Output option on Start Capture to NewRenderStreamMediaOutput

e. Right-click Return Value on Start Capture and select Promote to Variable

f. Right-click in the Event Graph and add and Event End Play action

g. Drag out from the white pin on Event End Play and add a ‘Stop Capture’ action
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h. Connect the blue pin on Stop Capture to the free blue pin on SET

i. For camera based mappings:

j. Return to the scene

k. Select the CameraActor from the World Outliner panel

l. Drag and drop the CameraActor into the Blueprint’s Event Graph

m. Connect the blue pin on the CameraActor component to the blue Camera pin on Start

Capture

n. Compile and Save the project

8. Start playback:

a. Click the dropdown pin next to Play in the Toolbar

b. Select New Editor Window (PIE)
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Exposed Parameters
The Unreal plugin allows you to expose variables within UE that can be used to control the parameters of the

Actors within the environment.These variables will be presented as parameters within the RenderStream

layer in disguiseソフトウェア.Modifying the value of a parameter in turn changes the value of the corresponding

variable within UE thus altering the parameter/s of the selected Actor within the scene.

Creating and configuring a variable within the level Blueprint

1. Click the Add button next to Variables within the My Blueprint panel

2. Name the variable according to the desired property (e.g. Fog Visibility)

3. Select the variable

4. Set the Variable Type in the Details panel according to the desired property (e.g. visibility == boolean)

5. Enable Instance Editable

6. [Optional] Set Category to the name of the menu you wish the parameter to appear under in the

RenderStream layer

7. [Optional] Configure ranges for the value

8. Compile

9. Set your desired Default Value for the variable in the Details panel

Assigning an action to the variable

1. Right-click and create and Event Tick action

2. Return to the scene

3. Select an Actor from the World Outliner panel (e.g. Atmospheric Fog)

../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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4. Drag and drop the Actor into the Blueprint’s Event Graph

5. Drag out from the blue pin on the Actor component and create any new Rendering Component Action

(e.g. Set Visibility)

6. Drag out from the white pin on the Event Tick action and connect it to the white pin on the left-side of

the Rendering Component Action

7. Drag out from the New Component_Name pin (e.g. New Visibility) on the Rendering Component

Action and create a Get Variable_Name action

8. Compile and Save

9. Start playback

10. Open the RenderStream layer in disguiseソフトウェアand modify parameter value/s

Levels/Scenes
The Unreal plugin allows you to generate scenes from the levels in a project.This functions similarly to how the

‘Effects’ parameter in Notch blocks work.Levels in UE can be composed of any number of Actors.The Actors

within a level other than the persistent level are unique to that level.The Actors within the persistent level are

shared across all levels.Parameters exposed in levels other than the persistent level will only be available

when the corresponding scene is chosen in the RenderStream layer.Parameters exposed in the persistent

level will be available across all scenes in the RenderStream layer.

Configure the plugin

1. Select Edit → Project Settings…

a. Navigate to Plugins → Disguise RenderStream in the left panel

b. Enable Generate Scenes from Levels

2. Create a level:

../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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a. Return to the scene

b. Select any Actor from the World Outliner panel (e.g. Chair)

c. Select Window→ Levels from the scene window

d. Click the Levels dropdown and select Create New with Selected Actors

e. Name the level and save

f. Build (UE may throw errors at this point but it will recover)

3. Start playback

4. Open the RenderStream layer in disguiseソフトウェアand modify the Scene parameter.
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RenderStream r18
RenderStreamは、disguiseソフトウェアからサードパーティのレンダーエンジンを制御するための独自のdisguiseプロ

トコルです。このトピックでは、クラスタレンダリング機能を含むRenderStreamのr18の実装について説明します。

警告 : クラスタレンダリングでは、同じdisguise製品レンジのレンダーノードを使用することが推奨

されます(例：すべてのrxシリーズマシン)。異なる製品レンジのマシンを混在させることは未検証

であり、サポートされていません。

概要

RenderStreamは、サードパーティのレンダリングエンジンからdisguiseソフトウェアへのコンテンツのシーケンスと共有を

可能にします。これは、Notchがgx上で動作するのと同じですが、当社独自の外部レンダーノードであるrx上で動作

します。

このトピックでは、Unrealエンジン、Unity、Notchで使用するRenderStreamを設定する基本的な手順を説明しま

す。ここで説明した設定手順が完了すると、disguiseソフトウェアソフトウェア内のRenderStreamレイヤーを介して、

サードパーティのレンダリングエンジンのシーケンスが可能になります。

UncompressedとCompressedの比較

RenderStream Uncompressedでは、25GMellanoxのネットワークインターフェースを使用して、非圧縮の10ビットビ

デオデータをストリーミングする必要があります。RenderStreamUncompressedを適切にテストするには、複数のマ

シンと指定されたネットワーク機器へのアクセスが必要です。また、RenderStream Uncompressedのテストには、

RenderStreamSendライセンスとRenderStream Uncompressedライセンスの両方が必要です。
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RenderStream Compressedは、NDIを使用して8ビットの圧縮ビデオデータをストリーミングします。NDIのテストは

ローカルで行うことができるため、追加のマシンやネットワーク機器は必要ありません。また、NDIのテストにはライセン

スは必要ありませんが、ウォーターマークが表示されます。

プラグイン

disguiseと通信するには、UnrealとUnityの両方で、レンダーノードにプラグインをインストールする必要があります。

最新のプラグインについてはdisguise Githubをご覧ください。

クラスターレンダリング

クラスターレンダリングの使用で得られるメリットの一部をご紹介します:

1. クラスターレンダリングでは、リアルタイムコンテンツを無制限にスケールアウトすることで、レンダリングエンジン

のコンテンツを複数のdisguiseサーバーに分散させることができます。

2. 各マシンでは、最終的なコンテンツのフレームの断片をレンダリングすることで、レンダリング能力を高め、コン

テンツを希望の品質でディスプレイに表示できます。

3. クラスターレンダリングGPUパワーを気にすることなく、最高の品質、ディテール、フレームレートでリアルタイム

コンテンツをレンダリングします。

ワークフロー

RenderStreamレイヤーでクラスターレンダリングを設定

1. RenderStreamレイヤーを新規作成します。

2. カメラベースのマッピングの場合：

https://github.com/disguise-one
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a. ステージに新しいカメラを追加します。

b. 新しいカメラプレート /空間マッピングを作成します。

c. マッピングにカメラを追加します。

3. アセットを選択し、自身のアセットを選びます。

4. アセットを右クリックして、エディターを開きます。

a. ソースマシンをアセットのあるマシンに設定します(コンテンツの同期に使用 )。

5. クラスタプールを選択し、新しいクラスタを作成します。

6. クラスタープール内で：

a. 目的のマシンを追加します。

7. クラスタアサイナーを選択し、新規にMultiChannelClusterAssignerを作成します。

8. MultiChannelClusterAssigner内で：

a. アセットを選択します。

b. チャネルの作成を選択します。

c. 各チャネルのクラスターアサイナーまたはデフォルトのクラスターアサイナー内で：

i. 配信ストラテジーとビデオトランスポートのオプションを選択します( トランスポートの設定を

変更するには、ワークロードの再起動が必要 )。

9. デフォルトセパレータを拡大し、MultiChannelMapを右クリックし、エディターを開きます：
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a. チャネルの作成を選択します。

b. 各チャネル(フロントプレートなど)に1つ以上のマッピング(通常のdisguiseマッピング)を割り当てま

す。チャネルとマッピングの組み合わせによって、新しいワークロードが作成されます。

ワークロードを右クリックし、エディターを開きます。

1. クラスタープールのマシンにコンテンツがない場合や、プロジェクトが変更された場合は、「同期」を押します。

2. すべての同期タスクに完了マークがついていることを確認します。

3. 開始を左クリックします。

4. ワークロードの状態が実行中に切り替わるのを待ちます。

注意 : RenderStreamの出力ストリームは、作成に多少時間がかかります。

注意 : RenderStreamの出力ストリームが使用されていない場合は変更は記録されず、リソースの消

耗を軽減するために0fpsで実行されます。

レンダーエンジンでの設定

特定のレンダーエンジンでRenderStreamを設定するには、以下のリンクをご利用ください：

Unrealエンジン

Unity

Notch

フラクタム内外のワークフロー

カメラの視野内にあるMRセットにコンテンツをマッピングするだけでなく、カメラの視野外にあるMRセット にも同時に

別のコンテンツをマッピングできます。これにより、カメラが空間を追跡している間、コンテンツからの自然な照明や色

がパフォーマンスエリア内のタレントやオブジェクトを照らすことができます。以下の手順で、このワークフローを設定し
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ます:

1. disguiseプロジェクトにRenderStreamレイヤーを追加します

2. クラスターを追加し、これをSingle RenderStreamとして設定します

3. クラスターにアセットを追加し、自動表示されるアセットリストから目的のストリームを選択します。

注：Disguiseソフトウェアでアセットを自動検出するためには、レンダーエンジンプロジェクトが起動している

必要があります。

4. RenderStreamレイヤーをMRセットの正しい空間マッピングに割り当てます。

5. 好きなシーンレベルを選択します。

この時点で、内側のフラクタムにマッピングされたコンテンツがLEDスクリーンに表示されます。

6. 2つ目のストリームを作成するため、Unrealエンジンプロジェクトの別のインスタンスを開きます。

7. disguiseソフトウェアで、ステージにもう一つのカメラを追加します。このカメラの名前を「フラスタムカメラから」

などとします。

8. このカメラを1台目のカメラとほぼ同じ位置に置き、カメラのサムネイルにLED全体が写るように視野角を

120などの大きな値に変更します。

9. 2台目のカメラを参照する2つ目のMRセットを作成し、ターゲットとして同じLEDスクリーンを選択します。

10. RenderStreamレイヤーを複製します。

11. Single RenderStreamクラスターとして新しいクラスターを作成します。

12. アセットを追加し、アセットリストで2つ目のインスタンスRenderStreamを選択します。

13. 2つ目のMRセットにマッピングを変更します

14. 2つ目のMRセットのカメラプレートをbackplateに設定する(デフォルトはFrontplate)。

この時点で、カメラのフラスタムの外側のLEDスクリーンにコンテンツがマッピングされています
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15. 内側のフラスタムストリームの端にフェザリングを加えるため、最初のカメラのプロパティウィンドウに1.2のよう

なわずかなオーバースキャン量を追加し、わずかに幅を広げることができます。

16. 次に、1つ目のRenderStreamレイヤーのMRセットマッピングにも、ソフトエッジマスクを追加します。

RenderStreamレイヤーエディタを開き、MRセット (空間 )マッピングを右クリックします。開いたら、このレイ

ヤーに新しいソフトエッジマスクを作成します。マスクの作成について詳しくは、こちらのリンクをご覧ください。
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RenderStream r19
RenderStreamは、サードパーティのレンダリングエンジンをdisguiseソフトウェアから制御する独自のdisguiseプロトコ

ルです。このトピックでは、Remote Texture Parameters、3D Object Transforms、Failoverなど、RenderStream

特有のワークフローを紹介します。

概要

RenderStreamは、サードパーティのレンダリングエンジンからdisguiseソフトウェアへのコンテンツのシーケンスと共有を

可能にします。これは、Notchがgx上で動作するのと同じですが、当社独自の外部レンダリングノードであるrx上で動

作します。

このトピックでは、Unrealエンジン、Unity、Notchで使用するRenderStreamを設定するための基本的な手順を説明

します。ここで説明した設定手順が完了すると、disguiseソフトウェアソフトウェア内のRenderStreamレイヤーを介し

て、サードパーティのレンダリングエンジンのシーケンスが可能になります。

UncompressedとCompressedの比較

RenderStreamUncompressedでは、25G Mellanoxのネットワークインターフェースを使用して、非圧縮の10bitビデ

オデータをストリーミングする必要があります。To test RenderStreamUncompressedを適切にテストするためには、

複数のマシンと指定されたネットワーク機器へのアクセスが必要です。また、RenderStream Uncompressedのテス

トには、RenderStreamSendライセンスとRenderStream Uncompressedライセンスの両方が必要です。

RenderStream Compressedは、高度なH.265圧縮により、安定したコンテンツ品質を提供します。また、高周波

圧縮を選択できるようになり、優れた信頼性のあるネットワークを介して、コンテンツの細部まで確実に表示されま

す。
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プラグイン

disguiseと通信するには、UnrealとUnityの両方で、レンダーノードにプラグインのインストールが必要となります。最

新のプラグインについては disguise Githubをご覧ください。

クラスターレンダリング

警告 : クラスタレンダリングでは、同じdisguise製品レンジのレンダーノードを使用することをお勧

めします(例：すべてのrxシリーズマシン)。異なる製品レンジのマシンを混在させることは推奨さ

れておらず、サポートされていません。ただし、rxタイプとrxIIタイプを混在させることは可能です。

ここでは、クラスターレンダリングを使用することで得られるメリットをいくつかご紹介します:

1. クラスターレンダリングでは、リアルタイムコンテンツを無制限にスケールアウトすることで、レンダリングエンジン

のコンテンツを複数のdisguiseサーバーに分散させることができます。

2. 各マシンでは、最終的なコンテンツのフレームの断片をレンダリングすることで、レンダリング能力を高め、希

望の品質でコンテンツをディスプレイに表示できます。

3. クラスターレンダリングGPUパワーを気にすることなく、最高の品質、ディテール、フレームレートでリアルタイム

コンテンツをレンダリングします。

RenderStreamフェールオーバー

ライブイベントでは、アクティブなバックアップが重要です。新しいフェイルオーバー機能では、ルールやスイッチ入力を

設定することで、ストリームが動作しない場合に、サーバーをUnderstudyに切り替えることができます。以下の手順

でRenderStreamのフェイルオーバーを設定してください。:

1. RenderStreamレイヤーを新規作成します

2. クラスタプールを作成します

3. RenderStream Understudyマシンを割り当てます

https://github.com/disguise-one
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4. マルチチャネル・クラスター・アサイナーを作成します

5. クラスター・アサイナーで「エンジンアニメーションの同期」のチェックを外します

6. MultiChannelMapを作成し、必要に応じてアセットにサーフェスを割り当てます。注意：同じ

MultiChannelMap内のマッピングはすべて同じ解像度である必要があります;これは、ストリームを切り替え

るために必要です

7. ワークロードを開始します;すべてのレンダーマシンとアンダースタディが、プロジェクトのインスタンスを起動し

ます

8. 必要に応じて、ネットワークウィジェット内の代役に切り替えます。失敗したストリームに「失敗としてマークす

る」を使用すると、disguiseは自動的に代役のRenderStreamマシンに切り替わります。

ワークフロー

クラスターレンダリングをRenderStreamレイヤーで設定し

ます。

1. RenderStreamレイヤーを新規作成します。

2. カメラベースのマッピングの場合：
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a. ステージに新しいカメラを追加します。

b. 新しいカメラプレート /空間マッピングを作成します。

c. マッピングにカメラを追加します。

3. アセットを選択し、自身のアセットを選びます。

4. アセットを右クリックして、エディターを開きます。

a. ソースマシンをアセットのあるマシンに設定します(コンテンツの同期に使用 )。

5. クラスタプールを選択し、新しいクラスタを作成します。

6. クラスタープール内で：

a. 目的のマシンを追加します。

7. クラスタアサイナーを選択し、新規にMultiChannelClusterAssignerを作成します。

8. MultiChannelClusterAssigner内で：

a. アセットを選択します。

b. チャネルの作成を選択します。

c. 各チャネルのクラスターアサイナーまたはデフォルトのクラスターアサイナー内で：

i. 配信ストラテジーとビデオトランスポートのオプションを選択します( トランスポートの設定を

変更するには、ワークロードの再起動が必要 )。

9. デフォルトセパレータを拡大し、MultiChannelMapを右クリックし、エディターを開きます：
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a. チャネルの作成を選択します。

b. 各チャネル(フロントプレートなど)に1つ以上のマッピング(通常のdisguiseマッピング)を割り当てま

す。チャネルとマッピングの組み合わせによって、新しいワークロードが作成されます。

ワークロードを右クリックし、エディターを開きます。

1. クラスタープールのマシンにコンテンツがない場合や、プロジェクトが変更された場合は、「同期」を押します。

2. すべての同期タスクに完了マークがついていることを確認します。

3. 開始を左クリックします。

4. ワークロードの状態が実行中に切り替わるのを待ちます。

注意 : RenderStreamの出力ストリームは、作成に多少時間がかかります。

注意 : RenderStreamの出力ストリームが使用されていない場合は変更は記録されず、リソースの消

耗を軽減するために0fpsで実行されます。

レンダーエンジンでの設定

特定のレンダーエンジンでRenderStreamを設定するには、以下のリンクをご利用ください：

Unrealエンジン

Unity

Notch

フラクタム内外のワークフロー

カメラのフラスタム内にあるMRセットにコンテンツをマッピングするだけでなく、カメラの視野外にあるMRセットにも同時

に別のコンテンツをマッピングすることができます。これにより、カメラが空間を追跡している間、自然な照明とコンテン
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ツの色がパフォーマンスエリア内のタレントやオブジェクトを照らすことができます。以下の手順で、このワークフローを

設定します:

1. Disguiseプロジェクトにを追加RenderStreamレイヤーを追加します

2. クラスタを追加し、これをSingle RenderStreamとして設定します。

3. クラスタにアセットを追加し、自動表示されるアセットリストから希望のストリームを選択します。注

意：disguiseソフトウェア内でアセットが自動検出されるためには、レンダーエンジンプロジェクトが稼働してい

る必要があります。

4. RenderStreamレイヤーをMRセットの正しい空間マッピングに割り当てます。

5. 必要なシーンレベルを選択します。

この時点で、内側のフラクタムにマッピングされたコンテンツがLEDスクリーンに表示されます。

6. 2つ目のストリームを作成するために、Unrealエンジンプロジェクトの別のインスタンスを開きます。

7. disguiseソフトウェアでは、ステージに別のカメラを追加します。このカメラの名前を「フラスタムカメラから」な

どとします。

8. このカメラを1台目のカメラとほぼ同じ場所に置き、カメラのサムネイルにLED全体が写るように視野角を

120などの大きな値に変更します。

9. 2台目のカメラを参照する2つ目のMRセットを作成し、ターゲットとして同じLEDスクリーンを選択します。

10. RenderStreamレイヤーを複製します

11. Single RenderStreamクラスタとして新しいクラスタを作成します

12. アセットを追加し、アセットリストで2つ目のインスタンスRenderStreamを選択します。

13. 2つ目のMRセットにマッピングを変更します。

14. 2つ目のMRセットのカメラプレートをbackplateに設定します(デフォルトはFrontplate)。

この時点で、カメラのフラスタムの外側のLEDスクリーンにコンテンツがマッピングされています。
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15. 内側のフラスタムストリームの端にフェザリングを加えるために、最初のカメラのプロパティウィンドウに1.2のよう

なわずかなオーバースキャン量を追加して、わずかに幅を広げることができます。

16. 次に、1つ目のRenderStreamレイヤーのMRセットマッピングにもソフトエッジマスクを追加します。

RenderStreamレイヤーエディターを開き、MRセット (空間)のマッピングを右クリックします。開いたら、このレ

イヤーに新しいソフトエッジマスクを作成します。マスクの作成について詳しくは、こちらのリンクlinkをご覧くだ

さい。

リモート・テキスチャー・パラメーター

UnrealエンジンやUnityのシーンをdisguiseソフトウェア内でコントロールするために、さらに多くの露出したパラメータを

使用することで、創造性を発揮し、簡単にリアリティを得ることができます。リモートテクスチャを使って、静止画、反

射、背景、パワーポイントスライド、動画など、様々な形式のコンテンツを動的に置き換えられます。さらに、ライブビ

デオをUnrealエンジンに直接ストリーミングすることもできます。

特定のレンダーエンジンでRenderStreamを設定するには、以下のリンクをご利用ください：

Unrealエンジン

Unity

文字列パラメータと3Dオブジェクトの変換

disguiseソフトウェアでテキストを作成する際のワークフローを効率化し、好きなように変形させることができます。

UnrealエンジンやUnityのテキストコンテンツをdisguiseソフトウェア内のタイムラインに表示し、キーフレームや3Dオブ

ジェクトトランスフォームを使って素早く移動できます。

特定のレンダーエンジンでRenderStreamを設定するには、以下のリンクをご利用ください：

Unrealエンジン

Unity
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RenderStream
RenderStreamは、サードパーティのレンダリングエンジンをdisguiseソフトウェアから制御する独自のdisguiseプロトコ

ルです。

概要

RenderStreamは、サードパーティのレンダリングエンジンからdisguiseソフトウェアへのコンテンツのシーケンスと共有を

可能にします。これは、Notchがgx上で動作するのと同じですが、当社独自の外部レンダリングノードであるrx上で動

作します。

このトピックでは、Unrealエンジン、Unity、Notchで使用するRenderStreamを設定するための基本的な手順を説明

します。ここで説明した設定手順が完了すると、disguiseソフトウェアソフトウェア内のRenderStreamレイヤーを介し

て、サードパーティのレンダリングエンジンのシーケンスが可能になります。

UncompressedとCompressedの比較

RenderStreamUncompressedでは、25G Mellanoxのネットワークインターフェースを使用して、非圧縮の10bitビデ

オデータをストリーミングする必要があります。To test RenderStreamUncompressedを適切にテストするためには、

複数のマシンと指定されたネットワーク機器へのアクセスが必要です。また、RenderStream Uncompressedのテス

トには、RenderStreamSendライセンスとRenderStream Uncompressedライセンスの両方が必要です。

RenderStream Compressedは、高度なH.265圧縮により、安定したコンテンツ品質を提供します。また、高周波

圧縮を選択できるようになり、優れた信頼性のあるネットワークを介して、コンテンツの細部まで確実に表示されま

す。

プラグイン

disguiseと通信するには、UnrealエンジンとUnityの両方で、レンダーノードにプラグインのインストールが必要となりま

す。最新のプラグインについては disguise Githubをご覧ください。

../../Sequencing/Layers/Sequencing/Layers/Layer-Types/Content/RenderStream.htm
https://github.com/disguise-one
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クラスターレンダリング

警告 : クラスタレンダリングでは、同じdisguise製品レンジのレンダーノードを使用することをお勧

めします(例：すべてのrxシリーズマシン)。異なる製品レンジのマシンを混在させることは推奨さ

れておらず、サポートされていません。ただし、rxタイプとrxIIタイプを混在させることは可能です。

ここでは、クラスターレンダリングを使用することで得られるメリットをいくつかご紹介します:

1. クラスターレンダリングは、リアルタイムコンテンツを無制限にスケールアウトすることで、レンダーエンジンのコン

テンツを複数のdisguiseサーバーにまたがるようにできます。

2. 各マシンでは、最終的なコンテンツのフレームの断片をレンダリングすることで、レンダリング能力を高め、希

望の品質でコンテンツをディスプレイに表示できます。

3. クラスターレンダリングを使えば、GPUパワーを気にすることなく、最高の品質、ディテール、フレームレートで

リアルタイムコンテンツをレンダリングできます。

クラスタ・レンダリングは、disguiseソフトウェア内でRenderStreamレイヤーを使用して設定されます。
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RenderStreamおよびNotch
RenderStreamはdisguiseソフトウェアCCCからサードパーティのレンダリングエンジンを制御するdisguise独自のプロ

トコルです。このトピックではNotchでRenderStreamワークフローを設定する手順を説明します。

警告 : クラスタレンダリングでは、同じdisguise製品レンジのレンダーノードを使用することをお勧

めします(例：すべてのrxシリーズマシン)。異なる製品レンジのマシンを混在させることは未検証

であり、サポートされていません。

Notchは、Notch.oneが提供するサードパーティ製のレンダリングエンジンです。Notchは、Notchレイヤーを介して内部

で動作させることも、RenderStreamを介して外部で動作させることも可能です。このトピックでは、RenderStream-

Notchのワークフローについて説明します。Notchレイヤーの使い方については、こちらのlinkをご覧ください.

Notchホスト

Notch_Hostは、メインのdisguiseのインストールプロセスの一部として含まれている副次的なアプリケーションです。

このアプリケーションの目的は、Notchブロックを外部からdisguiseソフトウェアにロードし、同じネットワーク上のすべて

のマシンがアクセスできるRenderStream出力ストリームを作成することです。

https://www.notch.one/
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Notch_Hostのテストは、データがNDIを通じて配信されるため、特別なネットワークハードウェアを必要とせず、ローカ

ルで実施できます。

注意 :ネットワーク上のすべてのマシン(レンダーノードを含む)にdisguiseソフトウェアの正しいバージョン

がインストールされていることを確認します。

Notchセット

Notchブロックを次の場所に配置します: C:\Users\USERNAME\Documents\Renderstream Projectsま

たは、rxハードウェアシステムを使用している場合はD:\Renderstream Projectsに配置します。

アセットディスカバリーシステムはすべてのサブディレクトリを検索するので、すべてのNotchブロックを、適切に

名付けられた「Notch」フォルダに配置できます。

RenderStreamレイヤーのセットアップ

1. disguiseソフトウェアを起動し、新しいRenderStreamレイヤーを作成します。

2. アセット を選び、Notchブロックを選択します。

3. アセットを右クリックして、エディターを開きます。

4. 「ソース機器」をアセットのあるマシンに設定します(コンテンツの同期に使用 )。

5. クラスタプールを選択し、新しいクラスタを作成します。

クラスタープールの中に:

1. 目的のマシンを追加します。

2. クラスターアサイナーを選択し、新規にMultiChannelClusterAssignerを作成します。

MultiChannelClusterAssigner内：
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1. アセットを選択します。

2. (必要に応じて)チャネルの作成を選択します。

各チャネルのクラスターアサイナーまたはデフォルトのクラスターアサイナー内で：

1. 配信ストラテジーとビデオトランスポートのオプションを選択します( トランスポートの設定を変更するには、

ワークロードの再起動が必要)。

2. デフォルトセパレータを拡大し、MultiChannelMapを右クリックし、エディターを開きます：

3. チャネルの作成を選択します。

4. 1つ以上の (通常のdisguiseマッピング)を各チャネル(フロントプレートなど)に割り当てます。チャネルとマッ

ピングの組み合わせによって、新しいワークロードが作成されます。

5. ワークロードを右クリックし、エディターを開きます。

6. クラスタープールのマシンにコンテンツがない場合、またはプロジェクトが変更された場合は、同期を押しま

す。

7. すべての同期タスクに完了マークがついていることを確認します。

8. 開始を左クリックします。

9. ワークロードの状態が実行中に切り替わるのを待ちます。

注意 : Notchブロックは、露出したカメラが含まれている場合にのみ分割できます。露出したカメ

ラを持たないブロックを複数のレンダーノードで分割しようとすると、コンテンツが重複してしまいま

す。
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RenderStreamとUnity
RenderStreamは、disguiseソフトウェアからサードパーティのレンダリングエンジンを制御するための独自のdisguise

プロトコルです。このトピックではRenderStreamでUnityを設定する手順について説明します。

警告 : クラスターレンダリングでは、同じdisguise製品レンジのレンダーノードを使用することをお

勧めします(例：すべてのrxシリーズのマシン)。異なる製品レンジのマシンを混在させることは未

検証であり、サポートされていません。

Unityは、3Dシーンの作成に使用できるサードパーティ製のゲームエンジンです。Unityプロジェクトは、disguiseの

Unityプラグインを使ってRenderStream出力ストリームを作成するように適応することができます。このプラグインは、カ

メラベースのマッピングと非カメラベースのマッピングの両方に対応しています。

Unityでは、専門的なライセンスが必要です。ライセンスの購入やUnityソフトウェアのトレーニングに関する詳細は、

Unityのウェブサイトをご覧ください。

プラグイン

disguiseソフトウェアと通信には、Unityは、レンダーノードにプラグインをインストールする必要があります。

Unity用のRenderStreamプリパッケージプラグインは disguise githubで利用可能です。

最新のUnityのプラグインについては、こちらから、ソースコードのプラグインをコンパイルできます。

プラグインを以下のフォルダに入れます : Unity: PROJECT_ROOT/Assets/DisguiseUnityRenderStream.

プラグインをUnityプロジェクトに追加する際には、正しい場所にプラグインを配置し、プラグインのファイルが

入っているフォルダーの名前を正しく設定することが重要です。そうしないと、予期しないエラーが発生する

https://unity.com/
https://github.com/disguise-one/RenderStream-Unity/releases
https://github.com/disguise-one/RenderStream-Unity
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可能性があります。

Unityプロジェクトの設定

1. Unityを起動し、プロジェクト を選択し、新規を選択します。

2. プロジェクトテンプレート (例：3D)を選択します。

3. プロジェクトに名前を付け、ロケーションを以下に設定 :

「C:\Users\USERNAME\Documents\Renderstream Projects」 或いはメディアドライブ( RXなど)を搭載し

たシステムを使用している場合は「D:\Renderstream Projects」を選択し、「作成」を選択します。

4. プロジェクトフォルダを開き、「アセット」フォルダ内にプラグインを配置します。

5. ファイルを選択し、ビルド設定を選択します:

a. アーキテクチャを x86_64に設定します。

6. プレーヤー設定… とその他の設定 に移動します。:

a. Api互換性レベルを .NET 4.x.に設定します

7. オプションで、ゲームオブジェクトのチャネル可視性を設定します:

8. a. 編集 からプロジェクト設定…

b. タグとレイヤーおよびレイヤーに移動します。

c. 空いているユーザーレイヤーに名前をつけます。

d. シーン内の任意のオブジェクトを選択します。

e. インスペクタ」パネルでレイヤーを新しく定義したレイヤーに設定します。

f. カメラの選択
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g. カメラに新しく定義したレイヤーのオブジェクトを見せるかを、インスペクタパネルのカリングマスクド

ロップダウンで選択します。

9. Unityプロジェクトを構築します。

10. Unityを保存して終了します。

注意 :ネットワーク上のすべてのマシン(レンダーノードを含む)に正しいバージョンのdisguiseソフトウェア

がインストールされていることを確認してください。

RenderStreamレイヤーの構成

1. RenderStreamレイヤーを新規作成します。

2. アセット を選択し、Unityの実行ファイルを選びます。

3. アセットを右クリックして、エディターを開きます：

a. ソースマシンをアセットのあるマシンに設定します(コンテンツの同期に使用 )。

4. クラスタプールを選択し、新しいクラスタを作成します。

5. クラスタプール内で、必要なマシンを追加します。

6. クラスタアサイナーを選択し、新規にMultiChannelClusterAssignerを作成します。

7. MultiChannelClusterAssigner内：

8. a. アセットを選択します。

b. チャネルの作成を選択します。

c. 各チャネルのクラスターアサイナーまたはデフォルトのクラスターアサイナー内で：
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i. 配信ストラテジーとビデオトランスポートのオプションを選択します( トランスポートの設定

を変更するには、ワークロードの再起動が必要)。

9. デフォルト セパレータを展開し、MultiChannelMapを右クリックして、エディターを開きます:

a. チャネルの作成を選択します。

b. 1つ以上の (通常のdisguiseマッピング)を各チャネル(フロントプレートなど)に割り当てます。チャ

ネルとマッピングの組み合わせによって、新しいワークロードが作成されます。

10. ワークロードを右クリックし、エディターを開きます：

a. クラスタープールのマシンにコンテンツがない場合や、プロジェクトが変更された場合は、同期を押

します。

b. すべての同期タスクに完了マークがついていることを確認します。

c. 開始を押します。

d. ワークロードの状態が実行中に切り替わるのを待ちます。

警告 : Unityの実行ファイルを初めて起動すると、Windowsファイアウォールのポップアップが表示

されます。実行ファイルがファイアウォールで許可されていない場合、disguiseソフトウェア

RemoteStreamを受信することができません。

警告 : Unityのアセットを複数のノードに分割できるのは、3Dマッピング(カメラプレートや空間な

ど)を使用する場合のみです。2Dマッピングを使用して分割しようとすると、すべてのノードがフ

レーム全体をレンダリングしてしまうため、機能しません。
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露出したパラメーター

Unityのプラグインでは、シーン内で利用可能なオブジェクトの各コンポーネントに対して、特定のオプションを公開す

ることができます。これらのオプションは、disguiseソフトウェアのRenderStreamレイヤー内でパラメーターとして表示

されます。パラメーターの値を変更すると、Unityの対応するオプションの値も変更されるため、シーン内で選択され

たオブジェクトのオプションを変更することができます。

1. Unityでパラメータを公開する:

a. シーン内のオブジェクトを選択します(例：任意のライトソース)。

b. インスペクタパネルの下部にある「コンポーネントを追加」を選択します。

c. 「リモートパラメーター」コンポーネントを追加します。

d. 露出させたいコンポーネント (例：ライト )を「露出オブジェクト」フィールドにドラッグ＆ドロップしま

す。

e. 「フィールド」のセパレーターを展開します。

f. 露出させるオプションをすべて選択します(例：カラーや強度 )。

2. Unityプロジェクトを構築します。

3. Unityを保存して終了します。
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4. RenderStreamレイヤーをdisguiseソフトウェアで開き、ワークロードを開始します。

5. パラメータの値を変更します。

リモート・テキスチャー・パラメーター

このUnityプラグインは、公開されたパラメーターを使用して、リモートでのテクスチャの共有をサポートしています。こ

れにより、disguiseソフトウェアとUnityエンジンとの間で動画コンテンツの双方向のやり取りが可能になります。
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1. [オプション］シーンに「プレーン」(またはその他の3Dゲームオブジェクト )を追加します。

2. レンダーテキスチャーの新規作成 :プロジェクトパネルで「アセット」を選択します。内側を右クリックして、「作

成」→「テクスチャのレンダリング」を選択します。

3. 新しいレンダリングテクスチャーを、シーン内のプレーン(またはお好みの3Dゲームオブジェクト )にドラッグ＆ド

ロップします。新しいレンダリングテクスチャーが、ゲームオブジェクトの「マテリアル」コンポーネントとして追加さ

れていることを確認します。ゲームオブジェクトの「メッシュレンダラー」コンポーネントで、新しい「レンダーテク

スチャー」がマテリアルエレメントとして設定されていることを確認します。

4. レンダーテクスチャーをリモートパラメータとして公開します:プレーン(またはお好みの3Dゲームオブジェクト )

に「リモート・パラメータ」コンポーネントを追加します。新しいレンダーテクスチャー(マテリアル)コンポーネント

を「露出オブジェクト」にドラッグ＆ドロップします。l「フィールド」セパレーターを開き、「メインテクスチャー」が

有効になっていることを確認します(他のフィールドを有効にする必要はありません)。

5. Unityプロジェクトを構築します。

6. Unityを保存して終了します。

7. disguiseソフトウェアでRenderStreamレイヤーを開き、ワークロードを開始します。

8. 新規レイヤー(例：動画 )を作成し、メディア(例：Ada)を割り当てます。

9. 新しいレイヤーをCtrl+Alt+下矢印でRenderStreamレイヤーの下に移動させます。

10. Alt+dragで新規作成したレイヤーをRenderStreamレイヤーに矢印で移動させます。

11. RenderStreamコンテンツに矢印の入力を確認します。
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レンダーテクスチャーを作成し、オブジェクト上に公開する方法を示すスクリーンショットです。

リモートパラメータ-3Dオブジェクトのトランスフォーム

またUnityGameObjectの変換パラメータも公開できます。これにより、オブジェクトの動きを2つの方法でコントロール

することができ、公開するフィールドによって定義されます。GameObjectの変換を公開する際には、以下のフィール

ドを公開するオプションがあります:

変換 : これにより、disguiseソフトのNULLオブジェクトを使って、GameObjectのフル3D変換 (平行移動、回転、拡

大縮小)をコントロールできます。このワークフローは 3Dオブジェクト変換と呼ばれています。NULLオブジェクトは「プ

ロキシ」として機能し、画面上のトランスフォームハンドルを使って、あるいはトラッキングデバイスなどの動的トランス

フォームデータソースにリンクして、3Dでオブジェクトを動かすことができます。

ローカル回転、ローカル位置、ローカルスケール:ローカルオプションを表示すると、disguiseソフトの回転、位置、ス

ケールをキーフレームで設定することができ、disguiseタイムライン上のUnityオブジェクトを素早く簡単に操作すること

ができます。

注意：すべてのフィールドを公開した場合、ローカル回転、ローカル位置、ローカルスケールはdisguiseソフトウェアの

変換よりも優先されます。これにより、NULLオブジェクトがUnity GameObjectを制御できなくなります。

リモートパラメータ-テキストパラメータ

露出オブジェクトワークフローは、Unityエンジン内の3Dテキストアクターを使ってライブテキストパラメータを公開する
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際にも使用できます。リモートパラメーターのワークフローを使って、disguiseソフトのテキスト入力フィールドを公開

し、リアルタイムでテキストを編集することができます。

シーン

Unityのシーンは、任意の数のゲームオブジェクトで構成することができ、それらはそのシーンに固有のものです(デフォ

ルト )。Unityプラグインでは、2種類のマルチシーンに対応しています:

手動 -このオプションは、disguiseソフトウェアによるシーンの制御を制限し、代わりにすべてのチャンネルとリモートパ

ラメーターを1つのシーンに統合します。

選択範囲 -このオプションは、disguiseソフトウェアの内部からシーンをコントロールすることができます;チャネルは1つ

のリストにマージされ(重複は削除 )、リモートパラメーターはシーンごとになります。

1. 新しいシーンの作成 :

a. 階層パネルで、現在のシーンのKebabメニューを開きます。

b. 新しいシーンを追加を選択します。

c. 必要に応じて、必要なゲームオブジェクトと公開されたパラメーターをシーンに入力します。

2. リソースを選択し、次にプロジェクトパネルからDisguiseRenderStreamSettingsを選びます。

3. それに合わせてシーンの制御 オプションを設定します。

4. Unityプロジェクトを構築します。

5. Unityを保存して終了します。

6. disguiseソフトウェアでRenderStreamレイヤーを開き、ワークロードを開始します。

7. シーンパラメーターの変更は、通常のシーケンシングの一環として行われます。
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タイムコントロール

Unityプラグインはタイムコードに対応しています。つまり、「プレイアブル・ディレクター」コンポーネントを持つゲームオブ

ジェクトが、タイムライン機能を使ってアニメーションした場合、disguiseソフトウェアのタイムラインに反映されるという

ことです。

1. タイムコントロールをUnityのオブジェクトに追加する:

a. ウィンドウを選択し、シーケンシングそしてタイムラインを選択します。

b. 必要に応じて、Timeline Windowをメインパネルからボトムパネルに移動させます(例：タイムライ

ンウィンドウをコンソールウィンドウの隣にドラッグ＆ドロップ)。

c. シーン内のオブジェクト (ユーザーが配置した小道具など)を選択します。

d. タイムラインウインドウ内の作成 ボタンをクリックします。

e. 新しいタイムラインを保存します。

f. タイムライン上で選択したオブジェクトに対して、新しく作成したアニメーターの「録画」ボタンを押

します。

g. 最初のキーフレームを追加するには、オブジェクトのアニメーション可能なプロパティ( 「位置」など)

を右クリックし、キーの追加を選択します。

h. タイムラインに沿ってプレイヘッドを動かします。
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i. 選択したプロパティを変更するには、シーン内の3Dコントロールを使用するか、インスペクタパネル

から直接値を更新します(値が変更されるとキーフレームが自動的に追加されます)。

j. 録画ボタンをもう一度押すと、録画が停止します。

k. 再生ヘッドをタイムラインの先頭に戻し、シーケンスを再生してアニメーションが正しいことを確認し

ます。

l. オブジェクトが選択されたままの状態で、インスペクタパネルの下部にあるコンポーネントの追加 を

選択します。

m. タイムコントロールコンポーネントを追加します。

2. Unityプロジェクトを構築します。

3. 保存して、Unityを閉じます。

4. RenderStreamレイヤーをdisguiseソフトウェアで開き、ワークロードを開始します。

5. タイムラインをdisguiseソフトウェアで再生します。

役立つUnity情報

disguiseRenderStreamスクリプトをUnityのカメラに添付する必要はありません。カメラはアセットの起動時

に自動設定されます。

Unityのシーン選択オプション「手動」を使用すると、構築されたすべてのシーンのゲームオブジェクトが「デフォ

ルト」シーンに表示されません。シーンを統合したり、動的にロード /アンロードしたりするには、カスタムスクリプ

トを使用する必要があります。
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「デフォルト」シーンは、Unityのビルドオプションにある「ビルド内のシーン」テーブルの中で、最初にインデックス

されたシーンになります。

構築されたすべてのシーンのゲームオブジェクトが「デフォルト」シーンにマージされていなくても、すべてのシー

ンの公開されたパラメータは、disguiseソフトウェア「デフォルト」シーン内に表示されます。

Unityで「セレクション」を使用した場合、ゲームオブジェクトや露出したパラメータはシーンごとに異なります。

Unreal Engineの「持続型」レベルのような共有オブジェクトシーンはありません。

Unity実行ファイルを初めて起動したときに、Windowsファイアウォールのポップアップが表示されます。実行

ファイルがファイアウォールで許可されていない場合、disguiseソフトウェアはRemoteStreamを受信することが

できません。

Unityテンプレートに含まれるゲームオブジェクトは、タイムコードによる制御ができない場合があります。これ

は、disguiseスクリプトの問題というよりも、Unityむしろ問題です。

Unity高解像度レンダーパイプライン (HDRP)を使用する場合 :

「Windows 10 SDK」と「C++を使ったゲーム開発」の両方のモジュールが、ビジュアルスタジオのイン

ストールの一部としてインストールされている必要があります。

「スクリプトバックエンド」を実行ファイルのビルド時に「ﾓ ﾉ」に設定する必要があります。

Unityアセットはビルドされた実行ファイルであるため、disguiseはそれらの「エンジン」を認識せず、単に「カス

タム」として報告されます。disguiseは、ビルドされた実行ファイル内で使用されているUnityプラグインのバー

ジョンを報告することはできません。互換性のないdisguise-Unityプラグインの組み合わせを使用した場合、

明示的な通知は表示されません。
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RenderStreamとUnrealエンジン

RenderStreamは、disguiseソフトウェアからサードパーティのレンダリングエンジンを制御するための独自のdisguise

プロトコルです。このトピックでは、RenderStreamで使用するUnrealエンジンを設定するために必要な手順を説明し

ます。

Unrealエンジン (UE)は、3Dシーンの作成に使用できるサードパーティ製のゲームエンジンです。Unrealエンジンのプロ

ジェクトは、disguiseのUEプラグインを使ってRenderStreamの出力ストリームを作成するように適応させることができま

す。このプラグインには、トラッキングを伴うカメラベースのマッピングと、非カメラベース( 2D)のマッピング(ダイレクトなど)

の両方を可能にする幾つかのコンポーネントが含まれています。

プラグイン

disguiseと通信するため、Unrealエンジンはレンダーノードにプラグインをインストールする必要があります。

Unreal Engine用のRenderStreamプリパッケージプラグインは disguise githubで利用可能です。

最新のプラグインについては、こちらから、ソースコードのプラグインをコンパイルできます。

プラグインをレンダーノードの以下のUEの位置に配置します: PROJECT_ROOT/Plugins/RenderStream-

UE.

UE/プロジェクトにプラグインを追加する際には、正しい場所にプラグインを配置し、プラグインファイルを含む

フォルダの名前を正しく設定することが重要です。そうしないと、予期しないエラーが発生する可能性があり

ます。

注意 :ネットワーク上のすべてのマシン(レンダーノードを含む)にdisguiseソフトウェアの正しいバージョン

がインストールされていることを確認します。

https://github.com/disguise-one/RenderStream-UE/releases
https://github.com/disguise-one/RenderStream-UE
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Unrealエンジンプロジェクトのセットアップ

1. Unrealエンジンをローンチします。

2. デフォルトの設定で新規の「ゲーム」プロジェクトを作成し、以下に保存されていることを確認します:

C:\Users\USERNAME\Documents\RenderStream Projects或いはrxハードウェアを使用している場合

はD:\RenderStream Projects。

3. プロジェクトフォルダを開き、プラグインという新しいフォルダを作成します。

4. プラグインをプラグインフォルダに配置します。

5. Unrealエンジンを再起動します。

6. アクターを配置パネルでカメラを検索します。

7. 新しいカメラをシーンにドラッグ＆ドロップします。

8. 必要に応じて、カメラアクターの位置を調整します。

9. カメラアクターの詳細パネルから「 コンポーネントの追加」ボタンをクリックし、RenderStreamチャネルの定義

を追加します。

a. disguiseソフトウェアのチャネルの名前がカメラのアクターの名前になるので、それに合わせてカメラ

の名前を決めます。

b. 既定の可視性 設定は、シーン内のほとんどのアクターをカメラが見るかどうかを定義します。

10. [オプション]既定の可視性の下にある「詳細を表示」のドロップダウン矢印をクリックし、必要に応じて高度

なレンダリングフラグを設定します。

11. [オプション]カメラのチャネル定義内の選択したアクターの可視性を強制的に変更します(フロントプレートと

バックプレートの間でコンテンツを分割する場合に便利です) :
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a. [r18.0]詳細パネルから選択した「アクター」に「Render Streamチャネルの可視性」コンポーネント

を追加します。次に、前の手順で作成したチャネルごとのアクター定義の可視性を設定します。

b. [r18.1] 「Render Streamチャネルの可視性」コンポーネントが削除されたため、コンポーネントの可

視性を変更するには、選択した「アクター」を可視性セットの「+」ボタンをクリックして追加し、新し

く追加された要素のドロップダウンから「アクター」を選択します。

複数のアクターを同時に可視性セットに追加したい場合は、現在の選択範囲を詳細パネルに

固定し、追加したいアクターをシーン内またはインスペクタパネルから選択し、アクターを追加した

い可視性セットを右クリックして「選択範囲から追加」を選択します。

12. [オプション]ピントが合っていない時にUnrealエンジンをフルスピードで動くようにするには、「編集」→「エディ

ターの環境設定」で「バックグラウンド時に少ないCPUを使用」のチェックを外します( 「cpu」で検索 )。

13. プロジェクトを保存します。

14. Unrealエンジンを閉じます。



1909

RenderStreamレイヤーの構成

警告 : クラスタレンダリングでは、同じdisguise製品レンジのレンダーノードを使用することをお勧

めします(例：すべてのrxシリーズマシン)。異なる製品レンジのマシンを混在させることは未検

証であり、サポートされていません。

1. RenderStreamレイヤーを新規作成します。

2. アセットを選択し、Unrealプロジェクトを選択します。

3. アセットを右クリックして、エディターを開きます:

a. ソースマシンをアセットのあるマシンに設定します(コンテンツの同期に使用 )。

4. クラスタプールを選択し、新しいクラスタを作成します。

5. クラスタプール内で、必要なマシンを追加します。

6. クラスタアサイナーを選択し、新規にMultiChannelClusterAssignerを作成します。

7. MultiChannelClusterAssigner内で：

a. アセットを選択します。

b. チャネルの作成を選択します。

c. 各チャネルのクラスターアサイナーまたはデフォルトのクラスターアサイナー内で：

d. 配信ストラテジーとビデオトランスポートのオプションを選択します( トランスポートの設定を変更す

るには、ワークロードの再起動が必要 )。

8. デフォルトタブを拡大し、MultiChannelMapを右クリックして、エディターを開きます：
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a. チャネルの作成を選択します。

b. 各チャネル(フロントプレートなど)に1つ以上のマッピング(通常のdisguiseマッピング)を割り当てま

す。チャネルとマッピングの組み合わせによって、新しいワークロードが作成されます。

9. ワークロードを右クリックし、エディターを開きます：

a. クラスタープールのマシンにコンテンツがない場合や、プロジェクトが変更された場合は、「同期」を

押します。

b. すべての同期タスクに完了マークがついていることを確認します。

c. 開始を押します。

d. ワークロードの状態が実行中に切り替わるのを待ちます。

注意 : RenderStreamの出力ストリームは、作成されるまで少し時間がかかります。

注意 : RenderStreamの出力ストリームが使用されていない場合は変更は記録されず、リソースの消

耗を軽減するために0fpsで実行されます。

露出パラメーター

Unrealエンジンプラグインを使用すると、環境内のアクターのパラメータを制御するために使用できる変数をUE内で

公開できます。これらの変数は、disguiseソフトウェアのRenderStreamレイヤー内のパラメータとして表示されます。

パラメータの値を変更すると、UE内の対応する変数の値が変更され、シーン内で選択されたアクターのパラメータが

変更されます。
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1. レベル・ブループリント内での変数の作成と構成 :

a. ツールバーのブループリントをクリックし、レベルブループリントを開くを選択します。

b. My Blueprintパネル内の「変数」の隣にある追加ボタンをクリックします。

c. 目的のプロパティに応じて、変数名を付けます(例：フォグの可視性)。

d. 目的のプロパティに応じて、変数名を付けます。

e. 必要なプロパティ(例：可視性 ==ブーリアン)に合わせて、「詳細」パネルの変数タイプを選択して

ください。

f. インスタンスの編集可能を有効にします。

g. 必要に応じて、RenderStreamレイヤーでパラメータを表示させたいメニューの名前をカテゴリーに

設定します。

h. オプションで、値の範囲を設定します。

i. コンパイルします。

j. 詳細パネルで、変数に希望の規定値 を設定します。

2. 変数にアクションを割り当てます:

a. 右クリックしてイベントTickアクションを作成します。

b. シーンに戻ります。

c. ワールド アウトライナーパネルからアクターを選択します (例：大気フォグ).

d. アクターをブループリントのイベントグラフにドラッグ＆ドロップします。

e. アクターコンポーネントの青いピン (スタティックメッシュアクターオブジェクト参照 )からドラッグアウト

し、任意の新しいレンダリング要素アクション (例 :可視性を設定 )を作成します。
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f. イベントTickアクションの白いピン (Exec)からドラッグアウトして、レンダリング要素アクションの左側

にある白いピン (Exec)に接続します。

g. レンダリングコンポーネントアクションの新しいコンポーネント名ピン(例：新規可視性 )からドラッグ

アウトして、Variable_Nameを取得アクションを作成します。

h. コンパイルし保存します。

3. Unrealエンジンを保存して終了します。

4. disguiseソフトウェアでRenderStreamレイヤーとワークロードを開始を開きます。

5. 通常のシーケンシングの一環として、パラメータの値を変更します。

リモート・テキスチャー・パラメーター

Unrealエンジンプラグインは、公開されたパラメーターを使用して、遠隔地でのテクスチャーの共有をサポートします。

これにより、disguiseソフトウェアとUnrealエンジンの間で映像コンテンツの双方向のやり取りが可能となります。以下

の手順で設定を行います:

1. [オプション]シーンに「平面」(またはその他の3Dオブジェクト )を追加します。

2. 新しいレンダーターゲットとマテリアルを作成します:

コンテンツブラウザ内を右クリックし、「マテリアルとテキスチャー」→「レンダーターゲット」を選択しま

す。
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新しいレンダーターゲットをプレーン(または任意の3Dオブジェクト )にドラッグ＆ドロップします。

レンダーターゲットに新しいマテリアルが作成されたことを確認します。

新しいマテリアルが、オブジェクトの「マテリアル」コンポーネントのマテリアル要素として設定されている

ことを確認します。

3. レンダーテキスチャーをリモートパラメータとして公開します。

ツールバーの「ブループリント」をクリックし、「レベルブループリントを開く」を選択します。

My Blueprintパネル内の「変数」の隣にある「追加」ボタンをクリックします。

目的のプロパティ(例：レンダーテキスチャー)に応じて変数に名前を付けます。

目的のプロパティに応じて、変数名を付けます

詳細パネルの「変数タイプ」を「テキスチャーレンダー・ターゲット2D」に設定します。

「インスタンス編集可能」を有効にします。

[オプション]カテゴリー」には、RenderStreamレイヤーでパラメータを表示させたいメニュー名を設定

します。

コンパイルします。

4. レンダー・ターゲットに「規定値」を設定します。

5. Unrealエンジンを保存して終了します。

6. disguiseソフトウェアでRenderStreamレイヤーを開き、ワークロードを開始します。

7. 新規レイヤー(例：動画 )を作成し、メディア(例：Ada)を割り当てます。

8. 新しいレイヤーをCtrl+Alt+下矢印でRenderStreamレイヤーの下に移動させます。

9. Alt+dragで新規作成したレイヤーをRenderStreamレイヤーに矢印で移動させます。
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10. RenderStreamコンテンツに矢印の入力を確認します。

レンダ―ターゲットを作成し、対応する変数を公開する方法を示すスクリーンショットを撮ります。

リモートパラメータ-3Dオブジェクトのトランスフォーム

この機能は、disguiseソフトウェアからUnrealエンジンのオブジェクトの3Dオブジェクトの全変形 (平行移動、回転、

拡大縮小 )をNULLオブジェクトを使って制御できます。

アクターの変換 (位置、回転、スケール)を公開したい場合は、詳細パネルでアクタの可動性が「移動可能」に設

定されていることを確認する必要があります。これを行わないと、disguiseソフトウェアはアクターのスケールしかコント

ロールできません。以下の手順で、Unreal Engineシーン内のオブジェクトの3Dオブジェクトの変換を設定します:

1. disguise内でアクター(例：Cine Cameraアクター、スタティックメッシュアクター)のトランスフォームをコントロー

ルするには、まずアクターをレベルブループリントにドラッグします。
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2. イベントグラフの新しいノードから青いピンをドラッグします。新しいアクションを検索するプロンプトが表示さ

れたら、「SetActorの変換」を検索します。

3. 「新規変換」を右クリックし、「変数に昇格」というオプションを選択します。

4. 次のステップでは、これを「イベントTick」にリンクさせます。
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5. 次にブループリントをコンパイルします。これにより、そのオブジェクトのデフォルトのトランスフォームを設定する

ことができるようになります。「新規変換」をインスタンス編集可能に設定してください。

6. 最後のステップでは、オブジェクトを「移動可能」にします。デフォルトのシーンでは、すべてのオブジェクトがス

タティックに設定されています;これはオブジェクトの詳細パネルで変更できます。
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7. Unrealエンジンプロジェクトを保存して閉じます。

8. レンダーストリームのプロパティタブから、トランスフォームをリンクさせるプロップを選択することで、disguiseか

らアクターをコントロールできるようになりました。
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注意 : disguiseから複数のパラメータをコントロールする場合、イベントTickを分割するためにシー

ケンスノードを使用します。右クリックして「シーケンス」を検索し、シーケンスノードを追加します。

リモートパラメータ-テキストパラメータ
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この機能により、Unrealエンジンのシーンでレンダリングされたテキストをdisguiseソフトウェアでライブで変更できま

す。以下の手順で設定を行います:

1. まず、「テキストレンダー」アクターを追加しますこれにより、シーン内にテキストを生成することができるように

なります。

2. 注意 :テキストの色を変更して、シーンから目立つようにすると便利です。

3. レベルブループリントを開き、「テキストレンダーアクター」をブループリントにドラッグします。

4. 「テキストレンダーアクター」の青いピンからドラッグすると、新しいアクションを選択するプロンプトが表示され

ます。

5. 「テキストの設定」を検索します。

6. 追加されると、「テキストの設定」アクションが見つかります。「値」を右クリックして、「変数へ昇格」オプション

を選択します。

7. 新しく作成した値ノードを選択すると、変数の側面を編集できる詳細パネルが表示されます。

8. 「インスタンス編集可能」のボックスをチェックします。

9. イベントグラフに「イベントTick」を追加し、「テキスト設定」アクションの入力にリンクします。

10. これでブループリントをコンパイルすると、テキスト変数にデフォルト値を設定するオプションが表示されます。

11. ブループリントを保存してコンパイルします。

12. これでdisguiseソフトウェアからテキストを編集できるようになります。

シーンセレクター

Unrealエンジンプラグインは、プロジェクト内のレベルまたはマップからシーンを生成できます。この機能は、Notchブ

ロックの「効果」パラメータの動作に似ています。

UEのレベル/マップは、任意の数のアクターで構成できます。Unrealエンジンプロジェクトからのシーンの生成方法を

決めるには、3つのオプションがあります。:
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なし -シーンコントロールは行われず、デフォルトマップのすべてのレベルを1つの永続的なレベルに統合します。

ストリーミングレベル -このオプションは、デフォルトのマップ内のすべてのレベル/サブレベルからシーンを生成します。

パーシステントレベル以外のレベル内のアクターは、そのレベルに固有のものです。パーシステントレベル内のアクター

は、すべてのレベルで共有されます。パーシステントレベル以外のレベルで公開されたパラメータは、RenderStream

レイヤーで対応するシーンが選択された場合にのみ利用可能になります。パーシステントレベルで公開されたパラ

メータは、RenderStreamレイヤーのすべてのシーンで利用可能です。

マップ -このオプションは、プロジェクト内のすべてのマップからシーンを生成します。このオプションを選択した場合のア

クターと露出したパラメータの動作は、「ストリーミングレベル」で説明したものと同様です。

本機能を利用するには:

1. 編集 を選択し、プロジェクトの設定…に移動します

2. a. 左側のパネルでプラグイン/ disguise RenderStreamに移動します。

b. シーンセレクターを適宜設定します。

3. サブレベルを作成します:

4. a. シーンに戻ります。

b. ワールドアウトライナーパネルから任意のアクターを選択します(例：チェア)。

c. シーンウィンドウからウィンドウを選択し、続いてレベルを選択します。

d. レベルのドロップダウンをクリックし、選択されたアクターで新規作成を選択します。

e. レベルに名前を付けて保存します。

f. 必要に応じてライティングを再構築します(この時点でUnrealエンジンのエラーが表示されることが

ありますが、回復します)。

5. Unrealエンジンを保存して終了します。

6. disguiseソフトウェアでRenderStreamレイヤーとワークロードを開始を開きます。
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7. シーンパラメータを変更します。

メモ:

マップシーンセレクターオプションを使用する場合、Unrealエンジンプロジェクト内のすべてのマップ

が、少なくともエディターに読み込まれ、キャッシュされている必要があります。一度も読み込まれて

いない場合は、シーンセレクションに表示されません。

マップシーンセレクターオプションを使用した場合、サブレベルの扱いがストリーミングレベルオプショ

ンを選択した場合とは異なります。

マップでは、サブレベルに存在するアクターのみが表示され、親レベルに存在するアクターは

表示されません。

ストリーミングレベルでは、サブレベルに存在するアクターに加え、親レベルに含まれるアク

ターも表示されます。

なし シーンセレクターオプションを使用すると、ワークロードの開始時にUnrealが表示するシーン

は、プロジェクト設定で設定されたゲームデフォルトマップになります(カスタムオプション欄で指定さ

れていない場合 )。
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タイムコントロール

Unrealエンジンプラグインはタイムコードに対応しています。つまり、アクターがタイムライン機能を使ってアニメーション

した場合、disguiseソフトウェアのタイムラインに反映されます。

レベルシーケンスを作成・設定するには:

1. UEプロジェクトを開きます。

2. a. オプションとして、シーンにアニメーションさせたい新しいアクターを追加します。

b. ツールバーのシネマティックをクリックし、レベルシーケンスの追加を選択します。

c. 新しいレベルシーケンスに名前を付けて保存します。

d. シーケンサーでトラック・ドロップダウンをクリックし、アクターからシーケンサーを設定して、アニメー

ションさせたいアクターを選択します。

e. 小さな +ボタン (「現在の時刻に新しいキーフレームを追加する」)をクリックして、任意のまたはす

べての変換プロパティに最初のキーフレームを追加します。

f. タイムラインに沿ってプレイヘッドを動かします。

g. シーン内の3Dコントロールを使用するか、詳細パネル内で直接値を更新して、選択したプロパ

ティを変更します。

h. 同じようにして、別のキーフレームを追加します。

i. 再生ヘッドをタイムラインの先頭に戻し、シーケンスを再生してアニメーションが正しいことを確認し

ます。

j. シーケンス表示レート ドロップダウン( fpsカウンター)を開き、Disguiseプロジェクトの表示レートに

設定します。

k. クロックソースをタイムコード に設定します。
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l. レベルシーケンスを保存します。

レベルシーケンスを設定します。:

3. a. ワールドアウトライナーパネルでレベルシーケンスを選択します。

b. 詳細パネルの再生タブに移動します。

c. 「自動再生」を有効にし、その他のオプションを好みに応じて設定します。

d. 現在の状態を保存します。

プロジェクトの設定を行います:

4. a. 編集 とプロジェクトの設定…に移動します。

b. 左側のパネルでエンジンと一般設定 に移動します。

c. タイムコード セパレーターの下にあるタイムコードプロバイダーを

RenderStreamTimecodeProviderに設定します。

5. 必要に応じてライティングを再構築します(この時点でUnrealエンジンのエラーが表示されることがあります

が、回復します)。

6. Unrealエンジンを保存して終了します。

7. disguiseソフトウェアでRenderStreamレイヤーを開き、ワークロードを開始します。

8. タイムラインをdisguiseソフトウェアで再生します。
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マルチユーザー編集

プロジェクトの設定をいくつか変更することで、Unrealエンジンプラグインはマルチユーザーによるライブ編集を可能に

します。マルチユーザーサーバーが設定されている場合、レンダーノードと同じネットワーク上にある追加のマシンであ

れば、プロジェクトを編集モードで実行し、ライブで変更することができます。アクティブなワークロードがあるときに行

われたプロジェクトへの変更は、リアルタイムに反映されます。

Unrealエンジンプロジェクトにマルチユーザー編集を設定 :

1. 編集に進み、そこからプラグインに移動し、マルチユーザー編集のプラグインを有効にします。

2. 編集に進み、そこからプロジェクトの設定…に移動します。

3. プラグインとマルチユーザー編集に移動します。

4. a. マルチユーザーツールバーボタンの有効化、自動接続、エラー時に自動接続を再試行 が有効

になっていることを確認します。

b. デフォルトサーバーURLを、マルチユーザーサーバーを実行するマシンの名前に設定します(例：

「NDISPLAY-4」)。

c. デフォルトセッション名 を一意のものに設定します(例：「MUS」)。

5. Unrealエンジンを保存して終了します。

6. 修正したプロジェクトをすべてのノードに配布する(disguiseソフトウェアを通じて行えます)。
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7. デフォルトサーバーURLとして指定されたマシン上で、マルチユーザー・サーバーを起動します (スタンドアロ

ンのUnrealMultiUserServer.exeを起動するか、Unrealエディターから起動 )。

8. ノードが接続されているネットワーク上に、サーバーが表示されていることを確認します。

9. RenderStreamレイヤーでdisguiseソフトウェアでRenderStreamレイヤーとワークロードを開始を開きます。

10. エディターを使ってマルチユーザーサーバーに接続し、修正を加えます。

UnrealのネットワークおよびUDP メッセージング設定を含むマルチユーザー編集の構成に関する詳細については、

Unreal-Engine-Remote-Multi-User-Editing-Guideを参照してください。

https://cdn2.unrealengine.com/unreal-engine-remote-multi-user-editing-guide-404332864.pdf
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ステータスの監視

RenderStreamプラグインの便利な機能は、ウィジェットでプラグインのステータスを表示する機能です。

ここでは、Unrealエンジンプロジェクトにブループリントを設定し、ステータスウィジェットを表示に追加する方法を紹介

します。:

1. 「ウィジェット作成」ブロックの追加

2. クラスをRenderStreamステータスウィジェットに変更

3. ステータスウィジェットの戻り値をドラッグして、「ビューポートに追加」 ブロックに接続します

アルファ

アルファをUnrealエンジンアセットで使うためのヒント

アルファコンテンツは、disguiseではプリマルチプライド・アルファに設定してください。

PostProcessingMaterialsはUnrealエンジンからのアルファをサポートしていません。

後処理とエフェクトの品質を高 /映画 /映画的に設定します。
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フロントプレートのアルファをレンダリングするチャネルで、アトモスフェリックフォグを無効にする必要があります。

モニターがレンダーノードに接続されている場合は、ネイティブ解像度に100%スケーリングされていることを確

認してください。GUIをスケーリングする必要がある場合は、2台目のモニターをレビュー画面として使用でき

ます。

フロントプレートのチャネルにスカイドームやフルフレームエフェクトがないことを確認してください。

r.SceneColorFormatは4に設定する必要があります。

Unrealアセットのアルファをオン／オフにしたり、トランスポートの設定をその他の方法で変更したりすると、

シェーダーの再コンパイルが発生し、コンテンツがdisguiseソフトウェアで表示されるまでにかなりの時間がかか

ることがあります。

アルファが通らない場合のトラブルシューティングとして、RenderStreamレイヤー内で後処理方法を1つずつ

隠してみてください。

警告 :アルファをオンにしたり、Unrealアセットのトランスポート設定をその他の方法で変更する

と、シェーダーの再コンパイルが発生し、コンテンツがdisguiseソフトウェア内で表示されるまでに

かなりの時間がかかる場合があります。このプロセスは、ワークロード・ステータス・ウィジェットに

反映されます。

特定のUnrealエンジンエフェクトをクラスターレンダリングで

使用する際の制限事項

Unrealエンジンのデフォルトオプションには、クラスター化されたレンダリングにおけるどのような分割戦略にも適してい

ないものが多数あります。これは、画像全体が存在しないと動作しないことが原因の場合もあります。パディングや

オーバーラップで軽減できる場合もありますが、これはケースバイケースで評価する必要があります。また、追加の

バッファリングが必要な場合もあります。

RenderStreamのチャネル定義コンポーネントの設定には、これらの効果の多くをチャネルごとに有効 /無効にするフ

ラグが含まれています。
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以下は、そのような効果の包括的リストです:

フィールドの深度

ブルーム

ビネット

レンズフレア

一時的アンチエイリアス (TAA)

スクリーンスペース・グローバル・イルミネーション (SSG)

スクリーンスペース・アンビエント・オクルージョン (SSAO)

スクリーンスペース・リフレクション (SSR)

レイトレーシング(デノイザー)

色収差

自動露出

動作のぼやけ

警告 : Unrealエンジンの多くの機能、特に決定論を必要とするノードは、nDisplayでは動作し

ません。詳細については、Unrealエンジンヘルプガイドを参照してください。

レベルローディングのベストプラクティス

レベルストリーミングモード

レベルストリーミングモードは プロジェクト設定 - プラグイン - Disguise RenderStreamで設定できます。3つの選択

肢から選ぶことができます：
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レベルストリーミング

現在のレベルストリーミングシステムは、軽量レベルに対応しています。これにより、ユーザーは

Unrealエンジンレベルをシームレスに切り替えることができます。正しく最適化された場合。

レベルストリーミングは、トランジションや複数のシーンがあるライブショーなど、切り替え時間が不可

欠な場合に使用します。

マップ

マップシステムは、より重いUnrealエンジンレベルの構造用に設計されており、レベル間のシームレス

な切り替えを必要としない場合に利用されます。

マップモードでは、Unrealエンジンのマップ切り替え機能を使用します。複数の「持続型レベル」階

層をdisguiseから直接読み込めます。

持続型レベル

メインレベル1

サブレベルA

サブレベルB

サブレベルC

メインレベル2

サブレベルD

サブレベルE

サブレベルF

Outside of disguise持続型レベル階層の外側
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映画やエピソードの撮影によく使われ、オペレーターはクラスタを再起動することなくレ

ベルを切り替えることができます。しかし、スピードを必要としません。

なし

デフォルト編集マップに基づいて機能をロードします。レベルの切り替え、読み込み、表示などは、持

続型レベルでプログラムする必要があります。disguiseRenderStreamはこのモードではレベルのロード

や表示に直接影響しません。

このモードは、ゲームのセットアップに関連したカスタムのローディングとアンローディング機能に推奨され

るモードです。

Unrealエンジンの便利な情報

Unrealエンジンには、プロジェクトを保存する方法がいくつかあります。RenderStreamを使用するためにプロ

ジェクトを変更する場合、ワークロードを開始する前にプロジェクトを閉じることをお勧めします。これにより、

プロジェクトへのすべての変更を保存するよう促されます。Unrealエンジンプロジェクトが正しく保存されてい

ないと、予期せぬ動作をすることがあります。

ポストプロセスボリューム

デフォルトでは、UnrealエンジンはマップのPostProcessVolumeの露出を自動的に設定します。これは、分割され

たフレームの露出が異なる原因となり、フレーム間の目立った継ぎ目を明らかにします。これを修正するために、いく

つかの推奨される設定があります:

PostProcessionVolumeの「レンズ」プロパティを展開します。

露出を展開します。

測光モードを手動に変更します

露出補正を調整

露出補正には、シーンに応じてユーザーが定義したフロート値を使用するか、フロート曲線を適用すること

ができます。
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カメラやシネカメラのオブジェクトの中にも露出設定があるので、それらもマニュアル露出に設定されているこ

とを確認してください。

警告 : これは現在、PostProcessVolumeに加えられた変更が、クラスタプール内のマシン間で

プロジェクトの同期を崩す原因となったことをユーザーに通知するものではありません。したがっ

て変更を保存し、プロジェクトをすべてのマシンに再同期させる必要があります。
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ARワークフロー

概要

このワークフローを使って、Notchなどの作成コンテンツエンジンによるARコンテンツを既存の映像コンテンツやライブ映

像の入力に重ねて3Dシーンに配置できます。

ARワークフロー

1. MRセットを作成します

2. バーチャルカメラを作成します

3. ステージ上にLEDスクリーンを作成し、レンダーレイヤー(レイヤーの出力タブにある)が「オンステージ」に設定

されていることを確認します

4. MRセットのプロパティエディタで、LEDサーフェスをMRセットに追加し、インダイレクトコントローラーを作成し、リ

ソースとしてバーチャルカメラを選択します。

5. Notchレイヤーを作成し、ARオブジェクトとして使用したいNotchブロックを選択します

6. Notchノッチレイヤーに空間マッピングを作成し、仮想カメラをスクリーンとして追加します

7. 空間マッピングのカメラプレートをバックプレートに設定します
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この時点で、カメラ送信のプレビューとMRセットのプレビューウィンドウにARオブジェクトが表示されます
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EVO

概要

Disguiseはワークフロープラットフォームで、プラットフォーム内の複数の機能を相互運用し、独自のワークフローを構

築できるよう柔軟に設計されています。一例として、EVOと呼ばれるワークフローの集合体があります。

外部ビジュアライザー・オーバーレイ( EVO)は、主に2つの部分で構成されています。サードパーティのビジュアライザー

からの着信ビデオストリーム( NDI)と、disguiseカメラと外部ビジュアライザーのカメラ間のカメラ座標の共有です。

この2つのワークフローを組み合わせることで、2つのシステム間でシームレスなリンクを構築でき、基本的に照明とビデ

オシステムを1つのビューポートで一緒に可視化できます。

この例ではGrandMA 3Dに焦点を当てますが、他のビジュアライザーも同様の方法で実装できます。
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セットアップ

NDIビデオストリーム

NDIストリームをセットアップするには:

1. ビジュアライザーPCで(ネットワークから) NDIスキャンコンバータを起動します。

2. サードパーティビジュアライザーで、すべてのビデオサーフェスと小道具を黒でレンダリングするように設定しま

す。disguiseソフトウェアの「ステージをFBXにエクスポート」のオプションを使い、ステージをビジュアライザーに

直接エクスポートすると、全てのオブジェクトが同じようにスケーリングされるので便利です。

3. disguiseソフトウェアプロジェクトを開始します。

4. disguiseソフトウェアで新しいカメラを作成し、必要な位置に配置します。これはメインのビジュアライザーカ

メラになるので、4K GUIを実行している場合は解像度を上げる場合あります(新しいカメラのデフォルトは

1920 x 1080)

5. disguiseで、ステージメニューから新しいカメラとなるビジュアライザーカメラを選択します。

6. ビデオ入力パッチで、ビデオ入力の1つをビジュアライザーPCから入力されるNDIストリームにマッピングしま

す。これが正しくルーティングされていることをプレビュー機能で確認します。

7. タイムラインに新しいビデオレイヤーを追加します。

8. ビデオレイヤーで、メディアアセットとしてビデオインクリップを選択します。

9. ビデオレイヤーのブレンドモードを追加するに設定します。

10. 新しいダイレクトマッピングを作成し、作成した新しいカメラをそのマッピングに追加します。
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11. 新しいマッピングをビデオレイヤーのマッピングとして選択します。
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この時点で、外部ビジュアライザーからの着信NDIストリームは、disguiseビジュアライザーからオーバーレイされます。

2台のカメラを手動で並べる場合はこれで十分ですが、disguiseソフトウェアのトラッキングおよびコントロールモジュー

ルを使用すると、オープンプロトコル( DMX)を介して2台のカメラを一緒にリンクできます。

カメラ位置

カメラ位置を設定するには2つのオプションがあります。disguiseがビジュアライザーからカメラ位置を受信するか、ビ

ジュアライザーがdisguiseから位置を受信するかです。

ビジュアライザーがdisguiseからポジションを受信する -
DMX経由

1. プロジェクトにDMXデバイスを追加し、出力DMXにパッチします。

2. DMXライトスクリーンを作成し、適切な数のDMXアドレスを作成するよう割り当てます。

3. タイムラインにDMXLightsControlレイヤーを追加します。

4. DMXLightsControlレイヤーのマッピングとしてDMXライトスクリーンを選択します。

5. コントロールレイヤーとステージカメラの接続には矢印を使用します(作成された式構文はcamera:

{camera name}.offset.x)。
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6. disguiseソフトウェアからビジュアライザーに送信する適切なコマンドを設定します。なお、

DMXLightsControlレイヤーは8ビット値しか送信しないので、外部のビジュアライザーの要求に応じて16ビッ

トまたは24ビットに変換する必要があります。以下を参照してください。

7. 式で必要なスケールファクターを適用して、2つの世界を中央に配置します。

注意 -カメラのすべてのプロパティを送信するには、複数のDMX制御モジュールが必要です)

8. 作成したデータストリームに従って、外部ビジュアライザーをパッチします。
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注意 :ワールドオフセット - disguiseソフトウェアカメラをNULLオブジェクト (プロップ)の子として設定すると

便利です。つまり、式を修正するのではなく、NULLオブジェクトの位置と回転のプロパティを使用して

ワールドオフセットを設定できます(上記 )。プロップを作成し、「子を追加」でカメラをプロップの子として

選択します。プロップの位置が調整されると、カメラも同じ相対値で移動します。プロップでメッシュを選

択する必要はありません。

レイヤーワークフローを開きます。

1. プロジェクトファイルにDMXデバイスを追加し、入力DMXにパッチします。

2. タイムラインにオープンレイヤーを追加します。

3. Altキーを押しながら、オープンレイヤーとカメラの位置および回転のプロパティの間に矢印をドラッグします。

これにより、オープンレイヤーをカメラの位置と回転に接続し、タイムラインからそれらを制御できるようになり

ます。

4. 各プロパティを右クリックし、式を使用してこれらのプロパティを適切な受信DMX値に接続します。サード

パーティビジュアライザーのワールドスケーリングに合わせて、これらの値をスケーリングする場合もあります。

PositionReceiverのワークフロー

MA2の設定 :

1. 新しいプロジェクトファイルを作成し、MAネットワーク制御の設定>セッションの新規作成に進み、その後ネッ

トワークプロトコルに進んでArt-Netを有効にします。

2. カメラプールを開き、フロントビューを選択します(緑色にハイライト )。その後新規のカメラビューを空のスロッ

トの1つに保存します。
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3. 設定から、新しいユニバースにあるMAカメラ制御フィクスチャー( 18チャネル)を、アドレス1にパッチします。

4. カメラコントローラフィクスチャーが正しいアドレスにパッチされたら、MAカメラコントローラパーソナリティのチル

トを反転させます。これにより、disguiseバーチャルカメラとMAカメラのチルトを同期できます。

5. カメラプールから新しいカメラを右クリックし、カメラ制御フィクスチャーを選択します。x,y,zの値を0に、回転

x,y,zを0に、FOVを0.79に設定します。

これらのステップにより、デスクのエンコーダーを使用して新しいカメラを制御できます。

MA3Dの設定 :

1. デフォルトのカメラをフロントに設定します。

2. ステージ面を選択し、高さ25m×幅25mにします。disguiseのフロアのデフォルトサイズは25m×25mです。

3. サイズ幅8m×高さ4.5m、位置zを3mに設定した平面を新規作成します。この平面は、disguiseのデフォル

ト面1と同じサイズと位置です。

4. デフォルトのカメラを先に作成した新しいカメラに設定します。

5. 新しいカメラは0,0,0にあるので、ビジュアライザーは黒になります。MA2デスクを使ってカメラを好きなビューに

移動し、その位置プリセットを保存します。

6. MA3Dビジュアライザーを、外部モニタのフルスクリーンに設定します。
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これらのステップは、両方のビジュアライザーカメラの位置合わせをする際、disguiseの3D環境をMA3D環

境で再現するのに必要です。

NDIの設定 :

1. MA onPCとMA3Dを搭載したマシンの準備ができたら、NDIスキャンコンバータを実行します。このアプリは、

GPUの出力をIP上のビデオストリームに変換します。

2. NDIスタジオモニターを開き、MA3Dの画面がNDIストリームとして動作していることを確認します。

disguiseの設定 :

1. 新規プロジェクトファイルを開き、プロジェクターをステージから取り外して、新しい仮想カメラを作成します

2. 「デバイス」→「ビデオ入力パッチ」を右クリックします。video.in1>入力構成> MA3DのNDIストリームを選択

します。「プレビューを開始」をクリックしてストリームを確認したら、プレビューを停止します。

3. DMXデバイスを作成し、MA onPCまたはMAデスクのIPアドレスを使い、DMXモニターでデータを確認しま

す。
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4. PositionReceiverを作成し、MAライティングデスクのデータを用いて、disguiseソフトウェアのバーチャルカメラ

の位置x、y、zと回転x、y、zを制御する式を新たに作成します。

式

式は、両方のビジュアライザーの仮想世界を合わせるのに必要な数学的値の計算するために、disguiseソフトウェ

ア内で使用されます。以下の情報は、disguise内で作成する必要がある式に使用されます:

MAカメラコントローラのx,y,z位置の範囲は -1000mから1000mで、パンとチルトの範囲は-720度から720度

です。

MAカメラ・コントローラの位置x、y、zは、x、y、z、パン、チルト共に24ビットの分解能になっています。

disguiseソフトウェアの式は16ビットしかサポートしていないので、disguise内のカメラの動きは16ビットのデー

タを使うとスムーズに行われます。

Maカメラコントローラーの「位置y」は、disguiseソフトウェア内の仮想カメラの「オフセットz」の値です; MAカメ

ラコントローラーの「位置z」は、disguise内の仮想カメラの「オフセットy」の値です。

1. これらの式を構築しなければなりません。

カメラオフセット x：

カメラオフセット y：
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カメラオフセット z：

カメラのパン(回転y)

カメラのチルト (回転x)
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2. 式が正しく構築されていれば、disguiseソフトウェア内の新しい仮想カメラは、MA3Dカメラと同じx,y,z位置

の場所に移動します。

3. 新しいビデオレイヤーを作成し、サーフェス1にマップし、いくつかのメディアを追加します。

4. 別のビデオレイヤーを作成し、ブレンドモードを「追加」に変更し、メディアとしてビデオイン1を選択します；サ

ムネイルには、MA3D NDIストリームがチェッカーボード付きで表示されます。新しいバーチャルカメラ用に、

新しいダイレクトマッピングを作成します。

5. ステージ>ビジュアライザーカメラから、新しいバーチャルカメラに割り当てます。

6. disguiseカメラとMA3Dカメラの位置が揃います。

7. バーチャルカメラプロパティエディターを開き、背景色を黒に変更します。
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すべての手順を終えたら、MA3Dのステージ平面を非表示にできます；カメラのアライメントが完了すれば、

不要になります。grandMA2にライトのパッチングを開始し、スクリーンをdisguiseに追加すると自分のショーを

作ることができます。

MA3D

MA3Dからdisguiseカメラを制御する

一般情報

MA3Dワールドのスケールは-1000m～+1000m、回転は-720°～+720°の範囲で設定できます。制御するDMX値

は、3つのDMXチャネル(バイト )を使って、24ビットの制御信号として出力されます。Disguiseは8ビットまたは16ビッ
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ト値の入力しかサポートしていないため、これらの値から最上位ビットを用います。

これらの現実の世界の値を使用して、以下の式にプラグインして、外部のビジュアライザーカメラをdisguise内の内

部カメラに接続するために必要な式を作成できます：

{world centre offset in meters/degrees}+(dmx16:universe.address/65536)*{world size in

meters/degrees}-{world size in meters/degrees}

位置X

1000+(dmx16:1.1/65536)*2000-2000

位置 Y

1000+(dmx16:1.7/65536)*2000-2000

GrandMA 3DではYとZが反転しているので、反対側のDMX値を選びます。

位置 Z

1000+(dmx16:1.4/65536)*2000-2000

回転 X

720-(dmx16:1.13/65535)*1440-1440

回転 Y

720+(dmx16:1.10/65536)*1440-1440
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回転 Z

式なし

GrandMA 3Dは、DMX経由のローテーションZをサポートしていません。

視野

手動で設定

MA 3Dは、disguiseソフトウェアと比較して水平方向の半分の値で視野を測定します(例：MA 3Dが22.5°の場

合、disguiseソフトウェアの視野は45°。

上記の式で、定数1440と2000は、GrandMA 3Dシーンのワールドスケールから導き出されたものです。

2000は、GrandMA 3Dのワールドポジション間のスケールファクターで、メートル単位でのスケールです。

1440は、GrandMA 3Dワールドの回転と度数の間のスケールファクターです。

上記の定数は、他のビジュアライゼーションシステムと統合する際に変更できます。

なおこれらは、24ビット値の上位2バイト ( 16ビット )のみを読み取った式です。

このとき、外部のビジュアライザーカメラを動かすと、disguiseソフトウェアビジュアライザーカメラも動きます。

MA3Dカメラの制御でdisguiseを使用する

DisguiseはDMXLightsControlレイヤーからの8ビット値の送信しかサポートしていないため、24ビットを個別のバイト

に分割する式を使用する必要があります:

高位バイト位置 X

DMXチャネル1

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)/65536)
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ミッドバイト位置 X

DMXチャネル2

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)%65536)/256)

下位バイト位置 X

DMXチャネル3

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)%256)

高位バイト位置 Y

DMXチャネル4

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)/65536)

注意 : MA 3Dの世界ではYとZが反転していることに注意してください。

ミッドバイト位置 Y

DMXチャネル5

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)%65536)/256)

下位バイト位置 Y

DMXチャネル6

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)%256)
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高位バイト位置 z

DMXチャネル7

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)/65536)

ミッドバイト位置 z

DMXチャネル8

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)%65536)/256)

下位バイト位置 z

DMXチャネル9

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)%256)

高位バイト回転 X

DMXチャネル10

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))/65536)

ミッドバイト回転 X

DMXチャネル11

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%65536/256)

下位バイト回転 X

DMXチャネル12

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%256)
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高位バイト回転 Y

DMXチャネル13

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))/65536)

注意 : YはMA3Dでは反転するので、バイトのマイナス変換で式を反転させます。

ミッドバイト回転 Y

DMXチャネル14

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%65536/256)

下位バイト回転 Y

DMXチャネル15

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%256)

高位バイトズーム

DMXチャネル16

ミッドバイトズーム

DMXチャネル17

下位バイトズーム

DMXチャネル18
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定数

上記の式で、定数はGrandMA 3Dシーンのワールドスケールから導き出されたものです。

位置定数：8388.608は、GrandMA 3Dワールドの位置( -1000m～+1000m = 2000m)と24ビットDMX値

( 256×256×256) / 2000 = 8388.608のスケールファクターです。

回転定数：((256*256*256)/1440)): 11650.84444444は、GrandMA 3Dワールドの回転 ( -720～+720度 = 1440

度 )と24ビットDMX値 ( 256×256×256) /1440 = 11650.844444間のスケールファクタです。

上記の定数は、他のビジュアライゼーションシステムと統合する際に変更できます。

外部ビジュアライザーでは、これらの同じ値をパッチする必要があります。

このときで、disguiseカメラを動かすと、外部ビジュアライザーのカメラも動きます。

最後に手動で設定する必要があるのは、視野のみです。

キャプチャ

キャプチャのドキュメントから得られる以下の情報を元に、キャプチャのビジュアライザーカメラをdisguiseから制御する

際に推奨される式です。

bit depth = 16max value = 2 pow(bit depth) = 65536

output min = -32768 output max = 32768 output range = output max - output min = 65536

output to bit ratio = max value / output range = 1

Capture Camera control X, Y, Z:

value 1: (camera:camera.offset.x*100+32768%65536)/256

value 2: camera:camera.offset.x*100+32768%256

value 3: (unassigned)

value 4: (camera:camera.offset.y*100+32768%65536)/256

value 5: camera:camera.offset.y*100+32768%256

value 6: (unassigned)

value 7: ((camera:camera.offset.z*-1)*100+32768%65536)/256

value 8: (camera:camera.offset.z*-1)*100+32768%256

https://www.capture.se/
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Camera Control Rotation:

value 1: (camera:camera.rotation.y*182+180*182.044%65536)/256

value 2: camera:camera.rotation.y*182+180*182.044%256

value 3: (unassigned)

value 4: (camera:camera.rotation.x*182+180*182.044%65536)/256

value 5: camera:camera.rotation.x*182+180*182.044%256

value 6: (unassigned)

value 7: (camera.camera.rotation.z*182+180*182.044%65536)/256

value 8: camera:camera.rotation.z*182+180*182.044%256

注意 :
カメラ位置の範囲はX、Y、Z共に-32768～32768で、単位はcm*です。

カメラ回転範囲：-180～180

キャプチャには16ビットの解像度が必要です。

Z軸はキャプチャで反転されるので、カメラのz * -1を使用する必要があります。

式はメートル単位に変換する必要があるため、cmをmに変換する式では*100を使用します。
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VR
バーチャルリアリティ・ビジュアライザーは、OpenVR/Steam互換のビジュアライザーモードで、ユーザーはシーンに入り

込み、ナビゲートできます。

VRは主にdisguiseデザイナーマシンで動作するように設計されており、GTX 1060以上 (または他のメーカーの同等

品 )のGPUを利用します。

そのため、gxシリーズのマシンはVR作業に適しています。しかし、ProとPlusのレンジは、新しいマシンに比べてこの機

能に適していないため、VRの使用にはお勧めしません。これらの機種でもVRは動作しますが、性能に差が出る可能

性があります。

HTC Viveのヘッドセットはdisguiseソフトウェアでテストしており、動作することが確認されています。ただし、いくつかの

既知の問題があります。

HTC Vive

最初にインストールした後、マシンを再起動する必要があります。再起動しない場合はヘッドセットが検知さ

れません。

すべてのEDIDを解除しないと、ヘッドセットが動作しません。

ボックスはUSB 3ポートに接続する必要があります。

結果 - HTC Vive

GX 2 - HDMIとDisplayPortの両方のVFCカードに対応しています。

GX 1 - HDMIとDisplayPortの両方のVFCカードに対応しています。

注意 : VRのような最新のレンダリングモードは、適切に強力なGPUを選択する必要があります。この機能

は、disguiseソフトウェアの他のレンダリング機能と比較して、かなり多くのGPUパワーを必要とします。プロ

ジェクト固有のガイダンスについては、サポートチームまでお問い合わせください。

現在のところUI機能を追加する予定はなく、見て歩くだけのものです。

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Steamシステムを起動する必要があります。ヘッドセットと1つのコントローラが緑色で動作していることを報告し、ヘッド

セットにはSteamの基本シーンが表示されるところまでが目安です。それがうまくいくと、steamがインストールされてい

て、VR機器が接続されている場合 - disguiseプロジェクトを始めると、自動的にVRモードになります。

ビジュアライザーは、ステージ空間におけるヘッドセットの位置と向きを表示します(ヘッドセットと同じぐらいの大

きさの小さな白い立方体で、床までオレンジ色の線が引かれています)。また、コントローラがどこを指している

かも表示されます(床面に当たった場合は白線、それ以外は青線 )。

ナビゲーション - VRユーザーは、行きたい床の位置にコントローラーを向けることでナビゲーションを行い、それ

が白くなり、ボタンをクリックするとそこにジャンプします。VR Navigatorウィンドウの移動速度というプロパティは、

0(すぐにジャンプ)または0以外の数値を設定することができ、これによりVR世界は直線的な経路で移動しま

す。開始時と終了時に少し「ガクン」としますが、吐き気をもよおすことはないようです。新しいユーザーにとって

は混乱が少ないですが、経験豊富なユーザーは戸惑うかもしれません。

バーチャルリアリティナビゲーターでは、物理世界に対するシーンの位置や向きも設定できます。VR体験では、ユー

ザーが迷わないよう、この方位を一定に保つようにしています。それでも迷子になることはありますが、その場合はリセッ

トボタンを押せば、中心部に戻ってきます。

バーチャルリアリティナビゲーターを開く

1. ダッシュボードからステージを右クリックするか、ビジュアライザーでフロアを右クリックして、ステージエディターを

開きます。

2. カメラタブを選択しまｓ

3. バーチャルリアリティ・ナビゲーターを左クリックすると、VRユーザーが見ているものを見ることができます。

警告 :ナビゲーションはフロアレベルに限定されます。どのような会場やステージであっても、最も

近い水平面まで移動できる必要があります。

警告 : 「リバース」ボタンはありません;回避策は、後ろを指してボタンを押すことだけです。

画像は、VR機能の基本要素です。
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HTC Viveを使用した仮想カメラトラッキング

r17.2より、HTC Viveのヘッドセットやコントローラーで仮想カメラをトラッキングできるようになりました

HTC Viveを仮想カメラのトラッキングソースとして割り当てるには:

1. HTC Viveをマシンに接続し、SteamVRでデバイスが動作していることを確認します。

2. disguiseプロジェクトのバージョンr17.2以降を起動します。

3. Stageメニューで右クリックし、プロジェクトファイルに新しい仮想カメラを作成します。

4. Camerasタブの下にある+アイコンを押し、カメラの名前と仕様を入力します。

5. ステージメニューからカメラ名を右クリックするか、ビジュアライザー内のオブジェクトのアイコンを右クリックし

て、カメラのメニューを開きます。
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6. Settingsという最初のタブで、トラッキングソースのフィールドを右クリックします。

7. Viveのヘッドセットとアクティブなコントローラがここにリストアップされます;いずれかを左クリックすると、カメラ

の位置がそれに割り当てられます。

8. 仮想カメラのメニューのオフセットと回転のフィールドは、作業信号を受信すると緑色に変わります。
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イベントのスケジュール設定

スケジュールは、長期間の運用や常設の場合に便利です。これによって、長期間 (数日、数週間、あるいは数ヶ月 )

にわたって定期的に発生するトラック変更イベントをスケジュールすることができます。

注意 :スケジューラは、指定された時間に基づいてトラックを切り替えるためのデバイスに過ぎません。ハー

ドウェアの電源を落としたり、disguiseソフトウェアを終了させる仕組みではありません。予定された終了

機能を使用して、disguiseソフトウェアが終了してクローズする時刻を予約することが可能です。詳しく

は、実行／終了のサブチャプターをご覧ください。

スケジューラの仕組み

スケジューラの以下のように作動します:

1. スケジューラは、イベントのリストを見て何をすべきかを確認します。

2. スケジューラは、アクティブなイベントを見つけるまで、リストを順番に確認します。

3. アクティブなイベントが見つかれば、すぐにそのイベントに切り替えます。

4. 上記を繰り返します

スケジュールリスト内でイベントを上下に移動するには、イベントをドラッグ＆ドロップします。
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スケジュールを作成する

1. トランスポート・エディターのスケジュールプロパティを左クリックします。これにより、利用可能なすべてのスケ

ジュールのリストを含むスケジュールマネージャが開きます。

2. 新規スケジュールのテキストフィールドに新しいスケジュール名を入力します。

3. Enterキーを押します。新規スケジュールが作成され、スケジュールマネージャに追加され、スケジュールマ

ネージャが表示されます。スケジュールマネージャーは、イベントの順序付きリストで構成されています。

イベントはスケジュールアイテムとも呼ばれます。スケジュール項目はトラックのトリガーイベントを指定します。例え

ば、CとDの日付のAとBの時間帯で、Z秒ごとにトラックXをZ秒トリガーする、といった具合です。
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スケジュール管理者のプロパティ

スケジュールマネージャのインターフェース

開始時

トラックがトリガーされる際に、どのようなプレイモードをトリガーさせるかを指定します。

移行

トラック間のトランジションを指定します。

カット

ハードカットでトラックをトランジションします。

フェード

フェード・トゥ・ブラックでトラックを切り替えます。
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イベント

全スケジュール項目の順序付きリスト。

スケジュール項目をスケジュールに追加します。

1. +を左クリックします。スケジュール項目マネージャーが開き、スケジュール項目スケジュール項目が表示され

ます。

2. 新規スケジュール項目のテキストフィールドにケジュール項目の名前を入力します(この例では、イベントの

朝。)

3. Enterを押します。これにより、スケジュールメニューにスケジュール項目が追加され、スケジュール項目編集

画面が表示されます。
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例として、スケジュール2というスケジュールオブジェクトを編集し、朝というイベントを1つ追加しました。朝は11月1日

から12月15日の間、午前9時から午後4時まで、1時間ごとに5分間毎日アクティブになります。

警告 : イベントのスケジュールを組む際は、開始時刻が終了時刻より早いことを確認してくださ

い。あるイベントが深夜移行に実行されている場合は、23時59分に停止するように設定し、

次のイベントが00時00分に開始するよう設定してください。

スケジュール項目のプロパティ

トラック

トリガーとなるトラックを指定します。

開始日、終了日

イベントがアクティブになる日付を指定します。形式は、dd/mm/yyyyになるようにします。

曜日

スケジュール項目を全日、平日のみ、週末のみのいずれに適用するかを指定します。

開始時刻／終了時刻

イベントがアクティブになる日中の時間帯を指定します。形式は、hh:mmになるようにします。

時間の長さ

イベントがトリガーされたときにどのぐらいの時間アクティブになるかを指定します。形式は、hh:mmになるようにしま

す。
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毎

イベントの繰り返し周期を指定します。形式は、hh:mmになるようにします。

スケジュールに複数のイベントが含まれている場合、リスト内の最初のアクティブなイベントがトリガーされます。これ

により、優先順位の高いイベント (例えば、毎正時に再生される特定の曲 )を他のイベントより優先して追加するこ

とができます。



1964

Copyright 2022 disguise.All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice.The software described in this document is
furnished under a license agreement or nondisclosure agreement.The software may be used or copied only in
accordance with the terms of those agreements.No part of this publication may be reproduced, stored in a
retrieval system, or transmitted in any form or any means electronic or mechanical, including photocopying and
recording for any purpose other than the purchaser's personal use without the written permission of disguise.

disguise
ロンドン本社、88-89ブラックフライヤー・ロード、ロンドンSE1、8HA
ロンドン、SE1、1PP


	 disguiseとは？
	制作前
	リハーサルおよびライブ製作

	 主な要素
	タイムラインレベル
	ステージレベル
	フィードレベル
	リアルタイムマッピング

	 Designer 概要
	動作環境
	オペレーティングシステム
	仮想マシン - Parallels

	disguiseのダウンロードとインストール
	ダウンロード・インストーラーの起動

	disguiseソフトウェアインストール解除
	ライセンシング
	概要
	ドングルベースのライセンス
	ソフトウェアのみベースのライセンス

	バージョンの確認
	Macbook Pro Retinaディスプレイの問題
	ビデオキャプチャ
	Viruses and malware
	Recommended virus scanner


	 d3Manager概要
	新規プロジェクトを作成
	Template project
	Starting an existing project
	Re-launching the last active project
	Opening a project from file list
	Opening a project in assistance mode
	Opening the disguise Projects folder
	d3Manager - Networked Machines
	d3Manager network view
	Install disguiseソフトウェア Remotely
	d3Manager network view
	d3Manager Accessing project folders on networked machines
	Joining a session from file list
	Joining a session in assistance mode from the Help menu

	Adding and removing project folders
	Adding a project folder:
	Removing a project folder:
	Expanding and collapsing projects folders


	 ヘルプメニューの概要
	プロジェクト履歴ファイル
	バックアップした.d3プロジェクトファイルを復元する
	オブジェクトを永久に削除した後に復元する
	Autosave
	Changing the frequency of autosave
	Manual save


	Checkpointing projects
	What a checkpoint does
	How to create a checkpoint
	Opening a checkpointed project created in an old release
	How to disable a Checkpoint


	Project snapshots
	コンソールファイル
	コンソールを探す。
	診断アーカイブ

	 始める前に
	新規プロジェクトを作成
	開始と終了
	プロジェクトを開くには
	プロジェクトを終了するには
	終了予定

	GUIの概要
	ダッシュボード
	ステージビジュアライザー
	タイムライン

	ステージのナビゲーション
	ズームイン／アウト
	カメラのパンニング

	Bookmarking camera positions
	Recalling a camera position
	Storing a camera position
	Resetting the camera to its default position
	Camera Bookmarks List


	キーボードのショートカット
	ショートカット

	対応ファイル形式
	プリマルチプライドとストレート/マット・アルファの比較
	動画ファイルおよび静止画の最大解像度
	プロジェクト設定
	d3Stated3オプション

	 オブジェクトエディターの概要
	オブジェクトの概要
	オブジェクトの名前を調べる

	Object libraries
	Selecting an object
	Managing Objects
	オブジェクトの編集
	オブジェクトのプロパティの種類
	数値プロパティの編集
	Multi-edit
	Object assignment hotkeys
	Object tracking source

	オブジェクトのインポート／エクスポート
	プロジェクト間でオブジェクトを転送する
	ワークフロー


	 コンテンツマネジメント概要
	コンテンツバージョン管理
	プロキシ管理
	フレーム置換
	メディア取り込みの履歴ツール
	対応ファイル形式
	プリマルチプライドとストレート/マット・アルファの比較
	動画ファイルおよび静止画の最大解像度
	コンテンツ バージョニング
	Adaptive Proxies
	カラープロファイル
	概要
	色空間
	ガンマ
	ワークフロー

	Colour shifts
	ACES
	Frame Replacement
	Media Ingestion History
	Manage old media
	Archive unused objects
	Duplicating video clip instances
	Distinction between VideoFile and VideoClip
	Duplicating a VideoClip

	イメージシーケンス
	10bit コンテンツ
	Alembic Files
	Slideshows
	Content management and slideshows

	VideoClip object
	Overview
	Rendering media overview
	Stage/Feed movies
	Screenshots
	ビデオ出力設定

	動画出力プロパティ
	スクリーンショットのレンダリング

	スクリーンショットのファイル形式を指定する
	Rendering Stage movies
	Rendering Feed movies

	How to render Feed movies
	Generate content table

	Project structure
	Project location

	Where are all of my projects stored?
	メディアファイルの配置

	プロジェクトのメディアファイルはどこに配置しますか?
	disguiseプロジェクトにメディアファイルを配置し、アクセスする方法

	ビデオ・コーデック概要
	DXV 2.1.1コーデック
	HAP / HAP-Q コーデック
	トランスコーディングソフトウェア
	After Effectsでノイズを入れる
	例



	 3D fundamentals overview
	3D fundamentals overview
	Exporting 3D models
	Optimising 3D models
	Dividing 3D models into screens and props

	Orientation
	Position
	Pivot points

	Scale
	Understanding .obj files
	3D modelling / UV mapping overview
	Why learn 3D modelling and UV mapping techniques?


	 UV mapping overview
	UV mapping overview
	What is UV mapping?
	How does d3 sample UV maps?
	Editing UV maps
	Rendering UV maps to content templates
	Useful external link:

	The UV map as the content template
	Example

	The UV map as the hardware output
	Creative and Technical workflow separation
	Re-configure the outputs


	 Projection Examples Overview
	Projection Examples Overview
	Cylindrical mapping
	How the UV map is generated

	Pelt mapping
	How the UV map is generated

	Perspective Mapping
	How the UV map is generated

	Pixel-perfect mapping
	How the UV map is generated

	Planar mapping
	How the UV map is generated

	Shrink wrapping
	How the UV map is generated

	Spline mapping
	How the UV map is generated


	 LED screen examples overview
	LED screen examples overview
	Example 1: MiSTRIP star
	How the UV map is generated

	Example 2: OLite column
	How the UV map is generated

	Example 3: DNA Spiral
	How the UV map is generated

	Example 4: Millenia Tower

	 ステージの概要
	｢ステージ｣とは？
	ステージ内のオブジェクト

	ステージの概要
	｢ステージ｣とは？
	ステージ内のオブジェクト

	ステージの編集
	ステージエディター
	Manipulators

	 Screen types overview
	What is a screen?
	Types of screens

	Screen types overview
	What is a screen?
	Types of screens

	Creating screens
	Deleting screens
	Changing the Screen Type
	Removing screens

	 Screen editor
	Screen editor
	スクリーンのプロパティ
	オフセット
	回転
	スケール
	解像度
	メッシュ
	Appearance properties
	ピクセルマスク
	ポピュレーションマスク

	Output properties
	Parenting screens / props / projectors

	 DMX screens and DMX lights overview
	Background
	Current status

	DMX screens and DMX lights overview
	Background
	Current status

	グローバルDMXオプション
	グローバルDMXプロパティ
	Creating DMX lights
	Creating a DmxLights screen
	DmxLights properties
	Creating DMX lights

	Creating a DmxLights screen
	DmxLights properties
	Creating a fixture

	Fixture properties
	フィクスチャー・ドライバー

	フィクスチャー・ドライバーの種類
	フィクスチャー・ドライバーの作成
	DmxDriver

	Setting up a grid of fixtures

	DmxLights properties
	Global rotation
	DMX addressing

	Addressing properties
	DmxAssigner
	DmxString properties

	Targeting fixtures

	How to target the fixtures
	Creating DMX screens
	Creating DMX screens
	Editing local channels
	DMX table screens


	 Projector Simulation overview
	Projector Simulation as a decision-making tool
	3D models preparation
	Content creation
	How do I learn about preparing a projection-based 3D model for disguise?

	Projector Simulation overview
	Projector Simulation as a decision-making tool
	3D models preparation
	Content creation
	How do I learn about preparing a projection-based 3D model for disguise?


	Creating and removing projectors
	Creating a projector for a stage
	Removing a projector from a stage

	Editing projectors
	Settings
	Appearance
	Calibration
	Output


	Outputting to projectors
	Creating an output from a projector

	Projector List Overview
	Features of the Projector List
	Final Adjust
	Multiple Projector Lists


	Manual Calibration - Projectors
	ワーピング出力
	Projector Footprints
	Enabling Projector Footprints
	Multi-Pose Projection Calibration Overview
	Multi-Pose Projection Workflow
	Example

	Blending and masking outputs
	Dynamic Blend
	Enabling Dynamic Blend
	Global Dynamic Blend Settings
	Projector Level Dynamic Blend Settings


	Include Exclude list
	Using the Include & Exclude list
	Quick Calibration overview
	QuickCal overview
	3D mesh accuracy
	Using QuickCal
	Tips & tricks
	Quick Calibration overview
	Quick Calibrating projectors
	Creating and deleting reference points


	 会場とプロップの概要
	会場とは?
	プロップとは?

	会場とプロップの概要
	会場とは?
	プロップとは?

	プロップの作成と削除
	プロップの編集
	プロップのプロパティ
	会場の作成と切り替え
	会場の編集

	 カメラ
	概要
	ワークフロー
	カメラプロパティ
	設定
	プレビュー
	出力
	階層
	ステージレンダラー
	カメラタイプ
	視認性
	物理的
	レンズ
	予測


	 MRセット
	概要
	ワークフロー
	プロパティ
	遅延キャリブレーション
	トラッカーの遅延
	空間キャリブレーション


	 ビジュアライザー・レンダラーの概要
	回路図
	ルクス
	ヒートマップ

	ビジュアライザー・レンダラーの概要
	回路図
	ルクス

	ヒートマップ

	回路図
	概要
	ワークフロー
	例

	ルクス
	概要
	ワークフロー
	例

	ヒートマップ
	概要
	ワークフロー
	例
	ヒートマップのプロパティ
	プロジェクタースタディ

	 Projector Calibration overview
	Manual Calibration - Projectors
	Quick Calibration overview
	QuickCal overview
	3D mesh accuracy
	Using QuickCal
	Tips & tricks
	Creating and deleting reference points
	Quick Calibrating projectors

	Multi-Pose Projection Calibration Overview
	Multi-Pose Projection Workflow
	Example


	OmniCalの概要
	ワークフロー
	現在の制限事項
	訓練を受けたOmniCalオペレーターの場合
	経験の浅いオペレータの場合（再キャリブレーション）
	ハードウェア
	ヒントとコツ
	トラブルシューティング
	OmniCal カメラの設定

	ワークフロー
	OmniCal MVシステム
	OmniCalキャプチャ

	概要
	ワークフロー
	例

	OmniCal Calibration & alignment
	Overview
	Workflow
	Example
	OmniCal Multi-pose alignment
	Prerequisites


	OmniCal Rig-check
	Overview
	Workflow
	Example

	 シーケンシングの概要
	シーケンシングの概要

	 タイムラインの概要
	タイムラインとは？
	トラックプレーヤー内のオブジェクト
	トラックの構造

	Transport controls
	Transport controls
	Tracks overview
	What is a track?
	Using tracks to sequence content to the beat
	The track editor
	Creating and managing tracks
	Adding and removing sections
	Working with Notes
	キューリスト
	Jumping track bars


	 コンテンツマッピングの概要
	マッピングの種類
	コンテンツマッピングの概要
	マッピングの種類

	マッピングタイプの概要
	マッピングの新規作成
	マッピングを新規作成するためのプロセス
	共通マッピングプロパティ
	マッピングタイプの概要
	ダイレクトマッピング

	マッピングの新規作成
	共通のマッピングプロパティ
	フィードマッピング

	フィードマッピングの作成
	フィードマッピングのプロパティ
	フィードマッピングの使用

	パラレルマッピング

	パラレルマッピングの新規作成
	共通のマッピングプロパティ
	パラレルマッピングのプロパティ
	パラレルマッピングタイプの使用

	CameraPlate マッピング

	CameraPlateマッピングの作成
	共通のマッピングプロパティ
	円筒形マッピング

	円筒形マッピングの作成
	共通のマッピングプロパティ
	円筒形マッピングのプロパティ
	円筒形マッピングタイプの使用

	パースペクティブマッピング

	パースペクティブマッピングの作成
	共通のマッピングプロパティ
	パースペクティブマッピングのプロパティ

	PreComp

	PreCompの作成
	PreCompの構築
	PreCompをエフェクトレイヤーのソースとして使用する
	PreCompを複数のトラックで使用する
	PreCompのプレビュー
	Radial mapping

	Creating a Radial Mapping
	Common Mapping Properties
	Radial Mapping Properties

	空間マッピング

	空間マッピングの新規作成
	共通のマッピングプロパティ
	空間マッピングのプロパティ

	Spherical Mapping

	Creating a Spherical Mapping
	Common Mapping Properties
	Spherical Mapping Properties



	 レイヤーの概要
	レイヤーのタイプ
	アートネットでレイヤーのプロパティを制御する
	OSCによるレイヤープロパティの制御

	レイヤーの作成
	レイヤーの編集
	レイヤーエディターとは何ですか？
	レイヤーエディターを開く/閉じる
	レイヤーのプロパティ

	MultiLayerEditor
	共通レイヤーのプロパティ
	Preview Thumbnail
	Brightness
	コンテンツ
	Content properties
	Mapping
	ブレンドモード
	Colour Shift
	Palette
	xCol yCol
	Art-Netでレイヤーを制御する

	Art-Netでレイヤーのプロパティを制御する方法
	レイヤープロパティが0〜1の範囲でのみ動作するようにする方法
	OSCでのレイヤー制御
	Layer Types Overview

	Types of layers
	オーディオ
	ビットマップ
	TestPattern
	ビデオ
	レガシービデオ
	RenderStream
	概要
	VideoTrigger
	ウェブ
	CameraControl

	CameraControl layer properties
	Creating/sequencing CameraControl commands
	Editing CameraControl commands
	コントロール


	Command Syntax
	Ascii examples
	Hex examples
	DMXLightsControl


	DMXLightsControl layer properties
	Creating DMXLightsControl commands
	Editing DMXLightsControl commands
	DMXShare


	DMXShare layer properties
	MatrixControl

	MatrixControl layer properties
	Creating & sequencing MatrixControl commands
	Using the MatrixControl layer
	TimecodeMode
	MasterBrightness


	MasterBrightness layer properties
	MidiNote

	MidiNote layer properties
	MTC

	MTC Layer Properties
	開ける
	OscControl

	Command Syntax
	再生モード

	再生モード Properties
	ProjectorControl

	ProjectorControl layer properties
	TrackJump

	TrackJump Layer Properties
	TransportControl
	TransportBrightnessLocal
	TransportVolumeLocal
	ぼかし

	Common Layer Properties
	ぼかし layer properties
	ChannelRouter
	ColourAdjust
	Overview
	Workflow
	Common layer properties
	構成
	EdgeFilter
	フェード
	FilmicGrain
	Overview
	Workflow
	Common layer properties
	Kaleidoscope
	Lut
	Overview
	Workflow
	Common layer properties
	Lut layer properties
	MotionBlur
	ノイズ
	ピクセル化
	PixelMap
	スクロール
	SpinBitmap
	ストロボ
	トリガー
	バグ
	シェブロン
	カラー
	Generative Layers
	グラデーション
	Notch
	Overview
	Workflows
	Notch layer properties
	レーダー
	RGBColour
	スキャン
	Tennis
	Options
	Control
	読み出し
	AnimateCameraControl
	AnimateCameraPreset
	Creating a camera position animation
	Previsualisation Layers Overview
	AnimateObjectPreset

	Creating a AnimateObjectPreset animation
	TargetPreset

	Targeting/animating fixtures
	Opening the Fixture Targets editor
	TargetObject
	TargetControl

	Keyframingレイヤーの概要

	Keyframeエディターとは何ですか？
	Keyframeエディターを開く
	キーフレームトグル
	複数のKeyframeエディターを開く
	Keyframeエディターのタイプ
	Keyframeエディターの操作
	共通のKeyframeプロパティ
	関連するコンテンツ

	Numeric keyframes

	Editing min/max values
	Object keyframes
	Option keyframes
	Multiple keyframes
	Compositing layers

	Arrow-supported layers
	Copying and pasting layers
	Deleting multiple layers
	Deleting layers
	Duplicating layers
	Extending layers
	Grouping layers
	Save as and importing layers
	Isolating layers
	Moving layers
	Muting layers
	Locking layers
	Renaming layers
	Selecting multiple layers
	Splitting layers


	 Sockpuppet overview
	What is Sockpuppet
	Compatibility

	Sockpuppet overview
	What is Sockpuppet
	Compatibility

	Bank Editor
	What is the bank editor?
	Preferences

	Patch assignments
	Sockpuppet personality editor
	Sequencing with Sockpuppet
	Dormant layers
	RGB colour overview
	Video playback modes overview
	Toggle Sockpuppet



	 インディレクション
	概要
	ワークフロー
	例

	 Universal crossfade overview
	What is Universal crossfade?
	Crossfade duration
	Setting up a sequenced transition


	Universal crossfade overview
	What is Universal crossfade?
	Crossfade duration


	 Generating textures
	Texture types

	 Configuring Overview
	Configuring Overview
	オーディオ概要
	トラックの量子化とビートに合わせたシーケンス
	高品質オーディオの出力
	AudioAnalyser
	オーディオの定量化
	定量化のセットアップ
	Advanced quantiser settings
	オーディオ出力セットアップ
	Output professional audio
	多重チャネルオーディオ出力
	Output audio to DA converters

	d3Netの概要
	d3Netのセットアップ
	d3Netマネージャー

	エディターのセットアップ
	ディレクターが起動していること
	ディレクターにはショーの状態を管理する権限があります。
	先着順での編集
	ディレクターのセッションコントロール
	トランスポートコマンドを送信
	エディター許可
	プロジェクトの同期化
	セッションへの参加

	Network Adapter
	Windowsのネットワーク設定
	一般的な準備

	Educational license
	Devices overview
	Creating devices
	Motion control systems
	Creating a new Motion Controller
	Axes
	Creating Driver Axes
	Screen Axis Expressions
	BlackTrax Overview
	CPS Driver
	D3SSI Driver
	DMX Screen Position Driver
	HMC Driver
	IPCUSB Driver
	Kinesys Driver
	MoSys F4 Driver
	Movecat Driver
	Navigator Driver
	NG360 Driver
	OSC Driver
	Posi Stage Net Driver
	PRG Stage Command Driver
	PRG Driver
	Simotion Driver
	Stage Kinetics MoveCat driver
	STS Driver
	Stype Driver
	Unican Open Cue Driver
	Visual Act Driver
	Audio analyser
	DMX
	DMXMachineControl setup
	JSONMachineControl
	MIDI controllers
	OSC
	OSCMachineControl setup
	OSC tester
	Projector control
	Telnet
	UDP
	Agile camera setup
	Visca camera setup
	Matrix switches overview
	Direct Matrix Routing
	アナログウェイOPS300の設定
	Barco MatrixProの設定
	PureLinkマトリクスの設定
	Riedel MediorNetの設定
	ブラックマジック・スマートビデオ・ハブの設定
	Lightware Matrixの設定
	TelnetMatrixの設定
	Setup video input
	4k quad link capture

	Setting up Quad link 4k Capture
	CITP
	Using CITP
	Device Recording
	Using Device Recording

	式
	数字アニメーション用式

	出力フィードの概要
	フィードムービーのレンダリング

	フィードレベルの表示
	フィードレベルのナビゲーション
	Selecting Feed rectangles
	スクリーン用フィードレクタングルの追加
	Editing a Feed Rectangle
	Using duplicate multiple
	Number of duplicates
	Source offset
	Destination offset

	d3Netの設定とフィード設定
	出力設定を行う
	VFCカードスロットの設定

	プロジェクトのリフレッシュレートを設定する
	10bitディスプレイ
	Genlock
	disguise内のハウスシンクにロックする
	ソフトウェアで外部からGenlockを設定する（4x4、4x2）
	外部からのGenlockの設定（2x4pro、gx機器）
	内部タイミングシンク
	DMX Transports Overview
	DMX移行セットアップ
	Switching tracks with DMX
	Triggering cues with DMX
	Midi Transports Overview
	Mixing MIDI cue types
	Sending MIDI Timecode
	Setup MIDI Note
	Setup MIDI Show Control
	Troubleshooting MIDI
	OSC
	OSC templates
	OSCシンタックスライブラリ
	OSC 移行のセットアップ
	OSCでキューをトリガーする
	移行概要
	移行マネージャー
	LTCのセットアップ
	Setup MIDI Beat Clock
	Setup MTC
	Setup Tap Tempo
	Timecode Tester
	タイムコードでキューをトリガーする
	Troubleshooting LTC

	移行マネージャー
	MultiTransport
	キューリスト
	Set Lists
	カメラ切り替え
	カラーキャリブレーション


	観測点
	拡張設定
	xR空間キャリブレーション

	空間トラッカーの遅延
	xRステージアライメントの概要

	ビデオ受信の遅延
	Virtual Zoom
	xR ワークフロー概要
	xR プロジェクト設定
	xR ステージ設定
	RenderStreamフェールオーバー
	RenderStream r17.x.x
	RenderStream r18
	RenderStream r19
	RenderStream
	RenderStreamおよびNotch
	RenderStreamとUnity
	RenderStreamとUnrealエンジン

	ARワークフロー
	EVO
	キャプチャ


	VR
	バーチャルリアリティナビゲーターを開く
	HTC Viveを使用した仮想カメラトラッキング
	イベントのスケジュール設定


