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ICI Laflaque
タイトな日程におけるブロードキャスト	
品 質の維持

毎週放送のアニメ政治風刺番組であるICI Laflaqueの制作チー
ムは、2004 年の創設以来、リアルタイム パイプラインを使用して
作業を進めてきました。このワークフローは、必要に迫られて開
発されたものでした。各エピソードは 30 分ありますが、最新ニュ
ースに基づいた真新しい脚本を、ナレーションからアニメーショ
ン、最終出力まで 7 日というターンアラウンド タイムで制作する
必要があります。

この一週間のターンアラウンドタイムに間に合わせるには、最
初からリアルタイム レンダリング(または ほぼリアルタイムのレ
ンダリング)が必要でした。Vox Populi Productions は、14 年間
にわたり、Autodesk MotionBuilder からのほぼリアルタイム

なレンダリングをそのまま最終出力として使用することで、ICI 
Laflaque をこのタイトなスケジュールで製作していました。

しかし、Unreal Engine の使用でビジュアル クオリティを大幅
に向上させられることに気がついたため、彼らは 2018 年から 
2019 年のシーズンで Unreal Engine に切り替えることを決定し
ました。このドキュメントは、すでに最適化されたワークフローの
一部を損なわず、かつ Unreal Engine を使用して優れたリアルタ
イム出力を実現するために、Vox Populi が番組のパイプライン
に対して行った変更について記しています。

制作チームは、Unreal Engine を使用することで番組の視覚的
な品質が以前よりはるかに高くなることに加えて、それを用いて
作業をスピードアップさせ、クリエイティブな作業にかける時間
をより増やすための他の方法も発見しました。
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	番組
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番組
ICI Laflaque は受賞歴のあるフランス語の政治風刺番組です。こ
の番組では、ICI Télé Radio-Canada ネットワークで放送されて
おり、架空の人物と現実の人物の両方をベースにした 3D アニメ
ーションのキャラクターが多数出演しています。

番組の主役は、架空のニュースキャスターである Gérard D 
Laflaque です。

各エピソードには 2 つのストーリーラインがあります。1 つ目は 
Laflaque の時事 TV 番組で ICI Laflaque とも呼ばれており、そ
の日のニュースについてコメントしたり、有名な政治家へインタ
ビューを行ったりします。2 つ目は、有名人を中心に置いて展開
される、さまざまな架空の物語について放送します。放送回の多
くは、前の1週間のうちに起こった現実のニュースを参考にして
います。

 画像 1:GérardD Laflaque の TV 番組の撮影現場にて、彼と Radio-Canada のニュースキャスター Céline Galipeau。
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図 3:元 Montreal Canadiens の選手、Dave Morissette 氏とレフリーの Ron Fournier 氏がホッケーについて語る

図 2:Céline Dion が社説についてスピーチ
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Gérard D Laflaque はその政治 TV ショーの司会者としての在職
期間中、Donald Trump 氏、Barack Obama 氏、Hillary Clinton 
氏、金正恩氏、フランス大統領 Emmanuel Macron 氏、そして多
数のケベック人やカナダの政治家を含む様々なゲストにインタ
ビューを行ってきました。

番組の脚本は、伝統に囚われず、かつウィットに富んでおり、ケ
ベック人の考え方を反映しています。例えば、Laflaque がアメ
リカの George W. Bush 元大統領にアメリカの選挙人投票シス
テムについて説明を求めたことがありますが、彼の返答は「シ
ンプルだよ。一番金を持ってる候補者が勝つんだ」といったもの
でした。また、当時のカナダの Stephen Harper 首相とのインタ
ビュー中に、Laflaque が首相の身体をレントゲン検査機で調べ
て、Harper 氏には心がないことを見せたりもしました。

他お決まりの小コントに、FLAQ と名付けられた地元の酒屋での
出来事、そしてケベックのテレビゲーム番組のパロディーなどが
あります。

歴史

Gérard D Laflaque は、1982年にラテックス人形として初登場
しました。当時、フランス語の公共放送局 Radio-Québec は、La 
minute et quart à Gérard D Laflaque (Gérard D Laflaque の 1 
分 15 秒) という75 秒の陽気な小番組として、 Laflaque の解説
を放映しました。Laflaque の名前は著名なケベックの政治家で
ある Gérard D. Lévesque からインスパイアされていますが、「la 
flaque」はフランス語で「水たまり」という意味です。

番組のコンセプト、そして Gérard D Laflaque 自身は、受賞歴の
あるケベック人の政治漫画家 Serge Chapleau 氏によって考案
されました。テレビ用の人形を作った後、これらの放送回のため
に、彼はオリジナルの Gérard D Laflaque 人形を含んだ最初の
マリオネットを作ることに自分の技術を注ぎ込みました。 やがて、Laflaque の世界は Radio-Canada で自分の 30 分の

番組を持つまで広がり、それは Et Dieu Créa...Laflaque (そして
神は… Laflaqueを創った) でしたが、最終的には ICI Laflaque 
(ここは Laflaque) となりました。番組のキャラクターデザイン
はすべて、Chapleau 氏の描画スタイルがベースとなっていま
す。Chapleau 氏は現在も番組のコンテンツ プロデューサーとし
て活躍しています。彼は引き続き新しいキャラクターのモデルシ
ートの監督や番組の脚本のチェックを行っています。

図 4:ラテックス製マリオネットの Gérard D Laflaque
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https://en.wikipedia.org/wiki/Serge_Chapleau


Laflaque の番組が2004年に制作を開始したとき、Vox Populi 
は、アニメーション化とレンダリングにはモーションキャプチャ
と MotionBuilder を使用し、リアルタイム レンダリングには 
OpenGL を使用するパイプラインを開発しました。チームは制作
中にリアルタイム プレビューを使用しており、MotionBuilder か
らの最終出力をほぼリアルタイムにレンダリングしていました。

そして、7 日ごとに新しい 30 分のエピソードを作成するため
に、そのパイプラインは十分に機能していました。しかし14年
後、Vox Populi は番組の外観をアップグレードするため、Unreal 
Engine に切り替えることを決定しました。

プロダクション スケジュール

2018年、Laflaque の番組はシーズン 15 に入ります。制作チー
ムは、この30分の番組のタイトなスケジュールを厳守してきま
した。1週間の間に、ライターは、数日中あるいは数時間中に起
こったニュースでさえ脚本を書いていきます。そして、それら脚
本を元に完成した作品は、その映像と一緒に、数日後に Radio-
Canada に届けられます。

使用されるパイプラインに関係なく、年間制作スケジュールは以
下のパターンに従っています。

• 5〜8月：エピソードの制作はありません。チームは「時代を
超えたトピック」についての小話を描き、制作します。例えば、
ケベックや世界中で昔からよく話題にされるような、地球温
暖化、家族観、失業率などについてです。制作チームはまた、
新たに選出された国のトップや著名なカナダ人政治家な
ど、必要となりそうな新しいセットやキャラクターの制作にも
取り組みます。

• 9〜4月：小話で構成される毎週のエピソードの制作を行い
ます。毎週の番組に使用される小話のおよそ半分は、以前に
制作された「時代を超えたトピック」ですが、残りの半分は最
近のニュースに基づいており、その週に新しく制作されたも
のです。各シーズンは 20 から 30 エピソードで構成されてい
ます (数は年によって異なります)。

図 5:Serge Chapleau 氏による、カナダの政治家 Gaétan Barrette 氏の風刺画
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2018年9月から、2018年から2019年のシーズンに向けて、制作チ
ームは 26 のエピソード、100 のキャラクター、50 以上の背景、そ
して 1000 以上の小道具とスペシャル を含む Unreal Engine プ
ロジェクトの作成を目標としました。各エピソードの長さは 30 
分で、7 日間のスケジュールで制作されます。

各制作週の月曜日から木曜日にチームで集まり、新しい脚本と
その脚本が金曜日までに制作可能かどうかについて話し合いま
す。その際に、新しい複雑な 3D モデルを必要とするアクションが
ある場合、そういったものを除外するため書き直すこともありま

す。また、新しいマイナーなキャラクターが登場した場合、チーム
は既存のモデルを再利用し作業を簡略化できるかどうか、また
はキャラクターを段ボールの切り抜きのような形で表現できるか
どうかを検討します。

課題として Vox Populi チームは週の間に書かれた「緊急の脚
本」に対処する必要があり、小話を完成するのに3日しかないこ
とあります。番組のターンアラウンドタイムが短いことから、これ
らの課題に対応できるパイプラインを用意することが非常に重
要となります。

 図 6:政治解説者 Mario Dumont 氏が大麻合法化に抗議して鐘を鳴らす様子

 
1   Vox Populi は、特定の小話内の特定のキャラクター用に選択された
クロス、アクセサリー、小道具を「スペシャル」という用語を用いて説明し
ています。キャラクターを繰り返し使用するため、チームはペン、携帯電
話、クリップボード、ブリーフケースなどの小物や、帽子、眼鏡など、以前
にモデル化したことのある多くのアイテムから選択しています。これらの
アイテムのほとんどは独自のリグを持っています。キャラクターのスペシ
ャルを選択するというのは、すべてのアクセサリーと小道具を含めて、
小話に合わせてキャラクターを完全に装備させることを意味します。
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	Unreal	Engine	への切り替え
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Unreal	Engine への切り替え
Vox Populi は、リアルタイム レンダリングの解決策として数年
間 Unreal Engine の可能性に目を向けていました。そして、The 
Mill による Blackbird プロジェクトと ILM が Rogue One の最終
レンダリングとして Unreal Engine を使用したことに感銘を受け
ました。

2018年、Vox Populi は Epic Games と提携して、既存のリアルタ
イムレンダリングの問題の解決策と番組のビジュアル品質を向
上させることを目指してUnreal Engine でのワークフローを検討
しました。

Vox Populi は、Unreal Engine パイプラインへの切り替えを 2 段
階に分けて構想しました。

• フェーズ 1: モーション キャプチャ データとキーフレ
ーム データ (または単なるアニメーション データ) を 
MotionBuilder に送り、Unreal Engine でレンダリングする

• フェーズ2: MotionBuilder LiveLink プラグインを介して 
Unreal Engine でモーション キャプチャ データをライブ フィ
ードバックする

このドキュメントは、フェーズ 1 での変更について書いています。
フェーズ 2 については今後紹介する予定です。

フェーズ 1 では、チームは番組の全体的な外観を今までと同じ
にしておく一方で、ビジュアル品質の向上を目指しました。視聴
者に同じ番組であると認識されながらの見栄えを向上させるこ
とを目指しました。チームは、Unreal Engine のリアルタイムなラ
イティングでうまく機能するよう最適化された PBR (物理ベース
のレンダリング) テクスチャを使用できるようになりました。この
ようなテクスチャを使用することで、一般的に、より色が豊かにな
ったり、レンダリングの際により綺麗で滑らかな外観の実現が可
能になります。

さらに、Vox Populi は、研究開発によって番組全体を台無しにし
ないために、既存のワークフローに対しての変更を最小限に抑
える必要がありました。基本的な (そして確かな) UE4 パイプライ
ンを開発することで、それを既存のリアルタイム レンダリング プ
ロセスと置き換えることが目標でした。

新しいパイプラインを堅牢にするために、Vox Populi は新旧の
ワークフローとの並行制作が出来るようにしました。最終的な
出力については、この文書のレンダリング セクションで比較して
います。

オリジナルのパイプライン
当初のパイプラインでは、Vox Populi は、モデリング、モーション
キャプチャ、およびアニメーションなど、最高効率を実現するため
のいくつかのステップをすでに実行していました。

番組の歴史を通してずっと、チームは、キャラクターのセットと
モデル化は ZBrush と 3ds Max、基本リギングのセットアップは 
3ds Max、モーションキャプチャは PhaseSpace システム、リギン
グとアニメーションは MotionBuilder を使用して完成させてい
ましたが、そのため、Unreal Engine をリアルタイム レンダリング
に使用する上で、パイプラインのこれらの部分については変更す
る必要がありませんでした。そして、チームはすでにこれらのワー
クフローに精通しているので、Unreal Engine に切り替えたとし
ても、これらのタスクの実行に要する時間に変化はありません。

また、チームは MotionBuilder OpenGL の出力をプレビューと
最終ピクセルにも使用していました。その際、プレビューは 30 
fps でリアルタイムに再生できますが、最終出力は 5〜10 fps で、
リアルタイム以下のスピードでしか生成できませんでした。その
ため、Unreal Engine を使用することで、Vox Populi はプレビュ
ーの品質と最終出力のスピードの向上を期待しました。
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http://www.themill.com/portfolio/3002/the-blackbird%c2%ae
https://www.polygon.com/2017/3/1/14777806/gdc-epic-rogue-one-star-wars-k2so


図 7:Linear MotionBuilder パイプライン
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	Unreal	Engine パイプライン

最初のフェーズでは、パイプラインに以下の変更を加えることを
目的としました。

シェーディング—-—UE4 で行われます。元のパイプラインでは、すべ
てのシェーディングが Photoshop でペイントまたは編集された
テクスチャで行われ、マテリアルは 3ds Max と MotionBuilder 
で割り当てられていました。制作チームは、可能な限り Unreal 
Engine のマテリアルを使用することで、このプロセスが合理化で
きないか考えました。

リギング—-——MotionBuilder—のリギング プロセスはほとんど変わ
りませんが、Unreal Engine にインポートしたときに効率的に機
能するよう、いくつかの調整を行います。

ライティング—- レンダリングは UE4 で実行されることから、すべて
のライティングを UE4 で行う方が自然です。

VFX— - 番組の既存のパイプラインでは、VFX は After Effects で
個別に作成されていました。Unreal Engine の使用で、VFX は 
UE4 のアニメーションと同時に実行できます。

コンポジット -  Unreal Engine のシーケンサにあるツールを
使用して、元のパイプラインのコンポジット ステップを Unreal 
Engine で直接実行できます。

レンダリング - アニメーションのプレビューは以前と同じ 
MotionBuilder で実行しますが、最終的なレンダリングは代わり
に Unreal Engine で実行します。

チームはまた、UE4 の特殊なものとキャラクターを簡単に交換
できるようにして、シーケンサのカメラ設定にインポートする際に 
MotionBuilder からカメラ スイッチャ ツールにアクセスできるよ
うにしたいと考えていました。

Unreal Engine のパイプラインは、元のパイプラインとはかなり
異なっており、すべてのプロダクション ステップ間でより並行的
なワークフローとなっています。

図 8:リアルタイム UE4 パイプライン
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Laflaque チームが Unreal Engine パイプラインへの切り替えに
より得たその他の利点は以下の通りです。

• ほとんど修正を加えることなく既存の MotionBuilder アセッ
トが使用できたこと。

• 当初のパイプラインでは、チームは初期段階で 
MotionBuilder のリアルタイム プレビュー機能を使用してア
ニメーションを確認していたものをUnreal Engine には表示
用のリアルタイム GPU システムがあったことから、はるかに
高品質のプレビューが可能になったこと。

• アセットを管理しチーム内で作業を分割するための統合ツ
ールとして、Perforce が使用できたこと。

使ったツール

オリジナルのパイプライン

Autodesk® 3ds Max® - モデリング、UV、クロス、フェイシャル アニ
メーションのモーフターゲット、リギング、スキニング

Pixologic® ZBrush® - キャラクター スカルプティング

Adobe® Photoshop® - テクスチャ ペイント

Autodesk  MotionBuilder® - モーションキャプチャ データの処
理と標準的なアニメーション、リアルタイム プレビューと出力

PhaseSpace® Motion Capture - ボディ モーションのモーション
キャプチャ

Adobe After Effects® - VFX, ポストプロセス、インフォグラフィック

Avid® Media Composer® - サウンド、最終編集、クレジット、配信
データ

Unreal	Engine のパイプライン

オリジナルのパイプラインのツールの大部分は依然としてリアル
タイム パイプラインでも使用されていますが、Unreal Engine で
効率を最大化するために、追加または切り替えられているもの
があります。Unreal Engine パイプラインで新しく追加されたツ
ール、または新しいパイプライン上で違った機能を持つツールは
以下のとおりです。

• Adobe Photoshop と Allegorithmic Substance Painter / 
Designer - マテリアルのペイントとオーサリング

• Autodesk MotionBuilder - モーションキャプチャ データの
処理と標準的なアニメーション

• Adobe After Effects - VFX、インフォグラフィック

• Unreal Engine - プレビュー、ポストプロセス、最終出力
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https://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview
http://pixologic.com/features/
https://www.adobe.com/products/photoshop.html
https://www.autodesk.com/products/motionbuilder/overview
http://phasespace.com/
https://www.adobe.com/products/aftereffects.html
https://www.avid.com/media-composer
https://www.allegorithmic.com/products/substance-painter
https://www.allegorithmic.com/products/substance-painter


プロダクション	ステップ
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プロダクション ステップ
新しいパイプラインでも以前と変化のないステップがある一方、大幅に変更となったステップもあります。次の表は、新しい Unreal 
Engine パイプラインに合わせて元のパイプラインを最適化する際に必要だった変更をまとめたものです。

ステップ オリジナルのパイプライン Unreal	Engine	パイプライン

モーション キャプチャ PhaseSpace から 
Motionbuilder に <変更なし>

レイアウト MotionBuilder MotionBuilder & Unreal Engine

モデリング ZBrush と 3ds Max <変更なし>

シェーディング 3ds Max と MotionBuilder UE4 の Substance Painter

リギング 3ds Max & MotionBuilder <変更なし>

アニメーション MotionBuilder

ボディ / フェイシャル アニメーシ
ョン プロセスに変更はありませ
ん。

テクスチャ切り替えは現在 UE4 
で行われています。

Unreal Engine への転送 <N/A> FBX

ライティング MotionBuilder Unreal Engine

レンダリング MotionBuilder OpenGL Unreal Engine

コンポジットと VFX After Effects After Effects & Unreal Engine

編集と配信 Avid Media Composer <変更なし>

表 1：パイプライン変更の概要
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モーション キャプチャ

Vox Populi は、Laflaque 番組のモーション キャプチャ システム
として PhaseSpace を使用しています。それには、アクティブマー
カーを搭載した 34 台の Fujifilm X-E2 モーション キャプチャ カ
メラを使用しています。

このシステムは、コストの低さと正確さのバランスの良さか
ら採用されました。Laflaque の番組では、微妙な動きでは
なく、幅広い動きを特徴としています。キャプチャ データには 
MotionBuilder で修正する必要がある少量のノイズが含まれて
いますが、システムはプロダクションのニーズを十分に満たして
います。

レイアウト
元のパイプラインでは、モーション キャプチャのセッション中
に、mocap データが MotionBuilder にストリーミングされ、実際
の最終的な環境のほとんどを含む mocap プレイアウトシーンの
キャラクターに適用されていました。これにより、ディレクターは
すべてのものを確認することができました。

その後、ディレクターはこの MotionBuilder シーンでのアクショ
ンを確認してから、カメラをセットアップし、カメラスイッチャを使
用してショットの輪郭を描いていました。カメラをセットアップし
た後は、残りのアセット (アクセサリー) をシーンに追加していま
した。

図 9:Laflaque Mocap シーン
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制作のため、すべてのアニメーションが MotionBuilder で行われ
ることから、MotionBuilder のカメラの使用が不可欠でした。こ
うした理由から、MotionBuilder のカメラから UE4 のカメラへの
変換は、非常に正確であることが求められました。

そのためチームはカメラ インポート ツールを使用し、いくつかの
カスタム調整を施すことで、MotionBuilder のカメラと同様に動
作するようにしました。

カメラ データのインポート

MotionBuilder では、カメラを作成するときに、注視点 (視点) が
自動的に生成されます。この点は、カメラにアタッチされた null 
であり、カメラの回転と視野角 (FOV) を管理します。

FBX を UE4 にエクスポート/インポートする際、注視点の変換が
行われないことからカメラの回転が失われますが、これに対応す
るため、エクスポートの前に MotionBuilder のカスタム Python 
スクリプトを使用して各カメラの回転をプロットし、[Focus 
distance] の値を保持するため、UE4 のカスタム FBX プロパティ
を次のように設定します。

• エディタの [Level Sequences (レベル シーケンス)] / [Track 
Settings (トラック設定)] / [FBX Setting (FBX 設定)]：

• 追加 --- [FBX Property (FBX プロパテ
ィ)]:FocusDistance

• 追加 --- [Component Name (コンポーネントの名
前)]:CameraComponent

• 追加 --- [Property Name (プロパティの名
前)]:FocusSettings.ManualFocusDistance

図 10：MotionBuilder でのカメラの視点
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 図 11：FBX のエクスポート設定

この設定では MotionBuilder のカメラ パラメータから [Focus 
Distance] を取得し、それを UE4 のシーケンサにインポートして
います。
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カメラスイッチャ

MotionBuilder のカメラスイッチャとストーリーツールは、元の
パイプラインの重要な部分でした。新しいパイプラインに切り替
える際の要件の 1 つとして、MotionBuilder のカメラスイッチャ
のデータを UE4 のカメラカット機能と連携できるように変換す
る必要がありました。

Unreal Engine 開発チームは MotionBuilder のカメラスイッ
チャのデータを使用し、シーケンサのカメラカットトラックのデ
ータを更新するオプションを統合しました。Unreal Engine が 
MotionBuilder のカメラ ID を認識できるようにすることで、シー
ケンサが MotionBuilder のカメラスイッチャを反映するようにな
り、パッケージ間でカメラ設定を共有することができます。

MotionBuilder のカメラスイッチャからのシーケンスカットを維
持することで、UE のシーケンサ ツールですべてのショットを簡単
に再構築できます。

 

モデリング

チームは ZBrush と 3ds Max を使用してキャラクターをモデル
化し、次に 3ds Max を使用して歯や服などのボディのパーツに
分けます。各キャラクターは約 160,000 の三角ポリゴンで構成さ
れています。

セットに関しては、ICI Laflaque スタジオがメインセットとなり、そ
こで Gérard がインタビューを行います。他の小話では、公園、駐
車場、繁華街通り、裏通りなどの外装と共に、酒屋、食料品店、事
務所、ケベックシティの国会議事堂などのインテリアを使用して
います。これらのセットの多くは、番組のこれまでの制作期間にす
でに構築されています。

新しいパイプラインでは、モデルは元のパイプラインと同じ方法
で作成されます。つまり、風刺画 (モデルシート) から ZBrush バ
ージョンを作成し、モデルを 3ds Max で完成させます。

しかし、新しいキャラクターが一年中制作されていることから、可
能な限り既存の要素、特に衣服や手の再利用に努めています。
また、既存のキャラクターも更新されており、新しいヘアスタイ
ル、テクスチャ、小道具などが追加されています。 

	シェーディング
元のパイプラインでは、Photoshop で作成または編集したテク
スチャを 3ds Max および MotionBuilder のモデルに割り当てて
いましたが、Unreal Engine パイプラインへのアップグレードの
一環として、チームは Allegorithmic Substance ツールの使用に
切り替えました。

図 12：Motion Builder のカメラスイッチャ

図 13：Allegorithmic Substance のツールで作成されたテクスチャ
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Substance (サブスタンス) を使用することで、個別のテクスチャ
ではなく、それらをまとめたPBR マテリアルとして作業をする
ことができますが、このほとんどは以前のパイプラインには存
在しませんでした。その際、Substance のマテリアルは、Unreal 
Engine で使用するために個々のテクスチャにエクスポートされ
ます。

初期テストの間、Unreal Engine のフォーマットに合わせるため
には、ファイルの種類、解像度、新しいシェーディングの可能性と
いったようなことを考慮して特定のテクスチャを再処理しなけれ
ばならないことにチームは気が付きました。

窓や眼鏡のレンズのような透明なオブジェクトは、最初は屈折を
伴う半透明シェーダを使用して作成されていましたが、それによ
りレンダリングの問題が発生しました。そのため、屈折効果をエ
ミュレートするシェーディング トリックを代わりに使用することに
しました。

チームはまた、このドキュメントの「アニメーション」セクション
で説明されているように、いくつかのアニメーションに Unreal 
Engine のテクスチャ切り替えを利用しました。

リギング

キャラクターは 3ds Max でリグとスキン設定をされてから 
MotionBuilder にエクスポートされます。

キャラクターのボディはボーンとダミー オブジェクト (null) の組
み合わせでリグ設定されています。キャラクターの頭には約 50 
のモーフ ターゲット シェイプがあります。そしてアクセサリーのい
くつかにも、アニメーションをしやすくするためのモーフ ターゲッ
ト シェイプがついています。

3ds Max から MotionBuilder にエクスポートされたキャラクタ
ー メッシュの FBX スタックには、ジオメトリ、MeshSmooth、モー
ファー、スキンモディファイアが含まれています。MotionBuilder 
では、スケルトン リグは標準のコントロールリグとなっています。

図 14：UE4での Laflaque のキャラクター シェーディング
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キャラクターのフェイシャル リグには、シェイプやクラスタが含ま
れています。必要に応じて MotionBuilder にマーカーを追加し
て、二次アニメーション (IK チャンネルのエフェクタなど) を制御
します。目、服、およびその他の2次要素のアニメーションに対す
る、数種類のコンストレイントも追加されています。

各キャラクターは同じ階層と命名規則を使用しますが、それぞれ
独自の MotionBuilder のネームスペースを持っています。

エクストラ	メッシュ
Laflaque のキャラクターを特徴づけるファクターの 1 つは、基本
のキャラクター テンプレートに追加できる何千ものスペシャル (
小道具とアクセサリー) です。これらスペシャルからの副次的な
動きが Laflaque 番組の個性とユーモアの一部をなしています。

一例としては、Pierre のキャラクターに追加されたターバンとひ
げです。これらスペシャルに追加されたボーンがキャラクターの
親になっており、副次的な動きを可能にします。

図 15：3ds Max での Laflaque のキャラクター階層

22

ICI Laflaque: タイトな日程におけるブロードキャスト品 質の維持



この番組の15年に渡る CGI 開発の間、何百ものバージョンのキ
ャラクターが作成され、それらに何千ものスペシャルが追加され
ました。加えて、1 つのアクセサリーまたは小道具に対して、いく
つかバージョンが存在することもあります。

また、小道具に関して、高ポリゴン バージョンはクローズアップ
撮影用として、低ポリゴン バージョンは遠距離撮影用またはクイ
ック アクション用として開発されますが、その際、各バージョンの
リグが一致しない事があります。アニメーションとレンダリングに
使用されるアプリケーションが MotionBuilder のみの場合、こう
したバージョンの違いは特に問題となりませんでしたが、しかし、
新しい UE パイプラインでは、これにより、スケルタル リグの管理
が独特で複雑なものとなりました。キャラクターとスペシャルが
それぞれ独自のリグを持っている場合、UE にエクスポートする

前に、これら両方のリグをキャラクター リグにリンクする必要が
ありました。

Vox Populi は当初、キャラクターと小道具の階層を別々にイン
ポートしてから、ブループリントを利用してキャラクターと小道
具の階層間の親子関係を設定するため、Unreal Engine の [Set 
Master Pose] コンポーネントを使用していました。

ただし、[Set Master Pose] を使用したブループリントでの接続の
場合、追加したボーンが無効になってしまうため、そういった目
的ではうまくいきませんでした。[Set Master Pose] コンポーネン
トを使用するには、すべてのスケルタル メッシュで同じ階層のボ
ーンが必要なのです。

図 16：アニメーション用の追加ボーンを持つ Pierre のキャラクター ベースプラスひげと帽子のスペシャル
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そのため、チームはアニメーションと一緒に Motionbuilder から
追加されたボーンの付いているスケルトンを再エクスポートし、
それらを Unreal Engine の新しいスケルトン メッシュとしてイン
ポートしなければなりませんでした。

FBX エクスポートの問題

古いアセットと新しいアセットを組み合わせて MotionBuilder 
から UE へ FBX による転送を行うと、問題が発生しました。時
々、UE がインポート時にエラーを報告しアームが残りの階層か
ら切り離されてしまう事がありました。そのため、Vox Populi は
DCC からエクスポートする前に、各キャラクターを T ポーズにし
たり、TRS キーフレームをすべてのノードに設定したりすること
で、これらの問題を解決できました。

MotionBuilder での最良の解決策は、T ポーズを手動で設定す
ることです。場合によっては、UE4 インポーター ツールの [Use 
T0As Ref Pose] オプションで自動的に問題を修正することがで
きます。

 図 17:FBX 設定のインポートでスケルトンを選択

図 18：インポート FBX 設定で T ポーズの使用を選択
図 19：MotionBuilder でのキャラクターのボーン階層
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 図 20：ボーン階層でのエラー例、古いボディに頭がアタッチされています
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整理と命名に関する問題

元の MotionBuilder パイプラインでは、各キャラクターはそれ自
身のネームスペースを持っていましたが、異なる階層への 2 つ以
上の副参照を持つ場合もありました。たとえば、Foule という名
前のキャラクターは次の図のように、参照 1 と参照 2 という 2 つ
の異なるスケルトン階層を持つネームスペースを持つ可能性が
ありました。

 

次の 2 つの理由から、このキャラクターとスケルトンの記述方法
は Unreal Engine にうまく移植されませんでした。

• 内部的には MotionBuilder はこれらの副参照を、ネームス
ペース名と参照名の間にコロン (:) を付けて格納します。た
とえば、上の図の最初の副参照は「Foule：Reference 1」とし
て格納されます。しかし、この命名規則は FBX 形式を介した 
Unreal Engine へのエクスポートでは機能しません。

• MotionBuilder から FBX ファイルがインポートされる
と、Unreal Engine はネームスペース全体を 1 つのスケルト
ンとして解釈します。つまり、ネームスペースに 2 つ以上のス
ケルトンが含まれている場合、それらは FBX のインポート時
に 1 つの階層に結合されてしまうという事です。

より良い方法としては、スケルトンをシーン レベルのすぐ下のサ
ブ レベルとして設定することで、それにより、Unreal Engine はこ
れらの階層を別々のスケルトンとして読み取ることができます。

 

アニメーション

新しいパイプラインはすべてのアニメーション ステップで 
MotionBuilder を使用します。Mocap アニメーションは修正が
行われた後、Unreal Engine にインポートするため、FBX 形式で
保存されます。Unreal Engine では、アニメーション データは直
接シーケンサ トラックのキャラクターに埋め込まれます。

MotionBuilder では、キャラクターのボディについてはモーシ
ョン キャプチャ データを使用してをアニメーションを行い、顔
と手は手動でアニメーションします。小道具は、手動もしくは 
mocap でアニメートされます。

各シーンには 30 fpsで 200 か ら6,000 フレームが含まれており、
通常、シーンごとに 1 人のアニメーターによってアニメーション
作成が行われます。

テクスチャ切り替えによるアニメーション

一部のショットでは、ショット全体に対して、またはアニメーショ
ン シーケンスの途中に繰り返しテクスチャの切り替えが必要で
した。Laflaque チームは、MotionBuilder でそのようなタスクを
実行するワークフローを持っていましたが、Unreal Engine でも
同様の技術を実装できないか検討しました。

図 22：階層区分を持つ 2 つのスケルトン アセット

図 21：ネームスペースを持つ階層アイテム
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スキン カラー

元のパイプラインでは、例えば炎にさらされて肌の色が黒くなる
といったようなスキンの色の変更のために、MotionBuilder のカ
スタム スライダーによるテクスチャ ブレンドを使用したワークフ
ローがありました。

 

パイプライン変更の一環として、Unreal Engine で同様のワーク
フローを設定する必要がありました。そのため、以下のステップ
を使用して [Material Parameter (マテリアル パラメータ)] 機能
を使用しました。

• [Materials & Textures (マテリアル & テクスチャ)] の 
[Material Parameter Collection (マテリアル パラメータ コ
レクション)]に新しいマテリアル パラメータ アセットを作成
します。

 図 23：Motionbuilder のテクスチャ切り替え 図 24：コンテンツ ブラウザでマテリアル パラメータ コレクションを選択
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• 適切な変数名でスカラー値を追加します。

• 特定のマテリアル エディタに移動します。

• コレクション パラメータを追加して、マテリアル パラメー
タ コレクションと変数を選択します。

 図 25：[Scalar Parameters (スカラー パラメータ)] または [Vector Parameters (ベクトル パラメータ)] の横にある [+] 記号をクリックします

図 26：マテリアル グラフの [Scalar Parameter (ス
カラー パラメータ)] マテリアル式ノード
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• 線形補間 (Lerp) ノードを作成し、コレクション パラメータ ノ
ードを [Alpha] に追加します。目的のブレンド方法に応じて、
乗算または他の種類のノードを使用することもできます。

• シーケンサにマテリアル パラメータと変数を追加します。

図 27：マテリアル グラフの [Material Expression (
マテリアル式) パラメータ ノード

 図 28：マテリアル パラメータ コレクション
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フェイシャル アニメーション

いくつかのシーケンスでは、テクスチャを切り替えることによって
表情と会話をアニメーションしています。チームは、これを新しい 
Unreal Engine のパイプラインで実行するために、元のパイプラ
インと同様に MotionBuilder でテクスチャ切り替えを設定し、次
に Unreal Engine のブループリントでセットアップをやり直し、ア
ニメーション カーブだけをインポートすることにしました。この
アプローチにより、Unreal Engine でアニメーションを微調整で
きる一方、今までの慣れたワークフローも維持することができま
した。

Motionbuilder でこのタイプのテクスチャ切り替えを設定するに
は、80 を超えるテクスチャを持つレイヤー化したテクスチャを頭
に適用します。各テクスチャは、目、眉毛、口、しわ、メガネなどと
いったような、顔のさまざまな部分に適用されます。基本テクス
チャは背景色で、一番上のテクスチャはメガネとなります。これら 
2 つのテクスチャは静的 (アニメートされていません) で、残りの
テクスチャはビジビリティ キーと TRS キーを使用してアニメーシ
ョン化されています 。ここまでのワークフローは元のパイプライ
ンと同じです。

アニメーション キーの設定後は、すべてのテクスチャ チャンネル
に対して TRS キーとビジビリティ キーを設定する必要がありま
す。この作業が、新しいパイプライン用に新たに追加されました。

次に、アニメーションが FBX にエクスポートされ、そして [Import 
Custom Attribute] と [Material Curve Type] オプションがチェッ
クされた状態で Unreal Engine にインポートされます。これによ
り、アニメーション カーブが現れます。

マテリアル エディタで、マテリアル式はアニメーション カーブと全
く同じ名前で設定されました。また、[Transition Rule (遷移ルー
ル)] では、ハイトマップとトランジション フェーズ値 に基づいて 
2 つのテクスチャ間を補間するために、Blend Logic を線形補間
に設定されていました。しかし、このような設定ではアニメーショ
ン カーブに連動してパラメータが変わってしまいます。

そのため、チームは Heightlerp 関数の使用を検討しましたが、
その場合、口および同じ高さの値を共有するであろう他の顔の
機能から目を区別するため、余分な作業が必要でした。最終的
に、線形補間を使用することにしました。

フェイシャル リグの最後のイテレーションでは、MotionBuilder 
における各テクスチャの実際のアルファ値がカスタム カーブに
転送されて使用されますが、最終的にそれらは、グラフの各 Lerp 
のアルファ入力として使われました。サンプラーが 16 までという
技術的な制限を避けるため、80 の顔のテクスチャはすべて同じ
サンプラーを共有しています。

 
 
2 MotionBuilder では、TRS キーを使って移動 (
位置)、回転、スケールを設定します。

 図 29：エディタのアニメーション カーブ

 図 30：マテリアル エディタのアニメーション ロジック
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シーケンサの使用

チームは、以前は MotionBuilder で行われていた多くのタスク、
プロダクション、プリビズ、表示、レンダリングについて、Unreal 
Engine のシーケンサへと変更しました。

シーケンサでは、作業を容易にするために、チームはサブレベル
からなるパーシスタント レベルを定義しました (表 3 を参照)。シ
ーケンサの Level Visibility Track はオブジェクトのグループの
可視性を管理するために使用されますが、チームは、制作中、こ
の機能によるオブジェクトの表示・非表示の切り替えが容易であ
り、非常に役立つことを発見しました。

次の図では、エピソードでのツリー構造を順番に示しています。

                                           図 31：Laflaque シーケンサの構造

31

ICI Laflaque: タイトな日程におけるブロードキャスト品 質の維持



チームは再生中にイベントをトリガーするために Unreal Engine 
のシーケンサを利用しました。これにより、マテリアル パラメータ
の変更など、一部のプロダクション プロセスを自動化することが
できました。

ブループリント変数をシーケンサで直接変更できるように設定す
るには、次の手順を実行します。

• アクタ ブループリントを作成します。

• カスタムイベントを作成し、エディタで [Call] を有効にします。

• 変数を作成し、[Expose to Cinematics] を有効にします。

• アクタ ブループリントとその変数をシーケンサに追加します。

• シーケンサで、[Event Track (イベント トラック)] を作成します。

• シーケンサで、適切なタイミングでイベント トラックにキーを
作成します。キーを右クリックして、[Properties (プロパティ)] 
を選択し、[Event Name (イベント名)] の下に適切なイベン
ト名を入力します。

• シーケンサで、イベント トラックを右クリックして 
[Properties (プロパティ)] を選択します。[Event Receiver (イ
ベント レシーバー)] の下で、適切なブループリントを選択し
ます。選択しなかった場合、イベントキーは Level ブループリ
ントのみをトリガーします。

図 34：カスタム イベントの作成

 図 32：シーケンサで、イベント トラックを作成

 図 33：イベントトラックにイベントキーを作成
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ライティング

MotionBuilder のライティングには制限があることから、元の
パイプラインではリアルタイムなワークフローを維持するた
めに多くの回避策が必要でした。3ds Max でライティングを
行い、そのライティングをテクスチャに直接ベイクしていまし
た。MotionBuilder では、キャラクターとアニメーションがある小
道具だけがライティングされていました。環境テクスチャがベイ
クされていることにより、チームがアニメーションと視覚エフェク
トのフェーズの間におけるライティングの変更または調整が限
定的にしかできませんでした。

チームは、リアルタイム レンダリングに最適化された Unreal 
Engine のライトを使用することで、番組のライティング ワークフ
ローを改善しようとしました。新しい Unreal Engine パイプライ
ンでは、環境とアニメートされた要素の両方が同じライトで照ら
されており、チームはプロダクション中いつでもライトを調整する
ことができます。

忠実度の高いレンダリングを使用したリアルなライティングが必
要な場合、Unreal Engine ではスタティック ライティングがベスト
な方法となります。これにより、GI、ファイナルギャザー、エリアラ
イトなど、従来からレイトレーシングで行われていた機能にアク
セスできるので、余分なライトを使用して複雑な動作を手動で模
倣する必要がなくなり、リアルなライティングの実現がはるかに
簡単となりました。

(デフォルメされたシーンのような) リアルさが要求されない場合
は、ダイナミック ライティングを使用することで、シーンをライティ
ングするときにインタラクティブなフィードバックを利用すること
ができます。

様々なレンダリング機能において、UE4 にはライティングとシャド
ウを近似するための手法がいくつかあります。スタティック ライテ
ィングの場合、サポートされているライト タイプやレンダリング機
能に関して制限はありません。基本的には、エディタで使用可能
なものはすべて、一度ベイクすると機能します。

一方、ダイナミック ライティングには、いくつか考慮すべき点があ
ります。以下は、ダイナミック シャドウにおけるテクニックのいく
つかの例です。

• シャープなシャドウを得るには、シャドウマップを使用します。
これは、すべてのオブジェクトタイプで機能します。

• ソフトなレイトレースされたシャドウを得るには、距離フィー
ルド シャドウを使用します。これは、スケルタル メッシュでは
うまく機能しません。

• キャラクターにソフトなシャドウを付けるには、カプセル シャ
ドウを使用します。これは、キャラクターの足の周りにコンタ
クト シャドウを追加する際に便利です。

	レンダリング
最後に、Vox Populi の Unreal Engine への切り替えに関して、
そのメインのポイントであるレンダリングについて説明します。
元のパイプラインでは、チームは MotionBuilder と OpenGL 
を使ってリアルタイムのプレビューを行い、最終的な出力をほ
ぼリアルタイムでレンダリングしており、そして各シーンは、オ
ーディオ付きの QuickTime MOV DNxHD コーデックを使用し
て、MotionBuilder にて単一パスでレンダリングされていました。

アンチエイリアス
ゲームエンジンで使用されているアンチエイリアス技術に
は、MSAA、FXAA、TemporalAA の 3 つがあります。通常は 
TemporalAA が推奨されますが、パフォーマンス カーブによ
ってはアーティファクトが発生し、不鮮明になる場合がありま
す。FXAA を使用した方法の場合、品質に関して優れた性能を発
揮しますが、被写界深度およびモーション ブラーが使用できない
ため、ポストプロセスにおいて制限が出てきます。

そういったことから、Laflaque チームは Unreal Engine で 
TemporalAA を使った方法を選択しました。ただし、次の図に示
すように TemporalAA の最初のテストでは、直線上にノイズが発
生しました。
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いくつかテストした後、チームはレンダリングを最適化するため、
コンソール コマンドでカスタム調整を定義しました。

以下にコマンド コンソールの設定例を示します。通常、チームは
場合に応じて設定を微調整していますが、以下はそのベースと
なる設定です。

• r.MotionBlurSeparable = 1 

• r.MotionBlurQuality = 4

• r.Streaming.PoolSize=1000

• r.ScreenPercentage = 200 (これを 100 から 200 に増やした
場合、レンダリング時間が 4 倍長くなります)

• r.PostProcessAAQuality = 6

• r.Tonemapper.Sharpen = 1

• r.TemporalAASamples = 4

• r.TemporalAACurrentFrameWeight = 0.2

• [Scalability Setting (拡張性の設定)] を最高 (シネマティッ
ク) に設定

• シーケンサのレンダリング オプションで [Use Compression] 
をオフにして、最高品質にする

 図 35:コンソールでの調整なし

 図 36:コンソールでの調整あり

 図 37:シネマティック品質の設定
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レンダリング品質の比較

以下は、MotionBuilder OpenGL と Unreal Engine のレンダリン
グの比較結果です。

 図 38:MotionBuilder でレンダリングしたシーン

 図 39:同様のシーンを Unreal Engine でレンダリングした場合
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Unreal Engine の画像の方が、色がより豊かできれいな見た目と
なっています。Laflaque の視聴者にとって、これらの技術的な改
善はわかりやすいものです。単純に番組の見栄えが良くなること
で、より楽しい視聴体験となります。

	編集と配信

元のパイプラインでも新しいパイプラインでも、レンダリングさ
れたフレームは Avid Media Composer の最終編集プロセスに
渡され、オーディオは Pro Tools でミックスされます。アドオン画
面、テクスチャ、パーティクルなどの追加レイヤーのコンポジット
は、After Effects で行います。

エピソードが完成すると、最終バージョンは 720p の 29.97 FPS 
ドロップフレームとなり、Avid DNXHD 110 コーデックで圧縮さ
れた Quicktime MOV ファイルとして Radio-Canada 放送ネット
ワークに送られます。
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	将来のビジョン
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	将来のビジョン
Laflaque 番組の UE4 パイプラインへの切り替えのフェーズ 1 
は、元のパイプラインからの急激な変更を回避しながら、制作が
できるだけ馴染みの深いものとなるよう設定されています。フェ
ーズ 2 の将来のビジョンは、Unreal Engine と MotionBuilder の
並列使用の最適化です。

MotionBuilder Live Link にアクセスすることで、生産性が向上し
ます。2 つの MotionBuilder シーンを使用する代わりに、mocap 
データがUnreal レイアウト シーンに直接リンクして基本キャラ
クターで再生されます。この方法により、PhaseSpace を使用し
たモーション キャプチャの最初の段階でも、シーンをリアルタイ
ムで表示できます。MotionBuilder Live Link は、アニメーターの
ライブ フィードとしても機能するため、MotionBuilder でキャプ
チャを修正し、その修正を Unreal Engine でリアルタイムに表示
できます。

Vox Populi は、Unreal Engine のプラグインを介したShotgun と
の統合、およびレイ トレーシングを利用した方法といったような
新機能の活用にも期待を寄せています。
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