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Trapcode Mir の抽象的でない使い方

作例：Mir で作った燃え盛る炎

面の基本設定：Geometry

「何かいい感じの背景」みたいな抽象的なものの制作に使用

されるイメージが強い Mir ですが、 Amplitude Layer とテ

クスチャーの設定で、そこそこリアルな炎を作ることができ

ます。Trapcode Form を使うよりも滑らかで自然な仕上が

りになります。

Geometry は Mir で作り出す面の形の基礎となるパラメー

ターです。 大きさや位置、回転等の設定を行います。間隔を

空けて短冊状にしたり、筒状に歪めることもできます。

Vertices は面の解像度のようなものです。滑らかにしたい時

は最低でも Size と同じ数値にしておきます。数値を増やす

とそれなりに重くなります。数値が少ないと角ばった面にな

ります。それはそれで面白い表現になります。

 ▼ Size X を 1280、 ▼ Size Y を 720 に。

 ▼ Vertices X を 1280、 ▼ Vertices Y を 720 とします。

▼ http://vimeo.com/77853722

▼ サイズを変更

▼ Vertices 変更後

01 Trapcode Mir は面を作り、うねうねと変形させるプラグインです。一見すると用途が不明瞭で
とっつきにくいのですが、慣れると大変奥深く多様な表現を可能にしてくれるツールです。

そんな Mir を用いて制作した作例を、基本的な機能に触れながら紹介していきたいと思います。

→Writing : BaKaAfter

歪みの設定：Fractal

歪みの影響力の設定：Amplitude Layer

Fractal は面を変形させるパラメーターです。Particular や 

Form でお馴染みのパラメーターですが、X、Y、Z それぞれ

に強さが設定できるようになっています。

任意のレイヤーの色情報を元に、Fractal の影響力を変える

ことができます。Mir を非常に奥深いものにしている要素の

一つです。

Geometry の大きさと同じ 16:9 の比率のコンポジションを

作り、そこにフラクタルノイズなどで制作しました。フラク

タルノイズには上に流れる動きをつけてあります。

変形用マップの明るさに基づいて歪み具合が変化しました。

白い所が大きく変形し、黒い所は変形しません。

エフェクト「ウェーブワールド」と組み合わせて波打つ水面

が作れたりします。

変形用マップのコンポジションを Mir のコンポジションに読

み込み、 ▼ Fractal ▼ Amplitude Layer に指定します。

▼ Amplitude は波の強さ。

▼ Frequency は波の大きさです。

▼ Offset Y にエクスプレッションで「time*-500」と入力し、

炎が燃え上がる動きを作ります。

▼ Fractal の数値を変えた結果

▼ 変形用マップ

▼ 変形用マップ適用後
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Newton 2 でちょっとしたリアリティを動画に

準備

試行錯誤

書き出し

適当なサイズのコンポジションを作り、シェイプレイヤーで

適当な図形と地面を描きます。 図形はそれぞれ別レイヤーに

します。

再生ボタンを押すと全部の図形が重力の影響で落ちて行きま

す。地面を選び、Body Properties の Type を「Static」に

します。再生ボタンを押すと図形が地面に衝突して跳ねたり

転がったり、形状に従った挙動をしてくれます。初期位置や

角度を変えるだけでも様々な動きのパターンが作り出せます。

Render を押します。

Newton2 での動きが反映されたコンポジションが新しく作

られます。

Newton2 を起動します。

02 Newton 2 は物が落ちたり衝突したりといった現象を簡単に再現できるプラグインです。
2D 限定ですが、物理法則に基づいた動きというものは動画に説得力を与えてくれます。 適当に図形
を動かしているだけでも、ブロック遊びに興じていた時のような原初的な創造心が掻き立てられ ます。
以下、簡単にですが基本的な部分の解説と、Newton2 を使用した作例を紹介していきたいと思います。

→Writing : BaKaAfter

物体の性質を変える：Body Properties

General

Type
オブジェクト（以降、Newton2 上でのレイヤーを便

宜上こう呼びます）の最も基本的な設定です。

Density
オブジェクトの質量です。数値が大きいと、衝突時

に他のオブジェクトに与える影響が大きくなります。 

数値が少ないと、他のオブジェクトからの影響が大

きくなります。

Mesh Precision
曲面の解像度です。数値を高くすると曲面との衝突

に関する計算が正確になります。シミュレーション

の計算時間に影響します。

Velocity Magnitude
再生開始時に、Velocity Direction で指定した角度

への力が発生します。

Velocity Direction
Velocity Magnitude で指定した力の方向を決めるパ

ラメーターです。

Angular Velocity
数値を上げると右回転、数値をマイナスにすると左

回転の力が再生開始時に発生します。

Linear Damping
オブジェクトが移動する速度を減衰させます。

Angular Damping
オブジェクトが回転する力を減衰させます。

AEmatic Damping
タイプを AEmatic にした時の、重力または他のオブ

ジェクトによって受ける影響に関するパラメーター

で す。数値を上げると影響が小さくなります。

Friction
摩擦力です。0 にすると接触面の抵抗が無くなりま

す。数値を上げると滑らなくなります。

Bounciness
反発力です。例えば床に落とした玉の Bounciness 

が 1 だと同じ高さまで戻ってきます。 数値が大きい

程よく弾み、0 だと全く弾みません。

Color
オブジェクトの色です。

AEmatic Tension
タイプを AEmatic にした時の、最初の位置に留まろ

うとする力です。 数値を上げると最初の位置から動

きにくくなります。

-Static

-Kinematic

-Dynamic

-Dormant

-AEmatic

-Dead

その場から動きません。地面や壁です。

AE 上で打ったキーフレームに従った動きをします。 

最後のキーの後は Dynamic と同等の扱いになります。

重力の影響で動く通常のオブジェクトです。

他のオブジェクトから影響を受けるまで初期位置か

ら動きません。

その場に留まります。重力と他のオブジェクトの影

響で移動しますが、 バネで引っ張られるように元の位

置に戻ろうとします。

影響を受けることも与えることもありません。背景

やガイド用です。
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TypeMonkeyと AfterEffectsの文字組について

03 TypeMonkey は、モーションタイポグラフィーの作成に特化した、After Effects 用のプラグインで
す。AfterEffectsでモーションタイポグラフィーを作成する時のとっかかり、何かテキストの賑や
かしが必要、ボカロ PVに使う……などなどシンプルなだけに活用の幅は大きいと思っています。

→Writing : curetypeface

基本的な使い方
TypeMonkeyを Scriptsフォルダに入れて AEを起動し、ファ

イル→スクリプト→ TypeMonkey で実行（Script UI フォル

ダに入れた場合ウィンドウ→ TypeMonkey と選択）すると

このようなウィンドウが出てきます。

とりあえず、この一番大きい窓に適当な文字列を入力して（単

語の区切りは半角スペース！）その下の DO IT ！をクリック

してみましょう。

（先に文字パネルでフォントを選択しておくこと！）

RAM プレビューをすると入力した文字がランダム配置され

単語ごとに出てきます。おまけにその単語を自動で追うカメ

ラもついてきます。文字の位置を変えたい場合はクリックし

てドラッグすると自動的にカメラや他のテキストのバランス

も変わってくれます。また、文字のサイズを変えることも、

フォントを変更することも、色を変えることも出来ます。

TypeMonkey の基本的な使い方は以上です。以下は詳しい

解説になるのでお暇な時にでもお読み下さい。

まず先程のウィンドウの解説をしていこうと思います。個人的に重要と思った順に並んでいます。

TypeMonkey 解説

1. テキストボックス

2. ボタン

3.LAYOUT

TypeMonkey のキモとなるテキスト入力部分です。

DO IT ! で実行。Undo it で DO IT！した結果を元に戻す。

Save / Load XML形式で TypeMonkey の現状を保存する（TypeMonkey ウィンドウに入力・設定したパラメー

タは AEP ファイルには記録されないため必要な場合は別途保存する必要がある。）

テキストのサイズやスペーシングを調整します。

All Caps

Minimum / Maximum （Random を選んだ場合のみ）

Font Size

Rotation Probability

Color Palette

Spacing

テキストの大文字小文字を無視して全て大文字にします。日本語には影響しません。

テキストの最小サイズと最大サイズを決めます。（恐らく）単位は pixel です。

先に普通にテキストレイヤーを作ってサイズを調査しておくといいでしょう。

Random と Constant が選べます。Random を選んだ場合この後詳細設定が出来ます。Constant の場合サイズを

一種類だけ指定して下さい。

テキストをどのくらいの頻度で回転して配置するかを％で設定します。

テキストの色を決めます。デフォルトでは一種類のみですが最大 5色までランダムに設定できます。

テキストとテキストの間をどれくらい開けるかを設定します。これも（恐らく）単位は pixel です。




