
Autodesk Mudbox 2012
動作環境

■32bit版

OS：Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Windows Vista Business（SP2以降）
Microsoft Windows XP Professional（SP3以降）
CPU（Win）：Intel Pentium 4、AMD Athlon、
AMD Opteronプロセッサ
メモリ：2GB
ディスク空き容量：650MB
グラフィックスカード：ハードウェア
アクセラレータ付きOpenGL
ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 7.0以降、
Apple Safari、Mozilla Firefox
ハードウェア オプション：DVD-ROMドライブ
周辺機器：3ボタン マウスまたは動作確認済みの
Wacom社製タブレット

■64bit版

OS：Microsoft Windows 7 Professional x64
Microsoft Windows Vista Business x64 
Edition（SP2以降）
Microsoft Windows XP x64 Edition（SP2以降）
Apple Mac OS X 10.6.5
Red Hat Enterprise Linux 5.5 WS
Fedora 14
CPU（Win / Linux）：Intel EM64T、AMD 
Athlon 64、AMD Opteronプロセッサ
CPU（Mac）：Intelベースの64ビット版
プロセッサ（Core 2 Duo以降）搭載のMac
メモリ：4GB
ディスク空き容量：650MB
グラフィックスカード：ハードウェア
アクセラレータ付きOpenGL
ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 7.0以降、
Apple Safari、Mozilla Firefox
ハードウェア オプション：DVD-ROMドライブ
周辺機器：3ボタン マウスまたは動作確認済みの
Wacom社製タブレット

The Shape of Things to Come.
来るべきカタチへ

Autodesk Mudbox 2012で提供される、
強化されたペイント用ツールセット、UVやトポロジに
依存しない革新的な新しいワークフロー、実用的な
ポージング用ツールにより、パフォーマンスを
向上させ、より大きなデータセットの処理を実現
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2012

デジタル スカルプトおよびテクスチャ ペイント 

ソフトウェアAutodesk® Mudbox™で、そのまま制

作に組み込める3Dデジタル アートワークを作成

できます。ゲーム、映画、テレビ、デザインの各業

界で活躍するプロのアーティストによって設計され

たMudboxは、非常に直感的なユーザ インタ

フェースにステンシルやブラシといった強力な制作

ツールセットが組み込まれており、驚異的なリアル

さの3Dキャラクタ、魅力的な背景や、様式化され

たプロップを制作することができます。使い慣れた

ワークフローと用語はそのままに、合理化された

直感的なワークスペースで、Mudboxを使い始めた

その日から生産性を得ることができます。

高品質の3Dペイント

複数の高解像度オブジェクト上に、複数のテクス

チャ チャンネルの複数レイヤをペイントすること

ができます。また、UVを使用、あるいは使用せず

に、高解像度の3Dモデルに直接ペイントして結果

を即座に確認可能です。Adobe® Photoshop®と

の互換性の高いペイント レイヤ システムを活か

しつつ、数十億テクセル（テクスチャ ピクセル）レ

ベルの緻密なテクスチャペイントが可能です。

強力なスカルプティング ツールセット

どんなモデルでもスカルプト、デザイン、ディテー

ル作成が可能で、スムーズで正確かつ洗練された

結果が得られます。実世界の「彫塑」を手本にし

て作られたインテリジェント設計のブラシを豊富

に搭載しています。また、ベクター ディスプレイス

メント マップをスタンプやステンシルとして使用

し、複雑な形状もすばやくスカルプト可能です。

制作業務にすぐに利用できるテクスチャ ベイク

高品質かつ正確な法線マップ、ディスプレイスメ

ント マップ、ベクター ディスプレイスメント マッ

プ、およびアンビエント オクルージョン マップを

作成できます。ベクター ディスプレイスメント手法

でマップを抽出すると、単純に法線だけでは表す

ことのできない変位の表現を実現しています。さ

らに、Autodesk® Maya® 2012およびAutodesk® 

3ds Max® 2012と互換性のある法線マップの

ベイクも行うことができます。

ターゲットが見える作業環境

最終的なレンダリング出力にきわめて近い高品質

の表示環境で作業できるため、問題を早期に特定

することが可能なうえ、強力なインパクトのある

プレゼンテーションを作成できます。

パフォーマンスが可能にする詳細レベル

超高解像度のメッシュとテクスチャをそのまま使

用して、非常に細かなディテールを作成できます。

Mudboxには強力な3Dエンジンと新しいテクス

チャおよびタイル管理システムが搭載されてお

り、昨今の高レベルな作品制作で必要とされる高

品質のヒーロー アセットの作成を支援します。
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Autodesk® Subscription 
（オートデスク サブスクリプション）
最新バージョンの入手ができる年間契約のソフトウェア 
メンテナンス プログラムです。

www.autodesk.co.jp/subs

購入先
Autodesk Mudbox、サブスクリプション、 
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ポーズプリセット機能日本語化されたユーザインタフェース

Autodesk Mudbox 2012の主な新機能 

日本語ユーザインタフェース

Mudbox 2012からユーザインタフェースが日本

語にローカライズされました。日本語以外では、

英語版、フランス語版、ドイツ語版があり、切り替

えて使用することができます。さらに日本語のオ

ンラインヘルプもWebサイトから提供されます。

UVレスのペイント

ペイント前にUVを作成しないという選択肢が得

られます。テクスチャ アーティストは、UV作成と

いう時間のかかる、しかも簡単とは言えない作業

をなくす（あるいは軽減）ことができます。複数の

メッシュで構成される複雑なアセットであっても、

単にロードするだけですぐにペイントできます。完

全にUVレスのプロセスを使用する場合には、作成

した高品質テクスチャをPtexファイルとして書き

出すことができます。UVが必要なパイプラインで

は、UVの作成後にこのテクスチャをUV空間にベ

イクし、画像ファイルとして書き出せます。

大容量テクスチャ データセット

大容量のテクスチャ データセットのペイントと管理

が可能になり、昨今の要求の高い制作で求められる

非常に詳細かつ高品質なアセットを作成できるよう

になりました。新しいテクスチャおよびタイル管理

システムにより、アーティストは何十億個ものテクセ

ルで構成される何百個ものテクスチャ マップを使用

して、ヒーロー アセットを表示し、ペイントできます。

レイヤ マスクのペイントとブレンド モード

レイヤの一部を選択的に表示、非表示にできる、

ペイント可能なレイヤ マスクが新しく追加されま

した。アーティストは、強力かつ非破壊の方法で

ペイントを組み合わせ、編集できます。加えて、

22種類の新しいレイヤ ブレンド モードが追加さ

れたことで、創造の可能性が広がり、Photoshop 

ソフトウェアとの互換性も大幅に向上しています。

編集可能なステンシル

既存のイメージを利用してモデル上にディテール

をペイント（あるいは投影する）ことができます。

ステンシルを変形させることができる新機能を使

用して、テクスチャ データをベースのモデルの

フィーチャに位置合わせできます。加えて、アー

ティストは充実したペイント ツールセットで既存

のステンシル イメージを修正し、新しいステンシ

ルをペイントできるうえに、新しく追加されたオ

プションを使ってタイリング可能なステンシルも

非常に簡単にペイントできます。

スイートとのワンステップ相互運用性

Maya 2012、3ds Max 2012およびAutodesk® 

Softimage® 2012ソフトウェアとの間でデータを

スムーズにやり取りできるようになったため、

Autodesk® Enter tainment Creation Suite 

2012の他の製品とより効率的に連携できるよう

になりました。

パフォーマンスの向上

Mudbox 2012はさまざまな面でパフォーマンス

が向上しています。より高解像度でよりスムーズに

ペイント、スカルプトできるほか、シーンとテクス

チャ データもすばやく保存できます。ペイント レ

イヤの作成、選択、複製もよりインタラクティブ

に行えるようになりました。また、高密度のOBJ 

メッシュもこれまで以上にすばやく読み込めます。

新しいブラシとブラシ オプション

Mudbox 2012ではペイント・スカルプト ツール

セットがいっそう強化されています。たとえば、ブ

ラシストロークを一度に複数のオブジェクトに適

用し、グラブ ツール オプションを使ってモデルの

シルエット形状を自在にコントロールできます。ま

た、選択、フリーズ、ウェイト ツールの投げ縄およ

び矩形マーキー モードも加わりました。

複数のジョイント

複数のジョイントを作成、管理、ウェイト付けし

て、全身モデルの変形やポージングをすばやく簡

単に行うことができます。また、シンメトリなジョ

イントのペアを作成し、影響を受ける頂点に基づ

いてジョイントの階層を自動で作成できるように

なりました。

ポーズのプリセット

ジョイントの変形をプリセットとして保存する新

機能により、複数のポーズの操作を非破壊で行え

るようになりました。アーティストはさまざまな

ポーズでスカルプトし、このスカルプトの変更を 

設定したポーズから別の設定ポーズへと継承させ

て、各ポーズの間で正しく変形させることができ

ます。この機能は、ペイントやスカルプトがやりに

くい箇所の作業や、さまざまなポジションでのデ

ザインをテストしたい場合に便利です。


