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デジタル作画レポート2017 

 

「２～３年のあいだに、デジタル原画の割合は50％ていどに達する」 

Kamimura Sachiko 2017年7月29日 

 

 

2017年は日本の商業セルアニメーション業界のアニメーターにとり、デジタル作画元年とな

るかもしれない。 

 

あきらかに状況が変わり始めている感があるため、現場スタッフにヒアリングをおこない、デ

ジタル作画に関する現状のまとめと将来の予想をレポートにした。 

 ヒアリングは以下の職種に対しておこなった。 

 

アニメ会社経営者、プロデューサー、制作、監督、演出、キャラクターデザイナー、作画監督

、原画、動画検査、および仕上部門。 

 

仕上部門に関しては、動画の後工程であることから、広くアニメ業界でのデジタル動画実態に

ついて現状を聞いた。 

 

 

会社全体でデジタル作画への移行を決めたケースは別にして、原画と動画ではいささか事情が

異なるため、それぞれについては分けて述べる。 
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１・原画 

（１）いま言われている「デジタル作画」の定義 

  デジタル作画とは、ペンタブレットを用いて作画することである。 

  

動画用紙がタブレットに代わり、鉛筆をタブレットペンに持ち替えるのだが、手描きして

いることには違いはなく、「デジタル作画」というほどかっこいいかといえばそれほどで

もない。 

  

どちらかといえば「タブレット作画」といったほうがしっくりくるが、PC上にデータと

して保存する絵であることから、デジタルといっても用語的に差し支えはない。 

 

（２）デジタル化の歴史 

  

じつのところ国産テレビアニメのデジタル化は以外と古く、1983年11月放映の(株)日本

アニメーション「子鹿物語」第２話がフルCGで作られている。 

当時はコンピュータのスペックが非常に低かったため、自動中

割など画期的な技術が使われていたものの、画面のクオリティは

セル画に遠く及ばず、かなり見づらいものであった。 

ゲームのドット画よりはるかに細かいが、若干似た雰囲気の画

面と思ってもらえばよい。 

 

 

 東映動画（東映アニメーション）でも1974年にはフル 

CGアニメの研究を始めており、1986年放映の「メイプ 

ルタウン物語」などで液晶ふうタブレット作画をおこなっていた。 

 このときのタブレットはガラス面が厚く固い（いまの 

液晶タブレットでも若干そうではあるが）、狙ったところ 

に線を落とすことがむずかしく、靴底の二重線を動画す 

るのに苦労するタイプのものであった。 

 

（３）デジタル原画の現状と傾向。社内とフリー 

 

制作会社ごとに対応は違い、社内原画をすべてデジタルで統一した会社もあれば、作品ごと

にCLIP 

STUDIOで作画したり、普通に紙で作画したりを併用する会社、社内の一部にデジタル作

画部を持つ会社などさまざまである。 
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現状、社内原画の多数派は紙と鉛筆であり、制作会社としてはおおむね、とくにデジタル原

画への移行を急いではいない。 

 

とはいえ、なんとなく「デジタルに対応できるアニメーターがいたほうがいいかもしれない

」と感じているため、社内原画の誰かが個人的にデジタル原画を始めたとしても、それはそ

れで受け入れるといった対応をとるであろうと思われる。 

 どちらにしても社内のアニメーターは、基本的に会社の方針に合わせていくことになる。 

 一方フリーの原画については状況が大きく異なっている。 

 

フリーは個人の裁量で突然デジタル原画を始めることが許される。原画は長いあいだ超売り

手市場が続いているため、原画回収に行った制作進行がある日突然「デジタル原画しました

」とデータディスクを渡されても「そうですか」と受け取るしかない。担当作品がデジタル

作画の仕様を決めていなかったとしても、原画を描いてもらうことが急務なのであるから、

どんな形でも原画上がりを受け取るしかないのである。 

 

こう書くと、あたかも制作進行に迷惑をかけているだけのようだが、現場で聞くとそうでも

ない。制作進行はデジタル原画の存在については情報を持っており、動画用紙を渡したはず

のアニメーターがデータディスクで原画を上げてきたとしても、「そんなこともあるのかな

」とか「これからはデジタル作画の時代なのかな」などとなんとなく納得して、「この作品

にデジタル原画の仕様書があっただろうか」と疑問を持つことなくディスクを会社に持ち帰

っている。 

 

それがあとで、レイアウト用紙とフレームが違う、というような問題を起こしていたりする

のではあるが。 

 

一方で多くの制作会社、作品があらかじめデジタル作画用の仕様書を持つようにもなってき

ているため、過渡期に起こりがちなこういった混乱も、早晩制作部での問題共有ができてい

くと思われる。 

 

さて、それではフリーアニメーターがデジタル原画をするようになったのはいつからか。以

前からFLASH原画を描いていた少数を除けば、それはここ最近のことである。 

 

テレビシリーズ制作の現場でフリー班１本分の原画すべてに目を通している演出、作監部門

の実感としては、この１年くらいで、デジタル原画の割合は 

0％ ⇒ 20％ になっている。 
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着目すべきは、20％という割合ではなく、１年前には0％だったという点である。なにかの

割合を0から20にするには非常に大きな変化を必要とする。だがこの点を越えると割合を加

速度的に増加させることが可能になる。 

 

（４）２～３年のあいだに、デジタル原画の割合は50％ていどに達する 

 

2017年7月現在、SNSのプロフィールで職種を「作監、原画、デジタル原画」と記載するア

ニメーターが増えてきており、「タブレットを購入しました」という発信もよく目にするよ

うになっている。 

 

現場スタッフの先読みも総合すると、これから２～３年のあいだに、フリーでのデジタル原

画の割合は50％ていどに達するかもしれない。（完全に予想が外れる可能性も充分にある

） 

 

残りの50％はデジタル原画への移行を必要と考えないアニメーターで、この中には最後ま

で紙と鉛筆で原画を描くアニメーターも含まれる。 

 

ただし、後述するが、チェック部門に携わるアニメーターは、いずれデジタル作画にも対応

せざるを得ない。 

 

（５）演出チェック、作監チェックの現状 

 

現在、少数派のデジタル原画上がりは、データから一度プリントアウトされ、演出チェック

、作監チェックに回される。多くの場合、演出、作監がデジタル原画に対応していないため

である。 

 デジタルに対応できる演出、作監もいるのだが、会社の机がデジタル対応していない。 

 

動画検査はどちらの上がりにも対応する必要があるため、動画机の棚にしまえるサイズのタ

ブレットを常備していることが多いのだが、演出、作監部門ではチェックの内容が異なるた

め小さなサイズのタブレットでは間に合わず、動画机とは別個でデジタル作画環境机が必要

となる。20インチを越えた液タブは基本的に移動できる代物ではない。したがって限られ

たスタジオスペースで対応するのはまだむずかしい。 

 

しかし、デジタル原画の割合がもっと増えれば、会社もなんとかせざるを得なくなると思わ

れる。 
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（６）デジタル原画に移行しないアニメーターも問題はない 

 社内とフリーに分けて述べる。 

 

社内アニメーターについては、会社の方針が変更された時点で、デジタル原画へ移行するこ

とになる。話はきわめてかんたんである。 

 

デジタル原画がどうしてもいやなら会社を辞めればすむことだ。とはいえ、会社はおそらく

社内のアナログ作画部門として、そのアニメーターを抱えるほうを選ぶであろう。社外にも

アナログ原画が存在するあいだは、それもたいした問題にはならない。 

 フリーのアニメーターについては、これは自分の好きにしてかまわない。 

 

なぜなら液タブ作画機材一式とソフトウェアの設備投資はしょせん自己負担だからである。

高価な液タブを購入しても、投資の元が取れないアニメーターも多いであろう。 

 制作会社負担で一式支給してくれるといいのだが、そうする会社はおそらくない。 

 

それならば、アニメーターが自分にとって効率のよい方法で原画を描くことを、制作会社は

受け入れるしかない。どのみち一定の割合で紙の原画が残り続けるため、さほど問題は生じ

ない。 

 

そもそもの大前提として、制作会社がほしいのは原画スタッフであり、それがデジタル原画

である必要はない。かつ、可能ならただの原画ではなく、上手い原画のほうがよい。 

 

したがって最後のひとりになるまでアナログ原画でいくことはむずかしくなく、それが上手

いアニメーターならさらになんの問題もない。 

 

紙と鉛筆で原画を描いていきたいアニメーターは、デジタル原画に興味がわき、試しに描い

てみようかと思うまで、心配しないで紙で原画を描いてほしい。 

 

アナログ作画の存在が迷惑になるという意見もあるが、社外のアニメーターにまでそれは通

用しない。フリーの原画に、作画環境の変化による２ヶ月間ていどの作業効率低下を要求す

るならば、デジタル作画環境機材一式の貸与や、デジタル原画単価を上げる対応、および一

定期間固定給で社内研修をおこなうなどの対策を講じ、それを広くアナウンスしてみてはど

うだろう。デジタル原画に興味のあるアニメーターが集まってくる可能性があると思われる

のだが。 
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できればデジタル作画導入を機に、アニメーターの正社員化を進めてもらえるとありがたい

。 

 

原画については以上の通りだが、作監についてはまたさらに事情が異なるため書き添えてお

く。 

 

デジタル原画率が40％を越えたあたりから、作監はデジタル作画対応をせまられると思っ

てよい。演出もしかり。 

 

現状のようにデジタル原画率が低いうちは、デジタル原画をプリントアウトし、一度すべて

紙環境に統一した上で演出チェック、作監チェックに回したほうが、作業工程のまとまりが

よいのだが、デジタル原画の割合が増えると、こんどはデジタル原画をプリントアウトする

手間のほうがめんどうになってくるのである。 

 

したがって、演出、作監、動検などのチェック部門は、フリーといえどもデジタル作画を避

けて通れなくなる時期が来る。 

 

（７）ヒアリングでのおもな意見 

デジタル作画に関するアニメーターの意識 

・CLIP STUDIO 

作画は、慣れれば原画にとっては悪くないと思う。ただ、デジタル原画で生産性が上がっ

たという話は聞かない。 

・作品が手描きなのに、相談なくデジタル原画してこられると困る。制作がそのあたりの統

制を取れていない。 

・若いアニメーターは、デジタル化に後れを取りたくないという意識が強いと思う。デジタ

ル対応できるとかっこいいとも思っている。 

・デジタル作画ができると、いい仕事があるかもしれないと考えている節もある。そんなこ

とはないのだが、デジタル化するのは若手のフリー原画からかもしれない。 

・デジタル原画は単価が1000円いいという話を聞いて、気になってしまうのは 

しかたがない。 

・デジタル原画の単価が違うという話は聞かない。 

・ほかのアニメーターが「デジタル作画できますCLIP 

STUDIO」とプロフィールに書いていたりすると、気になってしまうのはよくわかる。

またデジタル環境を整えた会社は必ずそれを自社サイトなどで発信するので、そういった

記事にも興味をひかれると思う。 

・現場に入ればいやでも液タブの前に座らされる作品があるので、そのとき始めたらどうだ
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ろう。慣れるまでの収入保障も付いてくるだろうから。 

・CLIP 

STUDIO作画には２ヶ月間くらいで慣れるといわれた。個人的にはおもしろそうだと思

っている。 

 

デジタル作画になじめないアニメーターもいるのではないか 

・RETAS 

が導入されたとき、どうしてもパソコン作業ができなくて辞めていった仕上職がいたよう

に、CLIP 

STUDIOに対応するのがいやでアニメーターを辞めるということにならなければいいと

思う。 

・仕上はRETASになって、格段に効率がよくなり、絵の具を管理する手間もなくなった。

当時は絵柄が単純だったこともあり、RETAS 

なら手作業の３倍枚数を塗れた。そこまで効率がよい変化なら、辞めずにがんばって受け

入れていってほしかった。 

・RETASに移行したときには絵の具もセルも生産されなくなり、手塗りを続けることが物

理的に不可能だった。作画はそのときの仕上とは状況が違う。少数になってもアナログを

続けていくことは可能だと思う。 

 

デジタル作画をするときは、作品ごとにまとまってしたほうがよい 

・いま現在、多くの作品は手描きを基準に考えられており、デジタル作画のテンプレートを

持たない会社も中にはある。その中でフリーの原画が各自勝手な解像度や設定で原画を上

げてくるとどうなるか。同じ作品で、各自が違うレイアウト用紙を使っているようなもの

で、作監も動画も対応できない。そういうことがじっさいに起こっている。 

・PCに関する基本的な知識があまりにもたりないのではないか。 

・手描き原画とデジタル原画が混在するのは過渡期として起こりうることではあるが、テン

プレートは作っておくべき。 

・いまいる会社には、デジタル原画のテンプレート（仕様書、注意書き）があり、デジタル

原画をしたい人にはそれを渡している。 

 

デジタル原画は、動画出し時にプリントアウトされてしまう 

・動画はほとんどが海外出しで手描きなので、デジタル原画した利点がまったくない。もっ

たいない気がする。 

・現状では原画をCLIP 

STUDIOで描いても、jpg変換されて送られ、中国でプリントアウトして動画している。

かなり画質が下がると思う。電送と変わらない。絵の雰囲気を損なわずにプリントするに
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は、最低でも400dpiの解像度は必要だ。 

・デジタル原画だといくらでも絵を拡大できる。小さなサイズの絵でも細かい部品を省略な

しで描いてくるのはやめてくれないものか。仕上で塗れなくなってしまう。 

 

デジタル作画は増えていくか 

・いま40～50歳代の原画でデジタルに移行しない人もいるので、デジタル原画割合が50％

を超えることはしばらくないと予想している。撮影がデジタル化するのに10年ていどか

かっていることからも、作画全体がデジタルに移行するには10年くらいかかるのではな

いか。 

・いまのところは「デジタル作画始めました」が目に付くようになってきているという段階

だが、あるていどのところで、フリーのアニメーターがデジタル作画に雪崩を打つ可能性

があると思っている。 
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２・動画 

（１）デジタル動画の現状 

 デジタル動画の割合は、少数派のデジタル原画と比べてもかなり低い。（東映を除く） 

 理由は複数あり、 

①・動画にはフリーが存在しない（専属フリーなどの形態はある）ため、個別にデジタルを

導入するケースがきわめて少ない。 

②・原画と違い、作業期間が短く、仕上工程へ素材を渡す部門であることから、作品、ある

いは話数ごとに統一された基準での作業が要求される。 

③・アニメーターが最初に担当する職種であるため、会社がデジタル作画部を新設するとい

うときでもないと、始める体制が整っていない。 

等々が考えられる。 

しかしながら、大手制作会社の作画部にも、下請けプロダクションにも、複数台のデジタ作

画機材は置かれている。だが、なんとなく機材だけはそろえておいたということらしく、日

常的には使われていないのが実情である。機材を使えるアニメーターも少数で、たまに「デ

ジタル動画ができますか」という問い合わせがあるていどとのことである。 

 

（２）デジタル動画の作業効率は紙の１．２倍ていどなのか 

  デジタル動画で重視したいのが作業効率である。 

  

アナログ動画と比べて、効率がよいのか悪いのか。正確に比較したデータはないが、デジタ

ル作画部を持っている会社の統計では、デジタル動画のほうが作業効率がよく、およそ１．

２倍の枚数を上げられるという。 

じっさいに20％効率アップするのであれば、動画の月収５万円が６万円に増えるという

ことなので、これは決して小さな値ではない。 

  

2017年現在の新人動画をとりまく環境が日本アニメ史上最悪であることを考えれば、20％

といえども生産性をあげられるなら、それだけをもってしてもデジタル動画に移行する価値

はある。 

 

（３）新人教育の観点から見たデジタル動画 

  

新人を最初からデジタルで動画で育てることについては、教育効果の点で不安を持つ動画

検査が少なくない。 

  

とくに絵を描くという点においては、いままで自分がおこなってきた新人教育の方法論を

適用しづらい。 
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新人動画の原トレでよくあることだが、なにも考えずにただ原画をなぞっただけの絵と、

いま自分が描いている部分は髪なのか肌なのかを意識して描いた絵では、形は似ていても

絵としての力に明確な差があることを、アニメーターなら誰でも経験で知っている。 

  

したがって動画検査は新人に「何を描いているか意識する」ことを教えるのだが、デジタ

ル動画ではソフトウェアによる線補正が強力なため（補正の強度は調整できる）なにを描

いているかという意識がデジタル動画の線には反映されない。 

  はたしてその描き方で絵が上手くなるのだろうかと、動画検査は心配している。 

動画検査が感じる不安については理解できるのだが、しかし、あえてその不安にアンチテ

ーゼを示してみるならば、 

①・紙と鉛筆で育てた動画なら、全員絵が上手くなるというわけではなく、あくまでも本

人の考え方次第であることは否めない。 

②・大きく動く部分の動画は、絵を描いていくしかなく、タブレットでも動画用紙でも要

求されるのは画力である。 

③・日本のアニメはキャラの顔を大きく変形させる表現をしないことから、単純中割（タ

ップ割）を要求される場合が多々ある。そのため効率よく動画を描こうとすれば、速

度優先でタップ割をしていく部分と、動きを確認しながら絵を描いていく部分とを分

けて作業することになる。 

そう考えると、デジタル動画でパスを多用して中割の絵を描く点は、タップ割ととく

に変わりはなく、単純に効率のための手段にすぎないと見ることができる。 

  

アニメーターの新人は、あるていど最初から絵が描けるので、デジタル動画で始めようが

紙と鉛筆で始めようが、教え方さえしっかりしていれば、どちらでもとくに問題は起こら

ないのではないか。 

  

一方、動画検査がデジタル動画のメリットとしてあげるのは、新人でもそれなりにきれい

な線が引けるという点である。いまの動画は美しく非常に細い線を引かねばならない。そ

れは原画や作監が描く絵として力と勢いのある生きた線だからこその美しさとは別種の美

しい線である。 

  

線が細いため、鉛筆を削る手間だけでもばかにならず、デジタル動画にすることでその手

間を節約できるならば悪い話ではない。 

  

なお少々論点からはずれるが、いまの動画がなぜ枚数をあげられないのかわかっていない

作監、原画は、いちど動画を見てみることをおすすめする。作監や原画とは別種の技術を
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、いまの動画は要求されているのである。 

  

したがって作監は新人動画に動きや絵を教えることはできても、クリーンアップを教える

ことはまず出来ない。 

  

セル時代は作監が動画を描くことができ、動画を手伝うことも可能だったが、いまはクリ

ーンアップの線という一点においてすら、作監が描いた動画は動画検査をとおらない。（

作監の動画にはそれ以外にも線がつながっていない、色鉛筆の使い方が間違っている、組

指定がわかっていないなど、多くの問題がある） 

  動画は絵を描き動きをつける以外にも、RETAS 

対応など多くの規定をクリアすることを求められている。 

 

（４）大学のアニメ学科および専門学校の対応 

 

大学のアニメ学科および専門学校のアニメーター学科（以下、アニメ学科）ではデジタル作

画にどう対応しているのかといえば、一応CLIP STUDIO 

PAINTによるデジタル作画を教えている学校が多数派である。 

「一応」と断りを入れたのは、現状、アニメ学科の主力はあくまで紙と鉛筆の作画であるか

らだ。 

▲（わかりやすい例：デジタルアーツ東京 https://www.dat.ac.jp/course/anime/） 

 

 

学校サイトのアニメ学科紹介では、液タブによるデジタル作画の写真は、いかにも最新技術

を身につけられるかのようで見栄えがよいし、さわっておいて損はないスキルであるため多

くのアニメ学科がデジタル作画環境を導入している。 

 

しかしじっさいのところ、デジタル作画を学んだからといって就活が有利に運ぶわけではな

い。 

 

https://www.dat.ac.jp/course/anime/
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たとえデジタル作画部を持つ会社でも、デジタル作画の新人を募集する会社であっても、採

用するのは基礎画力に優れ、かつ動かすセンスのある学生で、学校でのデジタル作画経験は

考慮しない。 

 

3DCGアニメーションと違い、タブレット作画をおぼえるのはとくにむずかしいことではな

いため、採用してから現場で教育すれば間に合うのである。 

 

その上、制作会社の現場ではアナログ動画が主流であるため、就活を考えるとアニメ学科で

も紙と鉛筆での動画授業を主体にせざるを得ない。 

 

そのためというわけではなかろうが、なかにはデジタル作画授業をおこなっていないアニメ

学科も若干あり、すくなくとも現状ではそれでなんら問題はない。 

 

http://www.amgakuin.co.jp/contents/animation/faculty-animator.html 

▼アミューズメントメディア総合学院（板タブ）  

 

 

 

 

http://www.neec.ac.jp/department/creators/manga

_anime/ 

▼日本工学院 マンガ・アニメーション科（液タブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）主力の海外出し動画はデジタル化が可能か 

  動画のデジタル化を考察するときに重要なのが、海外の動画事情である。 

  

http://www.amgakuin.co.jp/contents/animation/faculty-animator.html
http://www.neec.ac.jp/department/creators/manga_anime/
http://www.neec.ac.jp/department/creators/manga_anime/
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動画作業全体の８割以上が海外に依存している現状では、残念ながら動画の主力は海外出

しといわざるを得ない。 

  レポートの趣旨から離れるため、動画の海外依存についての是非はここでは述べない。 

  

仮に動画部門が完全デジタル化されるとすれば、それはすなわち海外動画がデジタル化さ

れるということにほかならない。国内がいかにデジタル作画部を新設し、デジタル原動画

を推し進めたとしても、海外動画がデジタル化しないことには、業界全体のデジタル化に

よる制作効率アップは望めないのである。 

  

中国、韓国、ほか東南アジア各国では、日本のアニメ作品でPCによるデジタル作画をお

こなっているところはそう多くない。（再び東映を除く）その理由はデジタル作画に移行

するコストが見合わないからではないかという意見が多い。 

  

だがそれはワコムの液晶ペンタブレットを使用した場合の計算であり、中国製の液タブを

使えば半額以下となる。さらに液タブではなく板タブを使えば、仕上にRETASを導入し

たときと比べ、それほど見合わない初期投資ではない。 

（仕上がデジタル化した頃、RETAS の価格は30万円ほどだった） 

  

また「海外動仕」という言葉があるように、海外スタジオの多くは動画と仕上をセットで

受注している。動画上がりは動画検査なしですぐさま仕上げされるのであり、デジタル動

画であればこのとき動画をスキャンする手間が省けるのはかなりのメリットになると思わ

れる。 

（動画検査が入らないことによる問題には、ここではふれない） 

 

（６）デジタル動画の利点 

  

ただし、動画をスキャンする必要がないことそれ自体は、制作と仕上のメリットであり動

画部門のメリットではない。仮にスキャン工程の省力化による恩恵が、単価の上乗せとい

う形で動画に与えられるなら喜ばしいことだが、仕上単価の切り下げとなる可能性もない

とはいえない。 

  

ほかにデジタル動画の利点としては、単純中割部分についてはパスで描くこととと、線修

正機能があるため新人でもすぐに一定の線が引けるという点である。少なくとも線だけの

問題で新人研修が長引くことはなくなるであろう。 

 

（７）CLIP STUDIO PAINT にするかStylosにするか 
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  Stylos（スタイロス）は RETAS STUDIO 

に同梱されている、レイアウト、原画、動画に特化したアニメ作画ソフトウェアである。

10年ほど前にバージョンアップは終了したが、RETAS STUDIO 

ダウンロード版は現在でも買える。 

  仕上部門では 

RETASシェア100％に近いため、いまでもRETASのダウンロード版を購入している。CLI

P STUDIOで仕上もできるのだが、作業に熟練したRETAS 

から今すぐ移行する意味はないということだろう。 

  一方CLIP STUDIOであるが、これはもともと漫画、イラスト用に開発されたComic 

Studioの後継ソフトであり、アニメ専用ソフトではない。Stylosのころからデジタル作画

をしているアニメーターの意見では、アニメ用としてはまだ改良の余地があり、レイアウ

トや原画ではCLIP 

STUDIOでよいが、動画はStylosのほうが速く使いやすいそうである。 

  

だがWindowsのバージョンアップに、Stylosはいずれ対応できなくなる。またこれからデ

ジタル作画を始めようとするフリー原画は基本的にCLIP 

STUDIO一択であるため、動画もCLIP STUDIOで始めておくほうが無難かもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

加えて、アニメーターは商業イラストやイメージボードを描くことがあり、あるいは落書

きを描く場合であっても、CLIP STUDIOのペイント機能が役に立つ。 

 

近年アニメ学科を出たアニメーターにとっては、学校でさわっていたなじみのあるソフト

でもある。 

  イラストを描くとき、絵の具や画材をそろえる必要がないのはじつに便利だ。 

  

社内のアニメーターは、会社指定のソフトウェアを使用することになるが、フリーが買う
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なら汎用性の高いCLIP 

STUDIOでよいと思われる。なによりほかのソフトと比べて安価である。 

 

（８）デジタル動画により仕上現場で起こっている混乱 

  

動画より仕上のほうがスケジュールに余裕がない。朝一番で動画が来て、その日のうちに

仕上を終わらせなければならない作品は毎日のようにある。その厳しいスケジュールの中

で、原画は紙に描かれているのに「デジタル動画しました」とカット袋に書かれているカ

ットがときおりまざる。 

  

その作品がデジタル動画で統一されている、または一定数のデジタル動画がまざってくる

と最初から連絡を受けているものならよいのだが、１カットだけ入っている「デジタル動

画しました」は、仕上現場にとって厄災でしかない。作品の解像度、ファイル形式、フレ

ーム、仕様などがまったく考えられていないためである。 

  

アンチエイリアスがかかっているケースに至っては、あきらかにRETASでの仕上げ工程

がわかっていない。 

  

こういったデジタル動画をいったい誰が許可したのか、そして制作進行はなぜなんの確認

もせずにそれを仕上に回してよいと思うのか、その日のうちに塗らなければならない仕上

現場では、「なぜこのカットがデジタル動画になったのか」調査追跡している余裕がない

ため理由は突き止められていないが、仕上現場はこのようなゲリラ的デジタル動画に迷惑

している。 

  

もとの原画がデジタル原画で、たまたま演出と作監がデジタル環境でチェックしたために

デジタル動画となったものではないため、誰がなんのためにそうしたのか謎である。 

  

あらかじめ、すべての会社で各社のレイアウト用紙に合わせたテンプレートファイルとデ

ジタル動画の仕様書を作成しておく時期に来ている。 

 

（９）ヒアリングでのおもな意見 

デジタル動画の現状 

・デジタル原画を、デジタル動画してほしいという発注はたまにある。 

・数年前からデジタル班ができて、いま３名でやっている。おもに社内原画をスキャンした

ものをStylosで動画していて、出来高制だが、それなりに枚数をやっているようだ。 

・旭プロからの仕事はデジタル動画している。 
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・現在、マレーシア、フィリピンはデジタル作画100％で動いている。 

・「ひるね姫」は神山監督だが、作画がすべてCLIP 

STUDIO。社内だけかもしれないが、モニタと液晶ペンタブレットを使用していた。 

 

 

 

・デジタル作画の時代、とよく耳にはするが、じっさいの現場では冷めている気がする。当

社でもデジタル作画用の機材一式を複数セットそろえてあるが使っていない。念のために

置いてあるという感じ。そもそもデジタル作画の仕事がない。 

 

CLIP STUDIOにするかStylosにするか 

・Stylosはアニメ専用に作られているのでCLIP STUDIO より使い勝手がいいと思う。 

・以前からStylosを使用していた旭プロはいまCLIP STUDIOを使っている。 

・CLIP STUDIO 

は、最初の画面がマンガの原稿用紙になっていることからもわかるように、マンガ用に開

発されたものにアニメ機能を加えている。アニメで使うにはレイアウト用紙の規格等、最

初の設定がめんどう。調整してもいまひとつ使いづらい。 

・CLIP STUDIO 

はレイアウトや原画ではいいと思うが、動画には使いづらい部分がある。 

・CLIP STUDIO で作画を始めた会社がStylosに戻したという話を聞いた。 

・CLIP STUDIO 

で動検することもあるが、動画の人のように大型のタブレットは使わない。紙の動検もす

るので、棚に入るていどの液晶ペンタブレットを使っている。 

・CLIP 

STUDIOで動画するときは、手で引いた線を大事にしたいので、多少のブレがあっても

補正ゼロか１と少なめにし、お皿などを描くときは補正を強くかけるように指導している

。 
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・CLIP 

STUDIOの使い勝手の悪さに関しては、各社がフィードバックをセルシスに上げている

。もう少し使い勝手がよくなればと思う。 

 

新人教育の観点から見たデジタル動画 

・原画清書をするとき、新人動画に「自分がいまなにを描いているのか、それを考えながら

線を引くと感じが出る」と教えてきたが、CLIP 

STUDIOでの原画清書は曲線ツール（パス）を使わないと無理なので、そこに線の質感

などは存在しない。あの教え方はなんだったのだろうと思わないでもない。 

・線がギッタギタの新人は、それがなにか意識するだけでかなり絵が変わるのは事実。それ

を教えられないことになる。 

・他社の件だが、「パス中割」だけをしているといつまでも絵が上手くならず、原画にでき

ないということがあった。その会社では新人をデジタル動画で育て始めてから数年してそ

れが実証されたため、動画ではパスを禁止した。 

・10年前くらいに社内作画をすべてStylosにした会社があり、新人をStylos動画で育て始め

てから原画が思うように育たなかったと聞いた。 

・どこのスタジオからでも、どんなところからでも、上手いアニメーターは一定数が育って

くる。デジタル作画の問題ではなく、教え方と本人の仕事への取り組みや努力の結果だと

思う。 

・原画は別だが、デジタル動画をする以上、どうしてもパス中割はせざるを得ない。そのほ

うが細かいところを正確に割れるので。でも全部パスで描くのはもう絵ではないので、新

人を育てるときに気をつけないといけないのかなと思う。 

・Stylosが出始めの頃から、社内に板タブによるStylos動画部を置いていた会社で、最初か

らずっとStylos動画をしていた人は原画にできなかったと聞いたのだが。 

・Stylos動画から作画監督になった人はいる。そもそも上手くならないのはStylosのせいで

はなく、社内の育て方の問題で、きちんと教育すればデジタル動画で始めても上手いアニ

メーターになる。 

・絵が描ける人なら、デジタル動画になっても、パスを使っても問題ないと思う。 

・タブレットに慣れる手間は必要だが、もともと一から描いていくしかない原画にとっては

、それで絵が下手になるとか、上手くならないとかいった心配は不要と考えている。 

・心配なのは動画、それも新人動画育成に関してだけかもしれない。 

・教え方次第なのだと思う。アニメーターならみんな知っていると思うが、動画を効率よく

作業するときに、ここは「動きを描かなければならない」という部分と、「なにも考えず

にきっちりタップ割してかまわない」という部分がある。それなりの枚数を上げる人は両

方の描き方を、そのつど判断して使い分けている。おなじことがデジタル動画についても

いえると思う。 
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・紙に手描きすれば全員が上手くなるわけではない。動きを考えて動画をするようにと、何

度教えてもなにも考えずに単純中割してしまう人はいる。 

・それはもともと動きに興味がないタイプだと思う。 

 

デジタル作画の今後を予想する 

・原動画はこの先20年くらいで、アナログとデジタルが半々になる程度ではないか。理由

として、動画が海外へ依存していることがあげられる。 

・いまの海外動画価格150円程度では、海外の会社はPC＋液タブの投資をしない。一式40

万円ほどかかるので、この価格ではまだデジタル化は無理。 

・海外動画がデジタル化しない以上、国内の原動画がデジタル化する意味はない。 

・もっとも早いデジタル化の予想としては、５年後に手描き７、デジタル３というのも考え

られる。 

・もし当社が、今後デジタル動画で外注出しをするとしたら、おそらく動画＋仕上のセット

で出すことになるだろう。クリエイターも動画だけではなく、動画から仕上までひとりで

おこなうことが求められる可能性はある。 

・そういう体制の会社もあるが、動画が仕上までおこなうことが、効率がよいかといえば疑

問。仕上の塗りの速さは、専門家ならではの熟練だと思う。工程を手分けしたほうが結果

として速い。 

・制作的には、小規模の会社へ出す場合、デジタル作画から仕上まで一度で済ませたいので

、デジタル動画だけというスタジオはきびしいのではないか。 

 

海外でデジタル動画を導入するのはむずかしいか 

・10年後くらいなら、液タブの価格が急激に下がるかもしれない。 

・中国製の液タブは21.5インチと大画面でありながら、Amazonで6万円台で買える。 

・そもそも高価な液タブを使う必要はない。５万円のパソコンと１万円ていどの板ダブがあ

れば、海外でのデジタル動画は可能なのではないか。Stylos作画が始まった頃は、板タブ

しかなかったし、Stylos組はいまも板タブを使っている。 

・液タブでも板タブでも、慣れればおなじことなのかもしれない。 

・機材を導入しても、現状では海外動画の生産量分のデジタル動画仕事はないだろう。 

・基本的に海外出しは動仕セットなので、デジタル動画をすれば仕上にとってはスキャン作

業が不要になり、デジタル動画の恩恵は大きい。そこを考えると、海外がデジタル化を始

めると、移行は一気に進むかもしれない。 

・国内の仕上はがんばって作業量1600枚／月とのことだが、海外の仕上は倍くらいかもし

れない。 

・中国の動画は1000枚／月描く。労働時間が長いこともあると思うが、じっさいに中国で

動画をしていた人の話だと、誰でも1000枚描くとのこと。その理由はなにも考えずに中
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割しているからだという。絵も荒くていいし、中割し終わったら作業完了で、動検がいな

いため直しがないから早いという話だった。中国で1000枚描いていたが、日本へ来て日

本の動画さんとおなじように描いたら200枚がやっとだと言っていた。 

・いくらなにも考えずに描いたとしても、いまの絵柄で1000枚はすごい。 

・絵を描いていないから速いのだと思う。動画には絵の上手い人ではなく、器用な人が採用

されると聞いた。絵の描ける人は考えてしまうので、中国の動画には向いていないという

話だった。 

・採用基準が器用さなのなら、中国のデジタル動画は板タブに慣れるのが早いかもしれない

。 

 

デジタル作画は、原画より動画からではないか 

・会社で液タブセットをそろえてデジタル作画をはじめるとしたら、動画からだと思う。デ

ジタルに移行するとしたら、原画より動画のほうが先ではないか。 

・動画に関してだが、なにもわかっていない経営者が、デジタル動画なら手間がかからなく

なるでしょうと動画の単価を下げてきたケースがある。まったく動画の現状を見ていない

。 
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３・まとめ 

（１）デジタル作画がもたらすメリットはあるか 

  

机の上が汚れない、鉛筆を買わなくてもすむ、切り貼りが楽、紙を運ぶ手間がない、仮に

原画を紛失してもどこかにデータが残っていれば描き直さなくてもすむ、一部コピー＆ペ

ーストが使用できるなどのメリットが、原画にはある。 

  

動画にとっても、カゲ色を表から塗れる、色トレスも消して直せる、などあるにはあるが

、単に液タブ作画をするだけなら、仕上でのスキャン工程が不要になることによる効率化

が一番で、作画にとってさほどのメリットはない。 

  

とはいえ、マンガやイラストがそうであるように、アニメもいずれ完全にデジタル作画に

なるのは間違いない。 

  

仕上がRETASに移行したときのように、動画用紙やタップの生産が中止されるときもや

ってくる。 

  

それはそれでしかたがないが、作画をデジタル化するならば、もう一歩進めてデジタルだ

からこそ可能な効率化を実現してほしいと考える。 

 

（２）効率化のためには自動中割が必要 

  

作画にとって最大の懸案である作業量を増やすこと、とくに動画にとって喫緊の課題であ

る作業量×単価による収入を増やすことにつながるならば、デジタル化を早急に強力に推

し進めてよいのではないか。 

  

アナログ動画で生産性向上を目的とした効率化ができないことはすでにわかっているので

、デジタルに変わることでの効率化を希望する。 

 

動画でいつも感じることが、線があまりに多すぎるということである。絵を動かすための

動画のほかに、いわゆる「線割」をしなければならない部分が大量にある。 

  線割だけでも、自動中割はできないか。 

 

下記の画像はドワンゴによる自動中割の実験で、Webで映像が見られるので参照された

い。過去に自動中割プログラムは複数あり、線割だけならできていた。しかし、これほど

線の多い細かい絵を中割できた例はない。 
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サイトで一連の画像を見てもらうとよくわかるが、この中割実験は、長い髪のフォロース

ルーなど、自動中割がむずかしい動画にあえて挑戦している。 

 

こういった動きは3DCGのプログラムでなら可能だが、線画を中割することはむずかしい

。 

  手描きの絵はプログラムしづらいからである。 

 

したがって、これほどの絵と動きを自動中割することまでは望まないが（というよりそれ

ができれば動画ロボット）単純に線割をすればよい部分の自動化が、デジタルによって可

能になるとよいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドワンゴでdeep learningを使った中割の実験を行いました。 

原画の中割は出来ませんが動画の枚数を増やす事は部分的には出来ました。 

映像https://www.youtube.com/watch?v=_RM1zUrY1AQ&feature=youtu.be 

 

 

（３）3DCG化への道のり 

  

デジタル化と聞いていつも思うことがある。日本のアニメはなぜ手描きの絵から3DCGア

ニメへと直線的に向かわないのであろうか。 

  

手描き2Dアニメと3DCGアニメのあいだに、デジタル作画というPC作業作画が挟まった

ことによって、もともとあまり勢いのなかった日本アニメの3DCG化は一段と遠のくよう

に思う。 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_RM1zUrY1AQ&feature=youtu.be
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いま現在の3DCGアニメを見る限りでは、ディズニー映画でさえもキャラクターの表現に

おいては手描き時代の作品におよばない。それはもともとディズニー映画の絵が非常に上

手かったためでもあるが、3DCGのキャラクターが、手描きの絵が持つ情報量を凌ぐこと

ができないためである。 

  

とはいえ3DCGで可能なことはあまりにも多い。3DCGがまだ不得手にしていることも確

かにある。あるのだがそれを差し引いても、日本のアニメももう少し3DCGに向かっても

よいのではないか。世界との差が開くだけではないのか。 

  

それとも日本のアニメは2Dを維持し続けるのだろうか。いつか答えは出るのだろうが、

現状その点は謎である。 

  あたかも手描きのような3DCGアニメが作られたら最高なのだが。 

 

（４）マンガ業界との比較および関連 

  

なぜここでマンガか、といわれるかもしれないが、絵を描く職種という部分で、しばらく

前のマンガ業界がいまのアニメ業界とよく似ているように思われるため、少しふれておく

。 

  いま現在、多くのマンガがCLIP STUDIO（Comic Studio含む）で描かれている。 

 マンガ家さんの描き方によってタイプを３種類に分けると、 

・「フルデジタル」下書きから仕上まですべてCLIP STUDIOでおこなうもの 

・「部分デジタル」ペン入れは手描き、その後のベタ、スクリーントーン貼りなどフィニ

ッシュワークをCLIP STUDIOでおこなうもの 

・「フルアナログ」すべて手描きで仕上げるもの 

 となる。雑誌によってCLIP STUDIO使用の割合は異なるが、いま 

雑誌A フルデジタル４、部分デジタル６、フルアナログ０ 

雑誌B フルデジタル２、部分デジタル５、フルアナログ３ 

なのである。 

  通常、アシスタントに任される工程の多くはCLIP 

STUDIO上でおこなわれていると考えて差し支えない。 

  なぜそうなったかといえば、原稿の仕上げ作業にCLIP 

STUDIOが圧倒的に便利だったからである。 

  マンガ家は一人親方システムの職種なので、CLIP 

STUDIOで描こうが手描きしようが、誰にも文句は言われない。一度も紙にペンで描い

たことのないマンガ家さんはすでにいるかもしれないし、今後は確実にそういうマンガ家

さんが増えていく。 
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そういった状況を見れば、2Dアニメもデジタル作画に移行していく時期に来ているのか

もしれない。フリーの原画は一人親方的な立ち位置であるため、個人的にデジタル作画移

行することが可能でもある。 

 

   マンガ家さんのCLIP STUDIO作業については下記を参照・颯田直斗先生 

      https://www.youtube.com/watch?v=0AINamSXvSQ&t=1776s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ヒアリングでのおもな意見 

デジタル作画のメリットはあるか 

・拡大ができるので、老眼でも細いきれいな線が引けること。 

・デジタルではないが、ハズキルーペも以外と便利。Amazonなら半額近くで買える。 

・新人でもパスの拾いかたをおぼえれば、ただあいだを割るだけならいける。 

・ベクター線なので、データを取っておけば、あとでポスターなど大きなものにも転用でき

る。 

・なんらかの事情で地方へ帰らざるを得なくなった動画が、個人で仕事を続けるためのツー

ルとして、デジタル動画はどうだろう。 

・個人のPCはファイアーウォールが弱いため、デジタル動画の外注はむずかしいと考えて

いる。社内なら、社内サーバーの管理や保守がしっかりできる。 

・制作としては、遠方の個人個人に動画を頼むのは、スケジュール管理の点から無理。アニ

メーターはスケジュールを守らないし、連絡がとれないこともある。 

・デジタル動画検査は遠方の個人でも可能かもしれない。動画検査＋動画直しを含めてとい

うことになるが。 

・ずっと社内にいた人間が地方へ戻る場合なら、いままでの信頼があるので、地方へデジタ

https://www.youtube.com/watch?v=0AINamSXvSQ&t=1776s
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ル動画は出せると思う。 

・原画は地方のデジタル作画でも問題ない。制作的には。 

 

一部でも自動中割ができれば 

・機械的な中割でもいい部分に関して、FLASHみたいに自動中割してくれないものか。 

・単に美しく、しかし細かい線で中割する部分を作画ソフトが割ってくれたら、作業効率は

かなり上がると思うが、それはCLIP STUDIOとは方向性の違うソフトになると思う。 

 

原画の絵をできるだけ残して使えないか 

・疑問に感じているのがデジタル作画での原画清書。あれは必要なのだろうか。せっかくデ

ータのきれいな線で描かれている原画を、さらに清書する意味がわからない。 

・いまのCLIP 

STUDIOのシステムでは、原画が動画のようにレイヤー分けした絵を描くのは現実的で

はない。原画がレイヤー分けされていたら、作監修正はとんでもなく繁雑な作業になって

しまう。 

・単純にレイヤー分けのためなら、実線だけでも原画から拾える機能があるといいと思う。

原画の絵がそれほど変わらない形で画面に出るようになれば、絵の力も増すと思う。 

・原画清書だけでもかなり時間がかかるので、それができると動画の効率はだいぶ上がる。

だいたい原画の絵のほうがいい絵に決まっている。ただ、動画的には仕上が塗れるように

線をつなげたり、余分な線を消したりはするので、原トレはそういった作業だけすればよ

いようにできないのだろうか。原画データは手つかずで取っておけるのだから。 

 

CLIP STUDIO 作画を導入するコスト 

・大手制作会社でなければ、液タブでのデジタル作画を導入するのはむずかしいのではない

かと思う。当社でもCLIP 

STUDIO作画機材は持っているのだが、作画部すべてをデジタル化する場合の計算をし

てみたら、当社ていどの規模では設備投資の元が取れそうもないとわかった。 

・計算方法は次のようになる。 

・まず動画ひとりあたりの生産量が300枚と仮定し、１枚単価を220円とする。 

動画の生活が厳しいことはわかっているため、当社では動画については元請けからの単価

をそのままで動画に支払っている。そのため、動画から上がる利益はない。 

だが、デジタル動画機材PC＋液タブ＋ソフトなどが一式40万円ていど。それを５年ごと

に買い換えなければならいと、利益がないところに加え、いまよりさらに機材の経費が増

えてしまう。これではなかなか会社経営的には厳しいといわざるを得ない。 

 

なぜ液晶ペンタブレットを使用するのか 
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・欧米でも液タブは使われているが、アニメの線画を描くのには板タブでもよいのではない

か。 

・Stylos の頃は板タブだった。 

・イラストなどで液タブを使う場合、キャンバスのように立てて描いている。日本のアニメ

作画では、動画机くらいの傾きで描いている人も多いのはなぜだろう。 

・たんに動画机の慣れからくるものではなかろうかと思う。文化的な歴史が関係しているか

もしれない。たとえば2Dのときからディズニーの動画机はかなり傾斜がついていてキャ

ンバス的な感じだった。日本のアニメが始まったとき、その形式を導入しなかった流れの

ままだと思う。 

・大型の液タブだと、立てたほうが描きやすい。 

・液タブはせめて半額くらいになってほしい。半額でも高いと思うが。 

・そんな高価な液タブを、たいして収入のない若いアニメーターがよく買えるなと思う。そ

こそこ使えるサイズの液タブとソフトで30万円近いのに。年収150万円くらいなのに大丈

夫なのかな。 

 

デジタル作画 各社の状況 

・OLMはデジタル作画部を新設した。ソフトはToonBoom（トゥーンブーン）を使用して

いる。原画はレイアウト作業から原画作業まで、動画は動画から仕上げまで行う。 

・OLMは原画から社員なのがいいと思う。サイトを見ると動画は社内業務委託、デジタル

動画の場合は応相談となっており、月給制も可能なのかもしれない。またデジタル動画に

関しては中途採用をおこなっており、動画経験者なら入れる。 

・ある制作会社の場合、デジタル動画＋仕上で目標作業枚数は8～10枚／日と聞いている。 

・デジタル動画は現状では手描きより効率が悪いといっている会社もある。 

・デジタル動画で15枚／日を目指している会社もある。 

・グラフィニカはデジタル作画部門も持っており、ゲームの作画などで成功している。RE

TAS 、CLIP STUDIO、Stylos、 Photoshop を使っている。 

・TVPaint Animation というソフトは使い勝手がよかった。 
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４・付録 各社がWebで発信しているデジタル作画情報 

（Webの記事をそのまま転載。一部割愛あり。詳細はURLでサイトを参照されたい） 

 

CLIP STUDIO PAINT 

株式会社 旭プロダクション（http://www.asahi-pro.co.jp/） 

 弊社では以前からCLIP STUDIO 

PAINTを使用してきました。強弱だけでなく濃淡も表現できる高精度のペンや、パース定規

などの作画補助機能が豊富なことが非常に役立っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭プロのデジタル作画フローCLIP STUDIOPAINT アニメーション機能の使い方 

https://www.youtube.com/watch?v=qQalCLD6ky0&feature=youtu.be 

 

CLIP STUDIO PAINT   Toon Boom Harmony  ほか 

東映アニメーション株式会社 （http://www.toei-anim.co.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asahi-pro.co.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=qQalCLD6ky0&feature=youtu.be
http://www.toei-anim.co.jp/
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▲東映アニメーション デジタル化の歴史 

 

2017年4月より放映の『正解するカド』の作画にCLIP STUDIO PAINTを導入 

https://www.clip-studio.com/clip_site/clipstudiopaint/scenes/animation 

 

CLIP STUDIO PAINT  Stylos 

株式会社プロダクション・アイジー （http://www.production-ig.co.jp/） 

「クリップスタジオペイントはとにかく線の表現に長けていて、本当に紙に鉛筆で描いている

ような曲線が再現できました。アニメーション作画にとって「線」は最重要事項のひとつなの

で、とても重宝しています」 

 

CLIP STUDIO PAINT Stylos TVPaint Animation 

株式会社スタジオ・コロリド（http://colorido.co.jp/） 

 

日本のアニメスタジオで最も広く使われているセルシス社のRETAS。コロリドでは、その中

にあるデジタル作画ソフトSTYLOSを中心に使用しています。洗練された機能が現行のワーク

フローに最も馴染むためです。ただし、レイアウトには、より描画能力の高いCLIPSTUDIO 

PAINTや絵コンテにStoryboardPro、特殊カットにTVPaint 

を使用するなど、各種あるデジタル作画ソフトを研究しながら、より良い作品制作を常に模索

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『台風のノルダ』の「スタジオコロリド」が、デジタルのアニメ制作にかける思い 

http://news.mynavi.jp/series/colorido/001/ 

 

 

 

https://www.clip-studio.com/clip_site/clipstudiopaint/scenes/animation
http://www.production-ig.co.jp/
http://colorido.co.jp/
http://news.mynavi.jp/series/colorido/001/
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CLIP STUDIO PAINT 

株式会社スタジオ雲雀 https://www.celsys.co.jp/clipsolution/studiohibari/ 

 

動画に関しては４年前(※2013年)からデジタルで行っていたのですが、「潔癖男子！青山く

ん」では、スタッフの多くがデジタルに慣れていた事もあり、本格的にフルデジタルでの作品

制作を決断しました。今後の他作品でも続々とデジタル作画で取り組んでおります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIP STUDIO PAINT 

https://www.celsys.co.jp/clipsolution/studiohibari/
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作画スタジオ イングレッサのデジタル動画部 

 旭プロダクション宮城白石スタジオへ研修に行った２名で2017年7月に稼働開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toon Boom Harmony 

株式会社オー・エル・エム 

【 Toon Boom 導入後のご感想 】http://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/toonboom/ 

＜Harmonyについて＞ 

Harmonyを触った感想は、「機能が複雑」「海外基準でわけがわからない」というもので、

正直なところ、ずいぶん戸惑いました。 

しかし使い続けるうちに、このソフトの性能の高さや柔軟性に魅かれ、OLMでは現在デジタ

ル作画のメインツールとして稼動しています。 

このソフトだけで原画から撮影まで完結できるので、複数のソフトを覚える必要がなく、自分

の作業分の機能だけなら比較的短時間で習得可能です。  

柔軟性においては、他のツールからアップした画像をイン/エクスポートするときに多様な画

像形式に対応しているので、ペイントソフトで変換する手間が無いのはうれしい特性です。 

他の作画ソフトと一線を画すベクター線でクリンナップされた画像は、サイズを拡大縮小して

もクオリティを維持することができるため、従来のカメラワークでは常識はずれな画面づくり

もできるようになりました。 

また、筆圧や線の入り、抜きの鉛筆のニュアンスを生かしつつも、ムラの無い線で作画ができ

るので、Toon Boom 

Harmonyは今後ますます望まれる高解像度の映像や版権にも対応できるソフトだと確信して

います。  

 

 

 

 

http://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/toonboom/jp/DC/prd/toonboom/
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事例『ポケットモンスターXY＆Z』：オー・エル・エム 

https://cgworld.jp/feature/cgw209t1-olm.html 

 

 

Toon Boom Harmony 

株式会社XEBEC（ジーベック） http://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/toonboom/ 

【 Toon Boomの選定理由 】 

生産性の向上が期待出来るソフトであると感じたためです。  

紙によるコンテ作業は変更のオーダーがあった時に対応がしがたいですが、Storyboard 

Proは柔軟に対応出来ます。  

一人の担当者に任せるだけでなく、複数の意見を取り入れながら作業が出来る点、3Dの空間

を配置してその中でカメラの推考が出来る点により導入を考えました。今後は2D(手描き)だ

けでなく2D、3Dを両方使う作品が当たり前になっていくと思います。 

 

 

 

Toon Boom 公式サイト http://www.comtec.daikin.co.jp/DC/ 

 

OpenToonz 公式サイトhttps://opentoonz.github.io/ 

https://cgworld.jp/feature/cgw209t1-olm.html
http://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/toonboom/
http://www.comtec.daikin.co.jp/DC/
https://opentoonz.github.io/
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（※ ジブリが使用していた無料の仕上、撮影ソフト）） 

2Dアニメーション制作ソフトウェアです。 

仕上、色指定、撮影…手描きの絵をスキャンするところから、最終的な画面を組み上げるとこ

ろまでの各工程。 

イタリアのDigital Video社が開発し、株式会社スタジオジブリのカスタマイズを経て、 

ジブリ作品の制作に長年使われてきたソフトウェア「Toonz」が基になっています。 

ドワンゴはDigital 

Video社とスタジオジブリの協力を得て、このOpenToonzのプロジェクトを開始します。 

OpenToonzはライセンス*に基づき、自由にソースコードを改変することができます。商用・

非商用問わず、無料で、どなたでも使用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

TVPaint Animation 公式サイト http://www.tvpaint.com/ja/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ライブ・ドローイング▲ 

https://www.tvpaint.com/v2/content/article/support/tutorial.php 

 

http://www.tvpaint.com/ja/
https://www.tvpaint.com/v2/content/article/support/tutorial.php
https://www.tvpaint.com/v2/content/article/support/tutorial.php


- 33 - 

 

 

TVPaint 

Animation（サンジゲンの主体は3DCGのセルルックなので、タブレット作画で使用するソフ

トが TVPaint Animation であるということ） 

株式会社サンジゲン 

『うーさーのその日暮らし 夢幻編』第12話「うーさーの優しい世界」 

このエピソードは、全編デジタル作画で取り組まれ、レイアウト・原画・動画・仕上げまです

べてTVPaint 

Animationというソフトを使用し制作したという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   デジタル作画にcintiq22HDを導入 

 

最後に、業界団体が作成した124ページにわたる調査報告書があるので、興味のある方は一読

されたい。 

 

アニメのデジタル制作導入ガイド - 経済産業省 

平成 28 年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 

（アニメーション分野におけるデジタル制作環境整備に係る調査研究） 報告書  

www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000431.pdf 

file:///C:/Users/kamin/OneDrive/ドキュメント/54アニメーター教育/デジタル作画/2018_デジタル作画/www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000431.pdf
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以上 


