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自己紹介 
•  池田泰延  
•  Flash/HTML5 Developer 
•  Twitter ID : clockmaker 
•  ブログ: ClockMaker Blog  
•  書籍:「Flash3Dコンテンツ制作
のためのPapervision3D入門」
「Flash ではじめるAndroidア
プリ開発入門」等 
 
 



アジェンダ 

1.  Stage3Dの紹介 

2.  Stage3Dの基礎知識 

3.  Flash Player 11向けコンテンツの開発方法 

4.  実用性の検証 



Stage3Dとは 
Chapter 1 



Stage3Dとは 

•  Flash Player 11に搭載された新機能 
•  GPU を Flash コンテンツから 
フル活用するための機能 

•   2D /3D描画に利用できる 
•  1000倍のグラフィックレンダリングの 
パフォーマンス 



1000倍のパフォーマンス 

•  Flash Player 9/10 vs Flash Player 11 



Flash	  Player	  9	  
with	  Papervision3D	  2.1	  

FPS10	  (about	  6,000△) 

Flash	  Player	  10	  
with	  Alternativa3D	  7	  

FPS15	  (about	  6,000△) 

Flash	  Player	  11	  (State3D	  GPU	  Rendering)	  
with	  Alternativa3D	  8	  

FPS60	  (about	  100,000△) 



Stage3D デモ/事例 

Try	  your	  driving	  skills	  at	  Stage	  JUK3D	  now.	  
http://www.nissan-‐stagejuk3d.com/	   New	  Flash-‐Based	  Version	  of	  Angry	  Birds	  

http://www.leebrimelow.com/?p=3065 



Stage3Dの基礎知識 
Chapter 2 



Flash Player 11の描画面 



Stage3DとAGAL 

•  AGALでアセンブラを記述 

•  頂点シェーダと断片シェーダ 

// 頂点シェーダを記述 
private const VERTEX_SHADER:String =
  "m44 op, va0, vc0    \n" +
  "mov v0, va1"
// 断片シェーダを記述 
private const FRAGMENT_SHADER:String =
  "mov oc, v0"; 



Stage3DのAPI構造 



Starlingフレームワーク 

•  GPUを利用した2Dのフレームワーク 
– 直感的なAPI 
– 軽量 
– 高速 
– フリー 
– オープンソース 





ロシアで開発されているゲーム向けの3Dライブラリ。ライブラリは無償で利
用できる。Alternativaは、マルチプレイヤー用のサーバー、物理エンジン、
シーンエディターも提供する。 
カメラ/プリミティブ/ライト/マテリアル/	  
プラットフォームのツール：Alaternativa3D,	  AlternativaEditor,	  Alternativa	  
Physics,	  AlternativaCore,	  AlternativaGUI 

Apache	  License	  2.0のオープンソースの3Dライブラリ。	  
Away	  Physics:業界標準のBulletエンジンの開発も進んでいる。	  
AWDフォーマット(独自フォーマット)でモデルデータの読み込みが可能。AWD
フォーマットのファイルサイズはコンパクト。Colladaに比べて12分の1。Maya,	  
Blenderをサポート。3dsmax,	  Cinema4Dをサポート予定。	  
	  



有償の3Dライブラリ。	  
アニメーション/ライト/マテリアル/物理演算・衝突判定入力補助/パー
ティクル/3Dでのドラッグアンドドロップ	  
ファイルサポート(3DsMAX、Collada、Obj)	  
Flare3D	  Studio	  ：Flash	  Proに似たタイムラインをもったインターフェー
スのIDE	  
http://www.flare3d.com/ 

アドビ製の 3D	  フレームワーク	  
評価用のプロジェクト	  
http://labs.adobe.com/technologies/proscenium/	  

Proscenium	  



Alternativa3D Template 
•  Alternativa3Dを簡単に 
始めるためのライブラリ 

•  スタートアップ用テンプレート
クラス 

•  Spark project! にコミットして
ます 
(ご自由にお使いください) 



従来の3Dライブラリとの違い 

•  Stage3DではZバッファで処理されるため 
ポリゴン欠けが発生しない 



Flash Player 9/10時代の 
ポリゴン欠け問題対策 

•  Flash Player 9/10ではポリゴンはZソートで表現。 

•  ポリゴン欠けの対策として一般的だったのはポリゴンの分割。 
適用すると処理負荷が高まる。 



Flash Player 11向け 
コンテンツの開発方法 

Chapter 3 



導入方法 

Flash Pro CS5/CS5.5 

•  エクステンションをイン
ストールすることで利用
可 

Flash Builder 4.5 

•  Flex SDKにFlash Player 11
対応のplayerglobal.swcを
含めることで利用可 



Flash CS5/CS5.5の導入方法 

•  以下のURLからMXPファイルを 
ダウンロード 

•  エクステンションマネー
ジャーCS5/CS5.5でインストー
ル 

•  Flashの出力設定にFlash Player 
11の項目が追加される 

http://blogs.adobe.com/rgalvan/2011/11/adding-‐fp11-‐support-‐to-‐flash-‐pro-‐cs5-‐and-‐cs5-‐5.html 



Flash CS5/CS5.5の注意点 
•  ムービープレビューでは確認不
可 
(Flash CS5/CS5.5内のプレイ
ヤーがFlash Playe 11に対応して
いないため) 

•  パブリッシュプレビューをして
確認 



HTMLへのエンベッド 

•  wmode=“direct”の設定が必要 

var params = {};
params.quality = "high";
params.bgcolor = "${bgcolor}";
params.allowscriptaccess = "sameDomain";
params.allowfullscreen = "true";
params.wmode = "direct"; 



実用性の検証 
Chapter 4 



Flash Player の普及率 
•  Flash Player の 
普及率は約99% 



GPUが利用できない環境では 

•  Stage3DはGPUの使えない環境では3Dの
レンダリング処理はCPUに切り替わる 



Stage3D	  動作確認済GPUリスト	  by	  note.x	  
	  
http://blog.r3c7.net/stage3davailablegpu/ 

Stage3Dのハードウェアアクセラレーションを	  
サポートしない環境についての記事	  
	  
http://kb2.adobe.com/cps/921/cpsid_92103.html	  
	  



GPUが利用できない環境では 

•  フォールバック 
– GPUに対応していないマシンでは 
TransGamingのSwiftShaderを使って処理される 

•  パフォーマンス 
– 従来のFlash Player 9/10の3D表現よりも 
パフォーマンスが高いと言われている 



Stage3Dの初期化 

•  Stage3Dではレンダラーの指定が可能 
ソフトウェア(SOFTWARE)とGPU(AUTO) 

•  明示的にソフトウェアの利用を 
強制してテスト 
stage3d = stage.stage3Ds[0];
stage3d.addEventListener(Event.CONTEXT3D_CREATE, handler);
stage3d.requestContext3D(Context3DRenderMode.SOFTWARE); 



デモ 



Flash	  Player	  9	  
with	  Papervision3D	  2.1	  

FPS10 

Flash	  Player	  10	  
with	  Alternativa3D	  7	  

FPS15 

Flash	  Player	  11	  (State3D	  Software	  Rendering)	  
with	  Alternativa3D	  8	  

FPS30 



Stage3Dを始めるには 
Appendix 



Stage3Dコンテンツ制作入門 
 

•  Adobe Developer 
Connectionにてセッ
トアップ方法を紹介 

http://www.adobe.com/jp/joc/devnet/flash/articles/stage3d.html 



ご清聴ありがとうございました 
Thank you for your attention 

ClockMaker 池田泰延 


