【 基本システム構成】
トリビューの基本構成は、制御架に全天をカバーする３台のプロジェクタ、画像生成用のサーバー３台、コンソールに操作用PC、
マニュアルコントローラ、DMXコントローラが配置されます。DMXコントローラはプロジェクタにセットされた絞りやシャッターの操作
が出来ます。DMXはショーコントロールの世界標準規格で、照明、調光器などの豊富なアクセサリーをそろえることが出来ます。
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【主なハード仕様】

【主なソフトウェア機能】
●シミュレーション機能
・ 紀元前 10 万年から西暦 10 万年まで、 任意の日時をシミュレーション可能
西暦 1582 年のユリウス暦とグレゴリオ暦の切り替えに対応
・ 地球をはじめ、 太陽系内の惑星上のどこでも観測地として設定可能
・ フライトモード時には太陽系 ・ 恒星間宇宙の任意の場所に視点を設定可能
・ 標準恒星データに 「ヒッパルコス星表」 ( 恒星数約 11 万 8 千個 ) を採用
・ 拡張恒星データに 「Tycho 星表 ( 恒星数約 100 万個 )」、 「Tycho-2( 恒星数
約 250 万個 )」 と 「GSC-ACT」 ( 約 16 等までの約 1600 万個 ) を搭載。
標準恒星データと自動切換えが可能。
・ 銀河カタログ (PGC) の搭載により 138 万個の銀河の位置 ・ 形を表示
・ 恒星の位置は 0.1 秒角の精度。 月 ・ 惑星の位置は一秒角の制度で計算
( 西暦 1500 年から 2000 年の期間 )
・ 地球の歳差運動と恒星の固有運動を自動的に計算し、 過去や未来の天の
北極の移動や星座の形の変化も忠実に再現
・ 地平線近くの大気差による浮き上がりや色の変化、 太陽や月の変形も忠実に再現
・ 紀元前の日食、 月食など歴史上の天文現象を十分に検証できる精度でシミュレート
●各天体の表示
・ 全天 88 個の星座の名称、 星座線、 星座絵、 星座境界線を表示。
・ 約 1 万個の星雲 ・ 星団、 PGC による 138 万個の銀河を表示。
おもな星雲 ・ 星団についてはリアルなイメージを表示。
・ 恒星の色、 またたき、 等級の微妙な違いをきめ細かく表現。
・ 日食時のダイアモンドリング、 コロナ、 月食時の地球の本影をリアルに再現。
・ 月の模様を、 秤動を計算して正確に表示。
・ 惑星は時点による表面模様 ( 火星・木星 ・土星 )、 満ち欠け (全惑星 )を再現。
・ 月および主な惑星の地名を表示。
・ 各惑星のおもな衛星 22 個の位置や名称、 起動を表示。
・ 14 個の流星群と散在流星をシミュレート。

有限会社 天窓工房

●基本仕様
・ 対応ドーム径
・ 解像度
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●基本構成
・ プロジェクタ
： ３台 ＋バックアップ 1 台
・ CG サーバ
： ３台 ＋バックアップ 1 台
・ 操作用 PC
： １台
・ KVM スイッチ
： １式
・ マニュアルコントローラ
： １台
・ DMX コントロール
DMX コントローラ
: １台
DMX シャッター
： ３個
DMX 絞り
： ３個 （オプション）
DMX LED 照明 （RGBW)
： １式 （オプション）
・ LAN、 ルータ、 ケーブル
： １式

約 1.4K ×1.4K
約 1.9K ×1.9K
約 ２K × ２K
約 3.8K ×3.8K

●スカイライトスクリーン／完全目地無しドームスクリーン （オプション）
天窓工房が開発した全く新しいドームスクリーンです。
曲げ加工したドームバー （縦材） を従来の倍以上使用して球面精度を高め、
ガラス繊維入りの石膏ボードを突合せ貼りし、 目地処理を施しています。
完全艶消し塗装を何重にも繰り返し映像効果を最大限に引き出しています。
新築でも、 改装でも対応できます。 トリビューと合わせてご検討ください。
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三ッ星デジタルドーム「トリビュー」誕生
アストロアーツと天窓工房は、ＤＬＰプロジェクタ３台でドーム全天をカバーするデジタルドームシステム
「ＴｒｉＶｉｅｗＳｔａｒｓ (※)」 を共同開発、 東京都葛飾区立石の 「プラネターリアム銀河座」 に一号機を納入しました。

斬新で柔軟な発想がデジタルドームを進化させる。
トリビューは全天を３台のプロジェクタでカバー
するという有りそうで無かった新システムです。
株式会社アストロアーツがソフトウエアを、 有限
会社天窓工房がハードウエア開発を担当して、
プラネターリアム銀河座様での試行錯誤の繰り
返しを経て完成いたしました。
２社がそのノウハウを持ちよることにより、 １社
では出来ない最高のパフォーマンスを発揮します。
アストロアーツは 「ステラナビゲータ」 で開発改良
を続けてきた技術を結集して、正確しかも美しい

星空描写とユーザーフレンドリーなインターフェイス
を提供しています。
天窓工房はプラネタリウムに最適なハード
ウエア開発を担当するほか、 デジタルプラネ
タリウムの劇場設計、 スクリーン施工、 内装工
事等を担当します。
小回りの効く両社は、 最新テクノロジーを常に
吸収して開発を短時間に行うことが可能です。
顧客の希望を実現する、 自在に使いこなせる、
そんなデジタルドームをトリビューは実現します。

TENMADO KOBO CO., LTD.
〒190-0021 東京都立川市羽衣町1-23-3

TEL: ０４２-５２２-２０１４ FAX: ０４２-５２２-２０２９

http://www.skylight-studio.jp/

※： システム名称は 「ＴｒｉＶｉｅｗＳｔａｒｓ 」 「トリビュースターズ」 「ＴｅｉＶｉｅｗ」 「トリビュー」 「とりびゅう」 です。

Ｓｔａｒ
ｔａｒｓ

熟成したスターエンジンと柔軟なハード構成がドームに新風を送り込む。

Professional
天文シミュレーションの決定版として多くの天文学者、 天文ファン、
さらに学校の授業で使われ続けてきた 「ステラナビゲータ」 が、
デジタルプラネタリウムの基本ソフトとしてスケールアップしたものが
「ステラドームプロです」。 ステラナビゲータは販売開始の 1991 年
から、 多くのファンに支えられ、 天文ライフに欠かせないものへと
進化を続けてきました。 プラネタリウムが機械式からデジタルに大
きく変革しようとしている今、 ステラドームプロがトリビューという
舞台で、 その能力を余すところ無く発揮します。

■年周視差

主な特徴
◎機械式を超えるクオリティー？
これまでは、 デジタルプラネタリウムの星像は、 機械式に比べ
て劣るといわれてきました。 しかし、 高性能のプロジェクタとス
テラドームの組み合わせでは、 これまでの機械式では到達でき
なかった、 星のコントラストや色の再現、 リアルな瞬きを実現す
ることができました。 これは、 プロジェクタの解像度が上がった
ことのみならず、 天体画像処理ソフト 「ステライメージ」 などで培
ってきた、 美しい天体画像処理が融合し、 今までにない 「星空」
をデジタル技術で創出することができました。
■日周運動：光跡残し

◎全天ステラナビゲータ
ステラナビゲータの機能の全てをプラネタリウムのドーム内で活用
◎全天パワーポイント
することが出来ます。 地上から見えるほぼすべての天文現象を
正確に再現できるステラナビゲータのエンジンを使用しているので、 プラネタリウムでは星空だけでなく、 天体の画像やさまざまな
データなどをドーム内に投影することが必要です。 ステラドーム
これまでの機械式プラネタリウムをはるかに超える正確さと圧倒的
では、 デジタルメディアを統合して演出する専用エディタを用意
な量のデータで、 プラネタリウムにおける天文普及活動に大きな
してありますので、 番組を簡単に作成することができます。
変革をもたらします。 スクリプトも市販のステラナビゲータと上位
互換を取っているので、 複雑な天文現象の再現も思いのままです。 また、 画像を簡単に出力するためのデジタルスライドシステム
家庭や天文台のステラナビゲータと番組をシェアすることも可能です。 も搭載、 画像さえ用意すれば、 画像をドラッグ＆ドロップ操作で、
その場でドームに表示することが可能です。

■天の川
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トリビューの分割

6 分割の例
ステラコンソールのサンプル

◎ステラコンソール
◎
ステラコンソール

専用エディタのサンプル

操作は操作用 PC で 「ステラコンソール」 を使用して行います。 ◎
◎全天メディアプレーヤー
全天メディアプレーヤ
ヤー
ステラナビゲータの操作性とドームプロの高度な機能をワンボタン
KAGAYA スタジオの 「銀河鉄道の夜」 のようなデジタルドーム
で行える発展性を兼ね備えています。 季節ごとによく使う星座絵
映画を投影する機能も備えています。 ドームマスタからデジタル
や星の探し方、 演出などさまざまな演出が格納してありますので、 ムービーにスライスするための 「スライサー」 もご提供しており
ますので、 各館でスライス作業を行うことが可能です。
生解説をしながら豊かな演出を行うことが可能です。

TriView:３分割

トリビューの１画面

６分割

調整中のトリビュー

TriView の１画面

プロジェクタの例

