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HTC Vive セットアップガイド  

チュートリアル:  

MVN の HTC Vive による位置補正とオブジェクトトラッキングに関して、ハード

ウェアとソフトウェアのセットアップをご説明いたします。Viveおよび Steam

関連のトピックに関しては下記リンクをご確認ください。 

- Vive サポート    

- Steam サポート 

セットアップ後、下記記事を参照して MVNでの収録を開始することができます

: 

- 位置補正:HTC Vive 

- オブジェクトトラッキング:HTC Vive 

必要機材 

ハードウェア 

項目 Ver 数量 

Vive Pro SteamVR ベ

ースステーション* 

1.0 2、詳細: Viveプレイエリア 

2.0 
2-4、部屋の規模に応じて(下記参照)。 

詳細: 2 つ以上のベースステーションの使用例 

Vive トラッカー* 
1.0 アクターごとに 1 つ、オブジェクトごとに 1 つ 

2.0 アクターごとに 1 つ、オブジェクトごとに 1 つ 

トラッカーストラッ

プ / マウント 
- トラッカーあたり 1 

ベースステーション

マウント/クランプ 
- ベースステーションあたり 1 

*1.0+2.0 バージョンの組み合わせはできません 

https://www.vive.com/hk/support/vive/
https://help.steampowered.com/en/
http://zeroc7.jp/support/Vive位置補正.pdf
http://zeroc7.jp/support/Vive位置補正.pdf
http://zeroc7.jp/support/Viveオブジェクトトラキング.pdf
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/play-area.html
https://www.vive.com/eu/support/vive-pro/category_howto/considerations-to-make-when-installing-more-than-two-base-stations.html
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ソフトウェア  

 - MVN Animation Pro/Analyze 2020.0 

 - SteamVR  

  

1. ソフトウェア 

1.1 Steam のインストール 

1. Steam をダウンロードしてインストールします。 

 

 

2. Steamを実行します。 

3. 既存の Steam アカウントあるいは新しくアカウントを作成（無料）してロ

グインします。 
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1.2 SteamVR のインストール 

1. Steamで、ストアタブに移動し、SteamVRを検索します。 

 

 

 

2. Play をクリックして、SteamVR をインストールします: 

 

https://store.steampowered.com/%20app/250820/SteamVR/
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注: SteamVR のベータ版を使用しないでください:確認するためには、Steamの

ライブラリに移動し、SteamVR > Properties > Betas を右クリックします。 

 

オプション「NONE- Opt out of all beta programs」を選択してベータ版を使

用しない設定にしてください。 
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1.3 MVN で SteamVRをセットアップ 

 

1. SteamVR が開いている場合は、SteamVRを閉じます。 

2. MVNを実行します。 

3. Options > SteamVR に移動します。 

 

 
 

現在の SteamVR オプションが表示されます。 
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Use SteamVR without HMD（HMDなしで SteamVR を使用） 

デフォルトとして、SteamVR は HMD (ヘッドマウントディスプレイ)を使用しま

す。 

 

ただし、MVN との連携では、HMDは必要ありません、Vive トラッカーのみが必

要です。このオプションを有効にすると、SteamVR は HMD なしで動作します。 
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Use Origin from SteamVR（SteamVR の原点を使用） 

このオプションを有効にすると、SteamVR の原点が使用されます。その場合は

、少なくとも SteamVRで Standing Only のルーム設定(2.2.4 章を参照)を実行

してください。実行しない場合、Vive の位置データは更新されません。 

 

Lock Lighthousedb.json while recording（記録中に Lighthousedb.json をロ

ックする） 

Locking the Lighthouse .json ファイルをロックすると、記録中に SteamVRが

Base Station の位置を変更できなくなります。 Lighthousejson ファイルの場

所が正しいかを確認してください（デフォルトの場所：C：\Program Files

（x86）\Steam\config\lighthouse\lighthousedb.json）。 

 

4. 次の３つのオプションを全てチェックしてください:  

- Use SteamVR without HMD 

- Use Origin from SteamVR 

- Lock Lighthousedb.json while recording 

 

注: 設定のステータスを変更すると、[New]設定が表示されます。保存すると

、これらの「新規」設定が SteamVR 設定ファイルの「Current」設定に更新さ

れます。 
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5. Saveを押して SteamVR オプションウィンドウを閉じます。 

  

1.4 SteamVR ハードウェアステータスを確認する 

1. Steam内で、SteamVR アプリケーションの「Run」をクリックします。 

注: MVN上で vive位置補正またはオブジェクトトラッキングセッションが使用

されている場合、SteamVR は開かれません。SteamVR を開く前に、MVN の位置補

正またはオブジェクトトラッキング機能を OFF にするか、アクティブなセッシ

ョンを閉じてください。 
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2. SteamVR ウィンドウで HMDが表示されます。 

メモ: 六角形「H」は HMD 意味します。"H" は、セッション中に黒の背景 (

アイドル) または色付きの背景    (アクティブ) に変わりますが Viveト

ラッカーには影響しません。 
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2. ハードウェア 

2.1 プレイエリアの定義 

2 台以上のベースステーション(V2 のみ)を組み合わせてプレイエリアを作れま

す。 

プレイエリア 推薦ベースステーション数 

2m x 2m 2 

5m x 5m 3 

10m x 10m 4 

  

ベースステーション V1  

 (Light house) 

ベースステーション V２ 

(SteamVR ベースステーション) 

プレイエリアの例 

 

 

 

  

プレイエリアの例 

 

詳細:プレイエリアの計画 詳細: 2 つ以上のベースステーションの使用 

 

 

 

https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/planning-your-play-area.html
https://www.vive.com/eu/support/vive-pro/category_howto/considerations-to-make-when-installing-more-than-two-base-stations.html
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2.2 ベースステーションの設定 

プレイエリアが定義されると、ベースステーションを正しい位置に設定できま

す。ベースステーションの詳細については、以下をご覧ください。 

 

ベースステーション V1  

 (Light house) 

ベースステーション V２ 

(SteamVR ベースステーション) 

 
   

1 ステータスライト 

2 フロントパネル 

3 チャンネルインジケータ(埋め込み) 

4 電源ポート 

5 チャンネルボタン 

6 同期ケーブルポート(オプション) 

7 マイクロ USB ポート(ファームウェア

アップデート用) 

1 ステータスライト 

2 フロントパネル 

3 電源ポート 

4スレッドマウントホール 

5チャンネルボタン 

  

 

 

 

 

 

https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
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1. ベースステーションを十分に高い固定位置に配置する: 

- 床の上に 2m以上を置く 

- 30〜45度の角度の下を向く 

ベースステーション V1  

 (Light house) 

ベースステーション V２ 

(SteamVR ベースステーション) 

 
 

  

セットアップのヒント ベースステーシ

ョン V1 

セットアップのヒント ベースステーシ

ョン V2 

  

2. 電源ケーブルを接続します。 

3. ベースステーションの背面にあるボタンを押して、チャンネルを設定しま

す: 

-ベースステーション V1: 

      - 最初のベースステーション:チャネル="b"(マスター) 

      - その他のベースステーション: channel="c"(スレーブ). 

- ベースステーション V2:  

      - デフォルト: チャンネル 1:この記事を参照して、ベースステー

ションの背面のボタン(クリップなどで押せるボタン)を押してチャンネルを設

定してください。各ボタンを 1回押すと 1ずつチャンネル番号が増加します。

各ベースステーションのチャンネルがかぶらないように選択します。チャンネ

ル番号は後ほど SteamVR UI から確認できます。 

 

https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/tips-for-setting-up-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/tips-for-setting-up-the-base-stations.html
https://www.vive.com/eu/support/vive-pro/category_howto/tips-for-setting-up-the-base-stations.html
https://www.vive.com/eu/support/vive-pro/category_howto/tips-for-setting-up-the-base-stations.html
https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/eu/support/vive-pro/category_howto/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/eu/support/vive-pro/category_howto/configuring-the-base-station-channels.html
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2.3 トラッカーの設定 

Vive トラッカーの詳細については、こちらをご覧ください:  Viveトラッカー 

 

(1) Viveトラッカー 

(2) ドングル 

(3) クレードル 

(4) マイクロ USBケーブル  

2.3.1 トラッカーファームウェアの更新 

1. マイクロ USBケーブルを使用して、VIVEトラッカーを PCの USB ポートに接

続します。 

2. トラッカーの LEDインジケータがオレンジに変わるまで待ちます。 

3。SteamVR ウィンドウの をクリックして Devices > Update Device のオプショ

ンに移動します。 

 

https://www.vive.com/us/support/wireless-tracker/category_howto/tracker.html
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4. 更新が必要な場合 ( の表示)、「Update available」をクリックし、手順

に従います。 

 

 

5. 完了したら、トラッカーファームウェアが最新状態になります。 

 
 

6. マイクロ USBケーブルからトラッカーを取り外します。 
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2.3.2 トラッカーペアリング 

1. ドングルをクレードルに接続します。 

2. マイクロ USBケーブルを使用して、クレードルを PCの USBポートに接続し

ます(しばらくすると、Windowsは新しい USB デバイスを検出されます)。 

注: PCの USB ポートに直接ドングルを接続すると、干渉する可能性があります

のでマイクロ USBとクレードルを使用して PC から 45cm離れて接続してくださ

い) 

3. Vive のロゴボタンを中央に押し続け、Vive トラッカーを起動します（トラ

ッカーの LED インジケータが青色）。その後、青い LEDインジケータが点滅を

始まるまで、もう一度中央の Vive ロゴボタンを押し続けます。点滅が始まっ

たらペアリングの準備ができます。 

4. トラッカーとドングルがペアリングされるまで待ちます(トラッカーの LED

インジケータは、適切にペアリングされたら緑色に変わります)。 

 

注:トラッカーが自動的にペアリングされない場合は、次の手順を確認してく

ださい。 

- SteamVRウィンドウでトラッカーを右クリックし、「Pair tracker」を選択し

ます。 
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- コントローラペアリングウィンドウで HTC Vive トラッカーを選択し、手順

に従います。 

 

 

その後、トラッカーアイコン  が SteamVR ウィンドウに表示されます。 
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2.3.3 トラッカーID の確認 

1. どのトラッカーIDがどの Vive トラッカーに属しているかを確認するには、

SteamVR のトラッカーアイコンを右クリックして、Viveトラッカーの管理に進

みます。 

 

 

トラッカー電源をオンとオフに切り替えることで、どのトラッカーがどのトラ

ッカーIDに割り当ているかを特定できます。トラッカーにこのトラッカーID

のラベルステッカなどを付けて置くと、簡単に識別できます。 
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2.3.4 プレイエリアの確認 

1. プレイエリア内にトラッカーを移動すると SteamVRウィンドウにベースス

テーションアイコンが 表示されます。 

  >  > 

 >  

注: ベースステーションアイコンがグレー に表示されていることは、トラッ

カーが視界に入ってないことを意味します。トラッカーをベーステーションか

ら見える位置に移動してください。それでも認識できない場合、ベースステー

ションアイコンの上にマウスオーバーして複数のベースステーションが同じチ

ャンネルを使ってないか確認してください。 

 

ベースステーションのチャンネルを変更するには、2.1のステップ 3 を参照し

てください。 
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2.2.4 ルーム設定の実行 

SteamVR が起動すると、ルームセットアップが自動的に表示されます。 

 
 

表示されない場合は、 >[Room Setup]をクリックして SteamVR ウィンドウで

手動で開くことができます。 
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1. [Establish tracking] ウィンドウで、[Next]をクリックします。

 

 

2. [Calibrate your space]ウィンドウで、[Calibrate Center]をクリックします

。 

3. キャリブレーション完了するのを待ち、[Next]をクリックします。 

 

4. [Locate the floor]ウィンドウで、距離を 0 cm (0 in.)に設定し、

[Calibrate floor]をクリックします。 

 

5. キャリブレーションが完了するのを待ち、[Next]をクリックします。 
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6. ルームのセットアップが完了したら、[Next] をクリックします。 

 

注:MVN上で Vive Tracker が表示または移動していない場合(オブジェクトトラ

ッキングの場合)、またはトラッカーの位置データがグラフで更新されていな

い(位置補正の場合)場合は、SteamVR のルームセットアップの設定が正しく実

行されているかを確認してください。 
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SteamVR に次のメッセージが表示される場合は、もう一度ルーム設定を実行し

てください。 
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問題が解決しない場合は SteamVRで >Reset Seated Positionをクリックしてく

ださい 

 

  

2.3.5 手動で床の高さを調整する(オプション) 

[Standing Only]ルームセッツアップでは、床の高さはヘッドセットの位置に

合わせて調整されます。しかし MVN では HMDを使用しないため（仮想ヘッドセ

ットしかない）、原点位置（Z）は実際の地面とは異なる場合（下に潜るある

いは浮いている）があります。手動で調整するには、次の手順に従います。 

1. MVN で、オブジェクトトラッキングセッションを開始します。ナビゲータウ

ィンドウの「オブジェクト」タブを開き、床に置いてあるオブジェクトトラッ

カーを選択します。 
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2. MVN Animate を使用している場合は、まず収録してから、ファイルを開きま

す (MVN Animate 版ではリアルタイムデータグラフは使用できません)。 

 

3. グラフビュー  を開き、オブジェクトトラッカーの位置をグラフにドラ

ッグします。 
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4. グラフで[Show Values]ボタン  をクリック、トラッカーの垂直オフセッ

ト(Z軸)を確認します。（下の例 -0.341207 m） 

 

5. MVN セッションと SteamVRを閉じます。 

6. C:\Program Files\Steam\configにある"chaperone_info.vrchap"ファイルを見

つけます。 

 

7. メモ帳を使用して「chaperone_info.vrchap」ファイルを開き、「seated」

のラインを検索します。 

 

8. 「Translation」ラインで、ステップ 4で見つかった Z軸のオフセット補正

値に変更します。（補正値 = 0 - オフセット値） 

上記例の場合、オフセットが-0.341207m のため、補正値は 0.341207mになりま

す。 
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9. "chaperone_info.vrchap" ファイルを閉じて保存し、SteamVRを再起動し、

その後 MVN を再起動します。 
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3. レコーディングを開始 

1. すべてのベースステーションとトラッカーが見つかったので、セットアッ

プの準備が整い、次に進むことができます: 

- 位置補正:HTC Vive 

- オブジェクトトラッキング:HTC Vive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊XsensMVNの最新ソフトウェアダウンロード、チュートリアル動画、FAQは下

記リンクの弊社ホームページのサポートページからご確認ください。 

http://zeroc7.jp/support/    

 

ご質問などございましたら、弊社サポートまでご連絡ください。 

Email: support@0c7.co.jp 

Tel: 03-3560-7747 

http://zeroc7.jp/support/Vive位置補正.pdf
http://zeroc7.jp/support/Viveオブジェクトトラキング.pdf
http://zeroc7.jp/support/
mailto:support@0c7.co.jp
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