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チュートリアル: MVN リモートアプリの概要 

1. はじめに 

MVN リモートは、お使いの携帯電話やタブレットから MVN Analyze/Animation ソフトウェ

ラを制御できるアプリです。本アプリは、デバイス上のカメラを使用してレファレンスビ

デオを記録することも可能です。このビデオは MVN Analyze/Animation にストリーミング

され、記録されたモーションの横に再生されます。本アプリは、アンドロイドと IOS の両

方で利用可能です。 

  

1.1 新バージョンの改善点 

リモートアプリ 2.0 の新機能ついてはリリースノートを参照してください。 

リリースノート 

1.2 機能 

MVN リモート アプリから利用できる機能: 

⚫ 録画コントロール: 

• 録画の開始/停止 

• マーカーの追加 

• キャラクターを原点に移動（原点リセット） 

• セッション名の変更 

• カメラビューポート 

• カメラの ON/OFF 

https://tutorial.xsens.com/video/getting-started-with-the-mvn-remote-app
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⚫ リファレンスビデオ録画 

⚫ 再生コントロール: 

• 再生/一時停止 

• スクラブタイムライン 

1.2 最小要件 

1. MVN リモートアプリ:アンドロイドバージョン 4.3、または IOS バージョン 6.0 

2. MVN Analyze/Animation 2019.2.1 

3. ネットワーク接続 

 

2 はじめに 

2.1 ソフトウェアのダウンロード 

1. Google Play ストア(アンドロイド)またはアプリストア(iOS)で「MVN リモート」を検

索します。 

2. アプリをダウンロードしてインストールします。 

 

   アンドロイド              iOS 

      



 3 

2.2 MVN リモートアプリの設定 

1. モバイルデバイスで MVN リモートアプリを起動します。 

注:アプリを初めて開くと、ビデオ機能の許可を尋ねてきます。アプリでビデオ機能を使

用するために環境設定を許可してください。 

アプリが起動すると、メインビューウィンドウが表示されます。 

 

2.3 接続設定 

まず、MVN ソフトを実行している PC との接続が必要です。MVN を実行している PC とスマ

ホを同じ Wi-Fi ネットワークに接続してください。 

1. 設定アイコン( )をクリックして、MVN リモートアプリと PC 間のリンクを設定します

。 
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2. MVN が実行されている PCの IP アドレスを確認します。キーボードの Windows キー( )

を押し、「CMD」と入力してコマンドプロンプトをクリックします。 

 

3. コマンドプロンプトで「ipconfig」と入力し、Enter キーを押して表示される network

の概要の IPv4 アドレスを確認します。 

 

 

4. リモートアプリの[接続]ウィンドウで IPv4 アドレスを入力します。 

注:IPv4 アドレスは 172.16.254.1 のような形式になります。(ドットを忘れないでくださ

い!) 

注:リモートアプリが Wi-Fi に繋がり、MVN PCが LANに接続された際はネットワークの 

DNS サフィックスをデバイス名に追加する必要があります。 
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3. [接続]ボタンを押します。 

 

 

4. しばらくすると MVN ソフトとリモートアプリが接続されます（ ）。 
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3 ファイル録画 

ファイルを録画する前に、MVN Analyze/Animation でライブセッション(Ctrl+N)を開始し

、MVN とリモートアプリ間の接続を設定します。 

1. ファイルを記録するため、「<」をクリックしてビューポートに戻ります。 

 

ビューポートにライブアバターが表示されます。 
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2.1 録画コントロール 

1.録画ボタン( ): 録画を開始および停止します。 

2.セッション名: セッション名を変更します (空白にすることはできません)。 

  

3.キャラクター原点移動: アバターの右踵が[x,y]=[0,0]に定義されます。 

4.マーカーを追加: 選択したフレームにマーカーが追加されます。 

5.時間: 録画の時間を示します。 

6.ビューポート:  

   - 回転: 1 本指スワイプでキャラクターを中心に回転します。       

   - ZOOM: 2 本の指ピンチとリリースでズームイン・アウトします。 
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2.2 リファレンスビデオ 

1. リファレンスビデオを含めるには、[カメラを有効にする]ボタン( )を押します。 

 

2. カメラのプレビューが左上段に表示されます。"<" を押すと、カメラの表示を切り替

えることができます。 
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3. MVN ソフトで[モーションキャプチャ設定]ウィンドウを表示します([ファイル]-[ライ

ブ設定の編集]または をクリックします)。左側のバーにあるビデオカメラアイコンをク

リックします。 

 

4. ビデオカメラの電源を入れます。接続されているリモートアプリのビデオがプレビュ

ーされます。 
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ビデオ付きのモーションファイルを録画した後、ビデオファイルは MVN に転送されます。

このプロセス中でも新しい録画を開始できます。ビデオ転送が完了すると MVN、mp4、およ

び MVNS ファイルが作成されます。MVNS ファイルを MVN で開くと、Mocap データと同期さ

れたビデオが並んで表示されます。 

 

2.3 ビデオ設定の変更 

1. 設定アイコン( )をクリックして、ビデオ設定を変更します。 

 

右側の設定メニューがビデオ設定メニューになります。 
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ビデオ設定 

- 解像度:ビデオの解像度を変更することができます(選択可能な解像度はスマホのカメラ

スペックに依存します)  

- 品質:スライダーバー(低 - 高)を調整してビデオのエンコード品質を変更することがで

きます。設定品質を高くすると、ビデオの品質は向上しますが、より多くのリソースが必

要となり、パフォーマンスが低下する可能性があります。 

- 転送後にビデオを削除:チェックすると、MVN に転送された後、スマホからビデオを削除

します。 

  

4 録画ファイルの再生 

記録されたファイルを再生する前に、MVN Analyze/Animation を開始し、記録されたファ

イルを開き(Ctrl+O)、MVN とリモートアプリ間の接続を設定します(チャプター2 を参照)

。 

 

  

4.1 再生コントロール 

1.再生/一時停止ボタン( ):録音を再生または一時停止します。 

2.タイムスライダー:現在の時間を表示。タイムラインに沿ってドラッグすることができ
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ます。 

3.時間:記録ファイルの現在時間を表示します。 

4.ビューポート:  

 - 回転: 1 本の指スワイプを使用してキャラクターを中心に回転します。       

 

 - ZOOM: 2 本指ピンチでズームイン、2 本指リリースでズームアウトします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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/
mailto:support@0c7.co.jp
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