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オブジェクトトラッキング: HTC Vive  

チュートリアル: 

MVN は、HTC Vive を使用したオブジェクトトラッキングを可能にします。オブジェクトの

方向と位置をトラッキングするために、Vive トラッカーをオブジェクトにマウントします

。これにより、複数のオブジェクトを Vive プレイエリアの範囲で自由に移動し、データ

を使用してバーチャルオブジェクトを移動できます。 

この記事では、HTC Vive オブジェクトトラッキング設定を紹介して行きます。 

始める前に、Xsens モーションキャプチャ (Link または Awinda) システムを正しくセッ

トアップしてください:  

HTC Vive: HTC Vive セットアップ ガイドを正しくセットアップします。 

注:最良の結果を得るには、Vive オブジェクトトラッキングと Vive 位置支援(Vive 位置補

正:HTC Vive を参照)を併用することをお勧めします。デフォルトでは、SteamVR(Vive)お

よび MVN システムには独自の座標系があります。Vive 位置補正を使用すると、アバター

は SteamVR 座標系に適合します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vive.com/hk/support/vive/category_howto/play-area.html
http://zeroc7.jp/support/HTC%20Vive%20セットアップ%20ガイド.pdf
http://zeroc7.jp/support/Vive位置補正.pdf
http://zeroc7.jp/support/Vive位置補正.pdf
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必要機材 

ハードウェア 

項目 Ver 数量 

・Linkまたは Awinda - アクターごとに 1 個 

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 

Vive トラッカー＊ 
1.0 アクターごとに 1 個 

2.0 アクターごとに 1 個 

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/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 

ソフトウェア  

- MVN Animate Pro/ Analyze 2020.0 

- Steam with SteamVR 

  

 

 

 

 

 

 

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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1. MVN セッションのセットアップ 

1.1 XsensMVN のセットアップ 

 

1. MVN2 を開きます。 

 

2. 空白ページアイコンをクリックして新しいセッションを開始、またはファイル>スター

トモーションキャプチャをクリックします。 

 

 

3. システムを通常どおりに設定します(オブジェクトトラッキングデータを記録するには

、少なくとも 1 つのモーキャプシステムが必要です)。 

 

 

 

 



4 

 

4. モーションキャプチャ設定ウィンドウで、左側の [オブジェクト]タブに移動します。 

 

5. オブジェクトトグルスイッチでオブジェクトを有効にします。 
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注:利用可能な Vive トラッカーID はリストに表示されます。トラッカーID を確認するに

は、HTC Vive セットアップガイドを参照してください。 

 

6. オブジェクトトラッキングに使用するトラッカーを選択し、必要に応じて名前を変更

します。 

 

 

注:オブジェクト Vive トラッカーは、他の MVN モーキャプシステム(ポジションエイド用)

で使用されている可能性があります。その場合、MVN はどのシステムがその Vive トラッカ

ーを使用しているかを表示します。Vive トラッカーを、オブジェクトトラッキングと位置

補正に同時に行うことができます。 
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7. モーションキャプチャ設定ウィンドウの右下にある [OK] を押します。 

ビューポートに、アバターと Vive オブジェクトトラッカーが表示されます。 

注:SteamVR の設定によっては、トラックが MVN 地面の上または下に表示されることがあり

ます。 これを調整するには、HTC Vive セットアップ ガイドを参照してください。 

 
 

Vive トラッカーの上にオブジェクトの名前を持つ Vive トラッカーモデルが表示されます

。このトラッカーの方向と位置は、ビューポートでライブで表示および更新されます。 

 
ナビゲータでは、すべての Vive オブジェクトトラッカーを含むオブジェクト項目が表示

されます。各 Vive オブジェクトトラッカーは、方向と位置のデータを持っています。 

 

http://zeroc7.jp/support/HTC%20Vive%20セットアップ%20ガイド.pdf
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1.2 手動で床の高さを調整する(オプション) 

 

[Standing Only]ルーム設定(「HTC Vive セットアップガイド」を参照)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。仮想ヘッドセットしかないので、原点は実

際のフロアとは異なる場合があります。これは、記録後にサードパーティ製のソフトウェ

アで修正することができます。したがって、サードパーティソフトウェアでのレファレン

スとして、床にもう一つ Vive オブジェクトトラッカーを設定すると便利です。床の高さ

を手動で調整することも可能です。手動で床の高さを変更する方法の詳細については、

HTC Vive セットアップ ガイド を参照してください。 

  

2. MVN システムのキャリブレーション 

 

 1. 通常のキャリブレーション手順に従います。 

- Link  

- Awinda 

  

 

3. レコーディングを開始  

 Vive トラッカーがプレイエリア内に入っていることを確認します。 

 

http://zeroc7.jp/support/HTC%20Vive%20セットアップ%20ガイド.pdf
http://zeroc7.jp/support/HTC%20Vive%20セットアップ%20ガイド.pdf
https://tutorial.xsens.com/video/calibrating-link
https://tutorial.xsens.com/video/calibrating-link
https://tutorial.xsens.com/video/calibrating-link
https://tutorial.xsens.com/video/calibrating-awinda
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1. ボタンを押し、レコーディングを開始します。

 

2. ボタンを押し、レコーディングを停止します。 

記録後、MVN は 3 つのファイルタイプを作成します:  

- .mvn ファイル:モーションキャプチャデータが含まれています 

 

- mvno ファイル: オブジェクトからの位置データと回転データが含まれます。このデータ

は .fbx 形式にエクスポートできます: MVN からデータをエクスポートする 

 

- .mvns ファイル:mvn と mvno ファイルを同時ロードするためのセッションデータ (Mocap

データとオブジェクトデータ)が含まれています。 

 

https://base.xsens.com/hc/en-us/articles/115000865105-Exporting-data-from-MVN
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4. 位置補正 

最良の結果を得るには、Vive オブジェクトトラッキングを Vive 位置補正と組み合わせて

使用することをお勧めします(Vive 位置補正:HTC Vive を参照)。デフォルトでは、

SteamVR(Vive)および MVN システムには独自の座標系を持ちますが、Vive 位置補正を使用

すると、アバターは SteamVR 座標系に適合します。 

記録されたセッションを再生するには、作成された.mvns ファイルを開きます。これには

、Mocap データとオブジェクトデータが含まれます。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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/Vive位置補正.pdf
http://zeroc7.jp/support/
mailto:support@0c7.co.jp
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