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はじめに
近年 3D キャラクタによるライブが増えている。しかし現在の 3D ライブでは、
観客はただ映像を見ているだけで双方向性がない。そこで私たちは 
(1) ポリッドスクリーンによる 3D 投影を用いたライブ
(2) 加速度センサによって人の動きを感知するペンライトを用いた観客の能動的
な参加
(3) 3D キャラクタと対面できる VR によるファンサービス
以上 3 点を実現し、より楽しめる新しい 3D ライブイベントを提案する。
本冊子では、キャラクタのモデリング、ライブシステム、そしてファンサービス
の順に私たちの取り組みを紹介する。
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Brightening のロゴは外注して制作した。
　Brightening の意味でもある「輝かせる」や「明るくする」、ユニットのキャラ
クターであるライトやユニの性格等を意識し制作した。
　まず、輝かせるという意味から宇宙の発想に至り、太陽もしくは月をイメー
ジして制作していただいた。最終的にはメインのロゴには月モチーフのロゴを、
Twitter のアイコンには太陽モチーフのロゴを使用している。
　太陽の輝きよりも月の輝きの方が私たちの「輝き」のイメージに近かったこと、
ライトもユニも月の方が似合うだろうということからメインのロゴは月になっ
た。
　この度、外部の先輩には就職活動でお忙しいなかロゴ制作をしていただいた。
この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。

Brightening ロゴについて
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　本プロジェクトを行うにあたってキャラクター設定も重要だと考え、覚えやす
い名前で特徴的な性格のキャラクターを作成した。キャラクターの髪の色と目の
色は公式 Twitter でアンケートを取り、多かったものに決定した。更に、キャラ
クター単体の公式 Twitter を作り、実際にそのキャラクター自身が情報を発信で
きるようにした。

▶︎アンケートの目的
活動の初期だったため、本プロジェクトの活動を周知し、キャラクターに親しみ
を持っていただくために行ったものである。

▶︎結果
ユニの目の色は②、髪の色は④。ライトの目の色は③、髪の色は②となった。
キャラクターの Twitter には、リプライをいただくなどキャラクターとの交流を
通し愛着を持っていただくことができた。

キャラクター
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年齢　18 歳
身長  163cm
誕生日　11 月 11 日　さそり座
血液型　AB 型
出身地　横浜
趣味　　紅茶を飲むこと
ひとこと　私の身体の 60% は紅茶でできてま〜す！
　　　　　嘘ですけど♡
性格：つり目のせいで最初は怖がられるが、みんな
　　　に優しいためすぐに友達ができる。アイドル
　　　活動を楽しいと思っており、歌う時もとても
　　　楽しそうにしている。アイドルになったきっ
　　　かけは事務所にスカウトされたため。

　　

年齢：14 歳
身長：155cm
誕生日：8 月 3 日　しし座
血液型 ：B 型
出身地：静岡
趣味：音ゲー
ひとこと：俺にできないことはない。
　　　　　え、ないよね？
性格：裏表のない良い子だけど厨二。
　　　ユニちゃんにいつも弄られているが、パ
　　　ートナーとして好き。
　　　学校では人気があり、意外と頭がいい。
　　　甘党なのでユニちゃんおすすめの紅茶と
　　　合わせて食べている。アイドルとしての
　　　自覚がない訳ではないが普通の中学生と
　　　して学生生活をエンジョイしている。
　　　アイドルになったきっかけは友達に勝手
　　　に応募されたことから。後悔はしてない。

 
　　

ユニ ( 橘 あかり )

ライト ( 濱田 千晴 )
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サイバーサンダーサイダー
ヒビカセ
ロストワンの慟哭
裏表ラバーズ

スイートマジック
メランコリック
39
ウミユリ海底譚

うそつき
drop pop candy
嗚呼、素晴らしきニャン生
ロミオとシンデレラ

使用させていただいた楽曲

◁ UNI

◁ LIGHT

◁ UNIT (Brightening)
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◁ UNIT (Brightening)

　ファンサービスブースは VR を利用した。今回はスマートフォン用の VR ア
プリを制作した。スマートフォン向け VR アプリを作るにあたり、Unity と
Cardboard SDK for Unity を使用した。頭の動きをスマートフォンのジャイロセ
ンサで感知している。頭を動かし、画面をタッチすることで操作できる。
※ HMD(Head Mounted Display) とは頭部に装着するディスプレイのことである。

ライブの要素は主にペンライト、Unity、ポリッドスクリーンである。

ファンサービスブース

ライブブース

システムの全容
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MODELING
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1. 形成
　モデル作成の流れは以下の通り。ここでは面の作成方法や結合方法などの細か
い操作方法は省き、完成までの全体の流れについて解説したい。
　Blender や PMX エディタにおける操作方法に関しては、参考文献を記事の最
後に記述する。

使用ソフト
　Blender と PMX エディタというフリーソフトを使用した。モデリングソフト
には Maya、CINEMA 4D など様々なものがあるが、無料で使用できること、操
作に慣れていること、インターネット上に参考資料が多数あることが採用の決め
手となった。

Blender によるモデリング

服の作成

　キャラクターデザイン担当による下絵は以下の通りである（ソロ衣装）モデル
を作成しながら色や衣装の形などの調整を進めていった。
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　衣装はフリーで配布されている改変可能の素体（左）と軍服（右）などの、デ
ザインが似通った衣装を主に使い作成した。

作成途中図（ユニット）

モデリングを行う際に、忘れがちな注意点がいくつかある。次よりいくつか列挙
する。

【N-gon について】
　頂点が 5 個以上のものを N-gon と呼ぶ。これはあまり使うべきでは無いとさ
れている。
　その理由として、Subdivision Surface・Modifier（細分割曲面・モディファイ
ア）を行う時に上手く分割されない、アニメーションを動かす際に歪みが生じる
からなどの理由が挙げられる。基本的には四角ポリゴン、または三角ポリゴンで
作成しておくとよいだろう。

作成途中図（ソロ）
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【面の裏表について】
　面には裏表が存在する。作業を進めていったときにうまくテクスチャが配置で
きなかったり、出力した際におかしく表示されたりという支障が出てくるため、
裏表に気づきにくい場所には注意が必要である。右ページの画像はその例である。
ソロ衣装の上腕の折り返しの箇所であるが、黒く表示されてしまっているところ
は裏表が逆になっているところである。
　編集モード（上図のように面が表示されているモード）の時に Ctrl+N を押す
ことで面を表向きに変えることができるので、おかしいと感じたら確認しておく
と安心だろう。

【ポリ割について】
　肩や指先など、関節の部位はポリゴンの流れがより重要になってくる。作り方
によってはモーションを流し込んだ際に変な動き方をするものが出来てしまう。
　そのため「肩 ポリ割」「topology cg shoulder」などの検索や他モデルの作例
を見ることを推奨する。

【目標にすべきポリゴン数】
　ローポリで作る 3D ゲームキャラクター制作ガイドでは、携帯アプリでは 500
以下、スマホゲーム・家庭用ゲーム・PC ゲームでは、1000 〜 2.3 万、MMD モ
デルでは数千〜 10 万程度と述べている。
　今回作成したモデルは、多いもので頂点 17,319、三角面が 31,795 という重い
モデルであったが、MacbookAir の Unity 上での動作を確認した。また二体同時
に動かすことも出来たため、モデルの頂点数についてはそこまで意識しなくてい
いと考える。もしポリゴン数を削減したい場合は、衣装下の見えない体の部分は
削除してしまう、Decimate Modifier を適用するなどの方法がある。
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2. テクスチャ設定（色、柄付け）
テクスチャを割り当てる前段階として
・マテリアル割り当て
・UV 展開
をする必要がある。

マテリアル割り当て
　マテリアルの割り当ては、複数の面をひとつのものとして扱いたい場合に便利
な物で、これを設定すると「腕」や「上着」など、任意の面を一度に扱うことが
できる。
　以下の図（左）はソロ衣装「ズボン」のオブジェクトをマテリアル割り当てし
た例である。マテリアル下の「選択」を選ぶことで、各々のマテリアルに割り当
てした面を一括で選択状態にできる。
　マテリアル設定のシェーディングのところにて、陰影なしにチェックをいれて
おかないと、テクスチャを割り当てていてもモデルが真っ黒に表示される場合が
あるため注意が必要だ。（右図参照）

　
　使用しているテクスチャを同フォルダ内に一括してまとめる機能や、複数の
UV とテクスチャを一枚に収める、いわゆる Atlastexture 作成補助アドオン、
Ao・Normal ベイクなど効率化に使える機能は多種存在するため興味がある場合
は調べてみることを推奨する。

UV 展開
　テクスチャを設定するためには、テクスチャとして使いたい画像を作成する必
要がある。服に柄や細かいグラデーションなどを入れたい時に必要なのが UV 展



15

開である。上で設定したオブジェクトを平面に展開し、その図に沿って柄を描き
入れていく。以下はユニソロ衣装 UV 展開、テクスチャの例である。

　外部の 2D ペイントソフトなどで編集を行いたい場合は、編集がしやすいとい
う観点から綺麗な UV 展開を行っておくとよい。参考文献のいろはメモ様のサイ
トで詳しく述べられているが、シームと呼ばれる切れ目を活用すると思った通り
に展開がしやすい。ショートカットは線を選択後 Ctrl ＋ E である。また手軽に
済ませたい場合は「スマート UV 投影」といった機能も存在する。モデルに直接
描くようにしてテクスチャを描くなら、こちらでもよいだろう。

顔パーツとの合体
　本プロジェクトでは、顔の担当と服の担当が別だったため、服、顔それぞれ完
成後に両方を結合させる作り方を行なった。
　衣装モデルに顔を結合した状態は以下の通り。顔の担当は首までのモデルを作
成し、衣装モデルの首元とつなぎ合わせた。（下図）
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3. ボーン（骨入れ）
　作成したモデルを実際に動かすためには、「ボーン」を設定する必要がある。ボー
ンとは、モデルのどの部分をどのように動かすのかを指定するために必要なもの
で、これがないとモデルにポーズをとらせたり、踊らせることができない。
　今回使用したフリーの素体には元々ボーンが組み込まれていたため、主に服の
ボーンを設定することとなった。
またモデル作成にあたり、顔と体の作成者が別の担当であったため、顔と体を合
体させる必要があった。そのため、首から上のボーンを新たに設定し直した。

　オレンジ色に表示されているのがボーンである。押し出し、拡大・縮小などで
調整しつつ体や服の形に合わせてボーンを設置していくが、この状態ではまだ顔
や体などのオブジェクトとは関連づいていない。x オブジェクトを設定した時と
同様に面の頂点をボーンに割り当てていく必要がある。以下の例では選択された
　頂点（オレンジになっているところ）は頭、髪 3.001 という名前のボーンに割
り当てられている。（赤枠内）
全ての頂点のボーンへの割り当てが完了すると、やっとボーンとオブジェクトが
一緒に動くようになる。

ボーン入れを行う際に、忘れがちな注意点がいくつかある。次よりいくつか列挙
を行う。

【ボーンを入れる位置について】
　なるべくオブジェクト（塗ったウェイト）の真ん中がよい。理由として後の
PMX エディタで剛体を入れるとき、ボーンの位置より剛体が生成されるため、
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適当に入れると当たり判定がおかしなところにいくことになる。

【MMD 特有のボーンについて】
　MMD では捻りボーンや腰キャンセルといった特殊なボーンが登場する。
　これらは PMX エディタにある「準標準ボーン追加プラグイン」などで簡単に
追加が出来るため、Blender でわざわざ追加する必要はない。

【MMD 特有のボーンについて２】
　他の MMD モデルを参考にしていると「xxx 先」という名称のボーンが存在す
ることがある。これは PMX の前身である PMD においてボーンがどの方向を向
いているかわかりやすくするという理由で入れられていただけであり、現行の
pmx では必要ないものとなっている。PMX エディタでは「ボーン先の追加・削除」
プラグインなどもあるので、それほど意識しなくてよい。またモーションでも「xxx
先」にキーフレームを打つことはない。

【曲面自動設定プラグインについて】
　スカートなど、動いた時に揺れるものに対しては、PMX エディタの「曲面自
動設定プラグイン」を使うと作業時間の短縮が見込める。このプラグインは対象
の箇所に、自動でボーン入れ・ウェイト塗り、後述する剛体設定・Joint 設定を行っ
てくれる。
　注意点として、Readme にも書かれているが、使用する箇所にウェイトをつけ
ないこと。筆者はスカートの上部の可動防止に、上半身ボーンにウェイトを塗っ
ており失敗した経験がある。曲面自動設定プラグインで設定を行なった後、物理
設定の動作確認が行える TransformView にて謎の黒いトゲトゲがモデルから出
た場合、大抵ウェイトが対象の箇所についていることが多い。

【PMX エディタで作成したボーンを Blender に持ち込みたい】
　Kagayas 様作成のプラグイン「Blender2Pmxe」にて可能である。参考文献に
リンクを記述しておく。
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　顔のモデリングは Metasequoia を使用して制作した。今回はモデルの顔がで
きるまでの流れを主に解説するため、ソフトの操作方法などは割愛させていただ
く。

Metasequoia
　Metasequoia 4 は、3DCG や 3D プリント、ゲーム向けの素材制作などに用
いる立体形状データを作成するための、ポリゴンベースのモデラーです。作業効
率とデータ可搬性を重視しており、趣味から業務まで幅広い層の方にお使いいた
だけます。( 公式サイトより引用 )

Metasequoia によるモデリング
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制作開始
1. 形成
キャラクターデザイン

デザインはメンバーと話し合いながら何案か出した後、修正をかけて決定した。
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まつげ、まゆ

目

まつげと眉毛を追加。

さらに瞳を追加。

顔のベース、耳

顔のベースと耳を作る。最初に大まかに形を作って後から細かい凹凸をつけてい
くような感じで制作をした。
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髪の毛

最後に髪の毛を制作する。1 つ束を作ってそれをコピー＆ペーストして数を増や
し、ねじったり長さを変えたりしてどんどん増やしていった。
髪の毛を作り終えたら全体のバランスを見ながら微調整をして完成。

ポリ割はこのような感じである。この後テクスチャを貼る作業を行っていく。

2. テクスチャ
　オブジェクトごとに平面展開をし、それを画像として書き出して色や影を入れ
ていきその画像をオブジェクトに割り当てていく作業である。

顔と耳の展開図
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完成
　制作したテクスチャを割り当てる。これで顔のモデリングは終了で、この後身
体と顔を結合してモデルは完成する。

色をつけると上のようになる。

同じように髪の毛、瞳、眉のテクスチャも制作する。
他にもまつげや口などのテクスチャも制作する。
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3. モーフ作成
　当初は Metasequoia でモーフ ( 表情 ) の制作を行っていたが、制作したモー
フが Blender で読み込めない可能性が浮上したので、途中から急遽 Blender の
シェイプキーという機能を使ってモーフ制作を行なった。
　まず、Blender と Metasequoia には互換性がないため、無料配布されている
プラグインを用いて Blender に Metasequoia の .mqo ファイルを読み込む。
必要なモーフを書き出す。
　モーフを作り始める前にどのくらいの量の表情が必要なのか書き出す。
今回はユニ、ライトともに以下の画像の分だけ表情や口の動きを制作した。

目のモーフ
　実際にシェイプキーを使ってモーフを作っていく。
　ここでは作り方の詳細は割愛するが、インターネットで検索をすれば多くの
モーフ作成の参考になるサイトがあるので、もし興味がある方がいるなら調べて
みて欲しい。



24

目のモーフ完成。
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眉毛のモーフ

少しわかりにくいが眉毛のモーフも完成。
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口のモーフ

最後に口のモーフを作る。これで書き出した全てのモーフが完成した。
この後目と眉毛、口のモーフ含む全てのオブジェクトを結合する。
結合が終わったら最後に動きを確認してモーフは完成となる。
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　ボーンの割り当てが完了したら Blender での作業は終了である。Blender か
ら .pmx 形式でエクスポートし、PMX エディタでの物理設定作業となる。PMX
エディタを開くと以下のような二つの画面が出てくる。

　物理設定とは、モデル同士の貫通を防いだり、動きに合わせて髪や服が動くよ
うにするためのものだ。これを設定することで、キャラクタが生き生きと動くよ
うになる。

PMX エディタでの物理設定
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　モデルに重なってカラフルな丸や四角で表示されているのが剛体、それを繋い
でいる四角く黄色い箱が Joint と呼ばれるものである。
　剛体の大きさや Joint の位置をモデルに合わせて作成し、剛体同士がぶつかっ
た時にどう反応させたいのかなどを調整していく。物理演算（髪や服などの揺ら
したいもの）の剛体は Joint で繋いでおかないと全て落ちてしまうので注意が必
要である。
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物理演算について（前ページ赤枠）
質量＝剛体の重さ
移動減衰＝剛体の移動しにくさ
回転減衰＝剛体の回転しにくさ
反発力＝剛体の弾みやすさ
の数値である。これらの数値を変更することでその剛体の動きを変更することが
できる。

PMX エディタで作業を行う際、覚えておくと便利なことがある。
次よりいくつか列挙を行う。

【csv による設定の保存】
　csv で材質やボーン、物理の設定を export ／ import が可能だ。材質だけの
csv、ボーンだけの csv と個別に保存して、適用するときはまとめて一気にドラッ
グ＆ドロップするとよい。
　注意点として、モーフの設定も export できるが、モーフが適用されている箇
所の頂点を変更した後は決してその設定を import しないこと。モーフの頂点情
報なども記憶しているためか、新しいモデルに適用するとモーフが破綻してしま
う。また名称一致させているため、名称を変更した場合は設定が正しく割り当て
られない。

【黒いトゲトゲがモデルより出る場合】
　TransformView にてモデルから黒いトゲトゲが出る際、材質の設定より「エッ
ジの有効」のチェックを外したら消える場合は、恐らくウェイト付けがおかしい
ことが考えられる。そのような場合は Blender にもっていき、ウェイトが付いて
いない箇所はないか、該当箇所の塗り直しなどを行うことで直る可能性がある。
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　本プロジェクトでは、ライブ、VR 共に開発には Unity を使用した。ライブ、
VR でどのように Unity を利用したかは後述する。ここでは、軽く Unity の説明
をしていく。
　Unity とは、統合開発環境を内蔵し、複数のプラットホームに対応するゲーム
エンジンのことを言う。スクリプト言語は C#、JavaScript、Boo の３つが使用
可能である。ちなみに、ライブ・VR ともに C# を使用し開発した。
　Unity の便利な点は、これがあればスマホアプリもパソコンのゲームも作るこ
とができる点、Asset ストアに多くのモデルやプラグイン、拡張機能などのアイ
テムがあり、それを利用して開発ができる点である。完全な初心者でも、プログ
ラミングが得意でない方でもある程度の形にすることができる。
　Unity を利用する場合にはユーザ登録が必要である。私たちは無料の Personal
版を利用したが、他にも有料ではあるが色々プランがあるため利用する場合は用
途に合わせて選んでいただきたい。

参考文献
Unity 公式（JP）
https://unity3d.com/jp
Wikipedia – Unity
https://ja.wikipedia.org/wiki/Unity_(%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0
%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3)

Unity
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　3D キャラクタのライブを行うにあたって、私たちのプロジェクトでは「ポリッ
ドスクリーン」を使用した。
　ポリッドスクリーンとは、農業用ポリッドを使用した低価格で作ることのでき
る透過型スクリーンである。スクリーンを透明にすることで、その場にキャラク
ターがいるかのように演出することができる。

▲実際のライブの様子

スクリーン

　2016/02/28 のポリッド実験会に伺った際、開発者様より 2 人のキャラクタを
踊らせるには、幅 5m・高さ 2m のサイズが好ましいとのお話があったため、今
回開催したライブでは、全長 5m のスクリーンを使用した。使用するキャラクタ
の身長設定によってサイズ変更の必要がある。
　また、投影に使用するプロジェクターは光の強さが 5000 ルクス以上の物、も
しくは単焦点レンズのプロジェクターが望ましいとのことだったが、コスト面か
ら学校に備え付けてある 3000 ルクスのプロジェクターを使用した。
　キャラクタを等身大に投影するためにはスクリーンとプロジェクターの距離を
離さなければならないが、3000 ルクスのプロジェクターではその距離によって
スクリーンに投影される映像が薄くなってしまうのである。
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【使用した機材について】

パイプ
250cm×4 本
200cm×4 本
90cm×4 本
つなぎパーツ
L 字型 ×2 個
3 口型 ×2 個
脚用 ×4 個
T 字型 ×4 個
つなぎ ×1 個
( 手違いにより、発注ミスをしてしまった。本来であれば 2 つ使用する )

農業用パッカー　25mm×32 個
農業用ポリッド ×1 本
以上で計 22,038 円となった。
価格は業者の都合により変動する可能性がある。

組み立て方については、開発者様のホームページ（以下参照）に丁寧に記載され
ているので割愛する。
ポリッドスクリーン - ニコニコ技術部開発の低コスト透過型スクリーン -

http://polidscreen.com/
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1. 概要
　今回のライブシステムを実装するにあたって、Unity と独自の機能を持ったオ
リジナルペンライトを利用することにした。オリジナルのペンライトはマイコン
や無線モジュールを使って制作している。Unity を選んだ理由は、マイコンとの
連携が容易であり、発生させるエフェクトなども豊富に用意できるためである。

2. ペンライト
　今回インタラクティブ要素の 1 つとして、オリジナルのペンライトを制作した。

ペンライトのシステム

▲作成したオリジナルペンライト

2-1. 構成・システム
　ペンライトは主に加速度センサー、マイコンの ATMega328、無線モジュール
の ESP8266 で構成されている。マイコンは加速度センサーから常に値を取得し
ている。そして、ある時間以内に大きく値が変化したら ” 振られた ” と判定し
ている。しかし、この判定の方法ではどのような振り方をしても同じ振り方と
して処理されてしまう。ゆえに、縦振りや横振りなど、振り方に幅を持たせる
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ことができない。プログラムを工夫し、横振りや縦振りを別々に判定ができるよ
うになれば、ライブにさらにバリエーションを持たせることができる。
　振りを検知した場合、マイコンから無線モジュールに合図（データ）が送信され、
ペンライトの無線モジュールから PC と繋がっている無線モジュールに送信され
る。

　無線モジュールはペンライト側の ” 送信機 ” と、PC と繋がっている ” 受信機 ”
がある。この２つは Wi-Fi を利用して UDP 通信をしている。UDP 通信を利用し
たのは、正確性よりも通信速度が重要だと考えたからである。
　今回はペンライトを 3 本制作した。しかし、1 本ならばかなり安定した通信が
できるのだが、3 本すべての通信を安定させることはできなかった。そのためラ
イブ中に通信が不安定になるなどの不具合がおきた。ゆえに、通信に関しては複
数の無線通信を安定させることが今後の目標となる。

ペンライトと Unity のシステムの全容は以下の図の通り。
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2-2. 外見
　一般的なペンライトの形状を考えると円柱型になるのが望ましいので、複数の
丸型の基盤を縦に積み重ねて配線する形で制作した。基盤の直径が大きいため、
全体的に太い円柱となってしまった。今回は時間短縮のため、すでにある程度知
識がある ATMega328 を利用してしまったが、処理内容にあった適切なマイコン
を使えば小型化が期待できる。  　

　基盤の入れ物については、中身が独特な形状になってしまったため工夫が必要
となった。最初は 3D プリンターを利用して作成しようと考えたが、使用を検討
していた３D プリンターには出力サイズの制限があり、うまくいかず断念した。
そこで、急遽ペットボトルを加工して制作した。基盤の選び方や配線の仕方を改
善し、細い形状のペンライトを制作することが今後の目標となる。
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3.Unity
　Unity で MMD モデルを利用するためのツールを導入し、オリジナルキャラク
ターを Unity で動かせるようにした。

　Unity ではモデルのダンスモーションやエフェクトの発生などの処理をしてい
る。前述したように、PC は無線モジュールと USB ケーブルを介して繋がってお
り、ペンライトが振られた場合、振られたことを示すデータがペンライトからこ
の無線モジュールに送られ、無線モジュールから PC に送られるようになってい
る。受信したデータを処理するため、Unity に専用のスクリプトを用意している。
このスクリプトは、以下のサイト [1] を参考にして作成した。
　ライブは主に 2 つのスクリプトで管理している。まず、ライブ全体を管理する
スクリプトである。このスクリプトはダンスモーションと音楽を管理し、フェー
ドインやフェードアウトなどの機能も実装している。もう 1 つは、エフェクトを
管理するスクリプトである。これは曲ごとにエフェクトの発生位置、種類、発生
時間などを設定することができる。
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Kinect とは……？
　Microsoft が販売する家庭用ゲーム機「Xbox 360」において、コントローラー
を用いずに身体の動き、ジェスチャー、音声などによる操作を可能とする周辺機
器、ならびに、その機器を使用して実現されるエンターテインメントのことであ
る。
　Kinect にはカメラやセンサーが搭載されており、Kinect の前にプレイヤーが
立つと自動的にプレイヤーが認識される。アクションゲームやスポーツ、レーシ
ング、ダンスやフィットネスといった幅広いジャンルでの対応が予定されている。
センサーは複数人数を同時に認識するため、特に設定しなくても 2 人同時プレイ
や多人数のマルチプレイが可能である。
(weblio 辞書より引用　http://www.weblio.jp/content/ キネクト )

Kinect
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　中間発表前後あたりからこの Kinect を用いてのライブをできないか検討して
いた。開発期間の問題からボツ案となってしまった本案件だが、どのような経緯
で Kinect を選んだか、などを記していく。
　参加型の 3D ライブにとって必要なものは参加者の動きだった。今回の沼プロ
ジェクトのライブではそれを「参加者の振るペンライトの動きを加速度センサー
によって判定」することでライブに反映していた。実際のところ、ペンライトで
は多数の通信の集中についていけるほど受信機が高水準ではなく、ペンライトが
物理的に壊れやすい、一本当たりにかかるコストが大きすぎるという欠陥があり、
ライブで使用するにはペンライトは非常に悩みどころが多い代物であった。そこ
でペンライトには通信のような連携を持たせずにこちら側の判定によってライブ
に反映することができないだろうかと考えられたのが Kinect 案である。
　私自身、Kinect に触る機会が生まれて初めてということで 0 からのスタートで
あった。Kinect は普通に入手するにはだいぶ値が張っていて予算からは容易に手
が出さなかったため、松永先生がお持ちになっていた Xbox One Kinect センサー
をお借りした。

　家に帰り、まず Kinect につながっている USB 端子を自分の PC に繋げた。
Kinect について全く知らなかった私は挿せば繋がるだろうと考えていた。しか
し接続を感知すると光る Kinect 側のランプが全く反応しなかった。どうやら
調べたところ Kinect を PC と接続するためにはドライバを落としてこなければ
ならないようだった。ネットで調べて出て来た Windows のデベロッパーセン
ターにある Kinect for Windows SDK をダウンロードすることにしたため OS を
Windows に切り替えて落としてから Kinect を再接続したものの、反応は無し。
　その後他のドライバらしきものも落として見たが Kinect は感知しない状態
が続いた。その後接続問題はなかなか解決しなかった。しばらくの後どうやら
Kinect の型がかなり昔のものらしく対応しているドライバがほとんど存在しない
ということが判明した。
　次に openNI という Kinect のドライバをインストールしたところ、無事に
Kinect のランプも点灯し、接続が確認できた。やっと接続が確立されたところで
Kinect for Windows SDK を用いて手軽な実験を行なった。Kinect for Window 
SDK は Kinect のセンサーを用いて体の動きや色、音などを手軽に識別して画面
に出力できるようなオプションが初めから入っている。
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　試しに体の部位の位置情報を取得して画面に反映するというものを使ってみ
た。結果はちゃんと体の部位の位置を取得して棒人間のような図で画面に反映し
てくれた。これなら Unity と接続して体の動きの位置の変化やペンライトの色な
どを感知してライブに反映できるだろうと思い、Windows にも Unity をインス
トール。本当の地獄はここからだった。
　Unity、PC、Kinect 間の相互認識。これについてうまく接続させることができず、
成功しなかった。Unity と PC はもちろん動作する。PC と Kinect も問題なくリ
ンクしている。しかしこの二つを繋げることができなかった。Kinect と PC を繋
げるというのもネット上にある記事は型番の関係で参考になるものも少なく苦戦
したがそれ以上に持っている型の Kinect と Unity を繋げるためにはどうすれば
いいのかという手がかりがあまりにも少なかった。

　Unity と Kinect との接続をするため初めに Kinect for Windows のサイトか
ら Unity Pro packages をダウンロードした。この中には Unity にインポートす
るパッケージ、すなわち Kinect と Unity の接続を確立するための UnityPackage
が入っていた。このパッケージを Unity にインポートし、KinectWiew フォル
ダを Unity の Project のフォルダにコピー、実行を行なったが Unity の画面から
Kinect との接続がなされていなと表示。ネットにある記事の多くはこの方法で成
功していたが同じように実行してもなぜか感知されず、一向に認識されなかった。
　また、アクシデントにより Kinect の使用の継続が困難になってしまったため
途中で Kinect の使用を断念せざるを得ない状況になってしまい没案となった。
　今回 Kinect を初めて扱ってみて、試行することがとても多く、3 歩進んで 2
歩戻るというようななかなか進捗の出ない歯がゆさがあった。Kinect を使ってい
た自身がトライアンドエラーの繰り返しで何が繋がり、何が繋がらないかといっ
たことも全て思い出すことができないほどである。思い通りに進まず、様々な方
法を試していくという部分においてはエフェクトなどの作成の力になったのでは
ないかと感じた。
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　このオブジェクトは最初サンプルとしてパーティクルを上昇させるような動き
を持たせて設定されている。下の画像はパーティクルをオブジェクトとして出し
た時の実行画面である。白い丸がパーティクルである。

エフェクト作成

　前回の Kinect に引き続き、今度はライブの実際のエフェクトの作成を担当す
ることになった。ペンライトを振った際にスクリーンに投影されるエフェクトの
作成である。今回はあまり負荷を与えないように 2D のパーティクルシステムを
使うことにした。パーティクルシステムとは Unity 内にあるゲームオブジェクト
である。パーティクルとは粒子のことを指す。
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　このパーティクルは色、大きさ、速度、座標、加わる力などの調整で様々なエフェ
クトを作成することができる。下記は自作パーティクルの一例である。

　パーティクルによるエフェクトは地味な部分だがライブを盛り立てる効果とし
てはなくてはならない存在であると考え、どのようなエフェクトを作るべきかと
いうこと試行錯誤し始めた。

①飽きさせないエフェクトであること
　色やサイズに変化を持たせ、同じエフェクトでも味わいを出すようなエフェク
　ト作りをする。
②曲調にあったエフェクトであること
　その曲や歌詞から想起されるエフェクトを考えて候補を絞っていく。
③あくまでエフェクトであること
　キャラクターより主張しすぎず、あくまでエフェクトであることを弁えた限度
　であること。
④楽しませるエフェクトであること
　観客の驚きや感動を誘うにはどのようなエフェクトが望ましいかを考えるこ
　と。
以上の 4 点を念頭に置き、エフェクトを作っていくことにした。
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　エフェクトのパーティクルは最初丸い形をしているがこのパーティクルでは当
然表現としての幅は狭くなってしまう。そこでパーティクルの形を変更するため
に様々な画像を Texture に落とし込み、パーティクルの形のパターンを増やして
いく。

　これによって飽きさせないエフェクトの土台が出来上がる。この読み込んだ画
像を新規マテリアルに読み込ませる作業があるが、注意する点としてはマテリア
ルの Shader 項目を画像の透過を読み込ませるために変更しなければならないと
いうところである。
　通常状態で読み込むと背景が白や黒で透過されず残ってしまう。画像まで透
過に影響がかからないように Particles/Additive もしくは Mobile/Particles/
Additive に変更する必要がある。
　この後、パーティクルのオブジェクト内の Renderer/Material に追加し扱って
いく。そしてそこからサイズを見直してみる。初期サイズはエフェクトの出す数
の多さを考えて作っていく。大量のエフェクトを出す場合はより小さくする必要
がある。
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　オブジェクトの始点での大きさや速度の設定は Emission、Shape 等のタブ（モ
ジュール）の上に並べられている。エフェクトはループを行わないので Looping
はチェックを外す。StartDelay は開始からのディレイをかけることができるが今
回はインタラクティブなエフェクトを出すためこちらは 0 で固定。Start Lifetime
はパーティクルが出てからその世界で生きている時間のことである。Lifetime を
経過するとパーティクルは消える。
　注意しなければならない点は LifeTime が 0 になった瞬間にパーティクルはト
ランジションをかけずに消滅してしまうという点である。そのため不自然な消
え方をしてしまう。自然に見せるためには画面外に行かせてからパーティクルの
Lifetimeが消えるように数値を長大にするもしくはColor over Lifetimeモジュー
ルから消滅時間に向かって透過処理を加え続けていくことによってより自然に表
現できる。
　ただし前者の方法はパーティクルが画面に残る時間が増えるので負荷がかかる
という点、Max Particles の値を増やさなければパーティクルの排出が途中で止
まってしまうという点であまり好ましい方法でないことは明白である。
　Start Speed は字の通りパーティクルの排出時のスピードを表している。この
値を大きくすることでフレームあたりのパーティクルの移動座標が大きくなるが
その分画面から消え去っていくスピードも早い。排出されるパーティクルのス
ピードは一律にもすることができるが右端のオプションから二点間の値からラン
ダムに排出スピードを変えてパーティクル一つ一つのスピードに変化をつけさせ
る、または二点間の値をカーブさせるように排出させることで視覚的にリズミカ
ルなエフェクトを出すことも可能である。

　今回のエフェクトではRandom Between Two Constantsを多用して製作した。
Start Size、Start Rotation は Start Speed のサイズ版、角度版のため省略する。
また、Start Color で開始の色を変えることができる。こちらも二点間の値からラ
ンダムな生成、カーブ生成もすることができる。
　そして次に重要な項目が Gravity Modifier の項目である。こちらは簡単に言っ
てしまうと重力である。しかしこの重力値が反映されるのは指定しているオブ
ジェクトのパーティクルのみである。Gravity Modifier で指定した値は実行中永
遠に反映され続ける。
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　こちらはランダム生成やカーブ生成が存在せず、等しい力をパーティクルに対
して加え続ける。この値は負の値にも対応しており、負の値を代入した場合は通
常の重力とは逆に物体（パーティクル）は上方向に上昇していく。絶対値が強け
れば強いほどパーティクルにかかる重力値の力も大きくなり、それは速度となっ
て実行画面に還元される。
　Max Particle は指定したオブジェクトから生成されるパーティクルが画面内で
最大何個表現できるかの値であり、仮にこの値が 100 になっている場合、101 個
目のパーティクルは画面内の同じオブジェクトから生成され排出されたパーティ
クルが消滅しない限り生成されない。
　次に Emission モジュールの説明に移る。Emission モジュールはパーティクル
の排出時に関わるモジュールで、一度に出ていくパーティクルの頻度や、一度に
まとめてパーティクルを排出するといった Bursts 機能が存在する。Rate は一度
の排出量を決めており、この数値を大きくするとフレームごとのパーティクルの
量を多くすることができる。
　ただしその分負荷は大きくなり、Max Particle 以上の排出は不可能なため注意
が必要である。Bursts は一度にまとまったパーティクルを塊で放出する機能であ
り、わかりやすく例えるならば散弾銃の弾がパーティクルになったというイメー
ジである。
　Shape モジュールは排出されるパーティクルの動き方に関連している。初期
設定では Cone になっており、Cone はアイスクリームのコーンのようにつま
り円錐の形でパーティクルが排出されるようになっている。円錐の鋭角部分が
パーティクル排出の始点である。放射状にパーティクルが広がっていく。こち
らは Radius で角度を狭める、または拡大することが可能である。Cone の他に
Sphere、Hemisphere、Box、Mesh、Circle など、使用用途によって選択するこ
とで表現の幅が大きくかわるモジュールである。
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　例えば雨を降らせてみたい、雪を降らせてみたいといった場合は Box Shape
を用いて Box Z と Box X（横と奥行き）を広めることで指定した平面一帯にパー
ティクルを当てつけることができる。雨は角度、雪ならば風の影響で揺らぎやサ
イズの変更もしなければならないがその点は次の Force が関わってくる。下の画
像は Box 使用時、横に長く Box を引き延ばし（線部分）その範囲にパーティク
ルを広げたものである。

　Force over Lifetime はパーティクルにかかる力に関係しているモジュールで
ある。Lifetime の経過とともにパーティクル一つ一つにベクトルの力を加える。
Force over Lifetime は自然的な振る舞いを見せるようにすることが容易で、風
の力などを Force over Lifetime で表現することもできる。
　今回のエフェクトで実装はされなかったものの、雪や舞う桜などに対しては
Force over Lifetime を用いた。Force over Lifetime は Start 系と同じく二点間
の値からランダムに決まったベクトルの力を発生させることや時間辺りで弱く
なっていく、または強くなっていく力を与えることも可能である。
　下の画像のように時間ごとに力を別方向に加え、パーティクルの動きを曲げて
移動させることも可能。なお、下の画像では飛んでいるパーティクルに別パーティ
クルを軌跡として発生させている。原理は Sub Emitters の Birth と Death を使い、
パーティクル生成時と消滅時の間に子パーティクルをそのパーティクルがいた点
に配置させることによって出力している。
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　Color over Lifetime も今回のエフェクトでは大変重宝したモジュールであり、
このモジュールは Lifetime の遷移で Particle のカラーリングや透明度の変化を
自在に行うことができる。一度透明になってから不透明度最大に戻すといったこ
とも行うことができるため、変化の緩急をエフェクトとして実装するに至ること
ができた。この Over 系は Lifetime の時間変化系と Speed の速度による一秒間
の移動距離の変化によるサイズやカラーの変更が存在する。今回は全て Lifetime
でのみ行なったが、余裕であるならば Speed 系の遷移変化によるエフェクト表現
も試してみる価値はある。
　このような試行錯誤を経て本番までにライブで使用されるエフェクトを作成し
ていった。各モジュールの使い方はネットで調べたものの、使っていくうちに自
分で使い方を覚えていた。発表直前になり新しい機能や方法に気づくなどしたた
めもう少し早くからエフェクト製作に携わっていればよかったという後悔の念は
あったが試行錯誤していく楽しみや、思いもよらないエフェクトの変化が実現で
きたりと手応えを感じることもできた。
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FAN SERVICE
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1. はじめに
　今回私たちは Cardboard という Google の VR 用デバイスを利用してスマー
トフォン用 VR を制作した。その際、Google が配布している Cardboard SDK 
for Unity、Cardboard Demo for Unity からカメラなどの設定を使用した。
　したがって、Cardboard SDK for Unity を使用する前提で解説するが、2017
年 1 月現在は Google VR SDK for Unity と名前が変わっており、中に入ってい
るデモシーンやカメラの設定も変わっている。そのため、こちらの解説通りには
できない箇所も存在するかもしれないことを、あらかじめご了承いただきたい。

2. 用意したもの
Unity 5.4
Android Studio (Android SDK)
JDK 
Cardboard SDK for Unity 2.0
Cardboard Demo for Unity
モデルデータ（ユニ、ライト、部屋）
音声ファイル（BGM、SE）

Unity による VR



52

　Cardboard SDK にはスマートフォン用 VR に必要な VR 用カメラやその設定
スクリプトが入っている。Cardboard Demo を開くと、Demo Scene が追加さ
れる。まずはこの Demo Scene 内のデモシーンを見ていく。

　視線を赤いキューブに合わせると、このように色が変化することがわかる。こ
の状態で画面をタッチ（Unity 上ではクリック）すると、キューブがランダムな
位置に移動するようになっている。

　Play ボタンでプレイしてみると、上図のような画面になる。左右の画面ともに
中心にある点が視線の代わりとなっており、頭を動かす（Unity 内では Option
＋マウス操作）ことで視線を動かし操作する。

3. Cardboard SDK と Cardboard Demo の内容
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　下に視線を動かすと、メニューボタンがある。VR のメニューは Canvas の
Render Mode が World Space になっている。
　私たちの VR はこのデモシーンと操作は同じで、カメラや画面タッチに反応す
るためのスクリプトなど、必要なものはここからほぼそのまま引用している。

4. ファンサービス VR の構造
4.1. ファンサービス VR の要素
　続いては、私たちが今回制作した VR の構造を見ていこう。ユニの VR の要素
は以下のようになっている。（ライトの VR も同様）
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CardboardMain
　VR 用カメラ。SDK 内のカメラを引用。
Directional Light
　太陽のように全体を照らしてくれる照明。
　雰囲気に合わせ、Point Light 等に変更可。
menu
　メニューボタン用の Canvas
　sagesumu 〜 kiss はボタン、aisatsu、ganbare はテキスト。
EventSystem
　視線の衝突判定や、画面のタッチ操作に関連する部分。
　デモシーンから引用。
LoopBGM
　起動時から流れる BGM
Uni、room
　キャラクターや部屋のモデル本体
heart3、flower
　ボタンタッチ時に再生されるエフェクト
　基本的に操作において重要な部分は改変していない。引用したもの、照明、エ
　フェクトに関しての解説はここでは割愛する。以下からはカメラの設定、アニ
　メーションの設定、メニューボタンの設定について解説していく。

4.2. カメラの設定
　カメラは基本的にはそのまま引用で構わないが、画質が粗い、使用するハ
コスコ等の HMD に入れた時に焦点がずれる等の問題が発生することがある。
CardboardMain（カメラ）の Inspector タブで、Screen Size や Device Type を
使用デバイスと同じ、もしくは最も近いものに合わせると改善する場合があるの
で試してみてほしい。

4.3. アニメーションの設定
　続いてはモデルにアニメーションを設定していく。
　まずは、Project タブにモデルファイルをインポートする。その後、モデルデー
タをクリックし、Inspector タブからモデルの設定を確認してほしい。



55

　人間のモデルの場合は、Rig の AnimationType を Humanoid にする必要があ
る。それ以外になっている場合は、Humanoid を選択し Apply ボタンを押し、
設定を適応する必要がある。これを行わなければアニメーションが正常に機能し
なくなるので注意が必要だ。この設定が完了したら、シーンにモデルを追加する。
　次に、Project タブの crate から Animation Controller を選択し、作成する。
基本的には 1 つのモデルに対して 1 つの Animation Controller を作成するよう
にしてほしい。シーンに追加したモデルを選択し、Inspector 画面の Animator
項目、Controller に作成した Animation Controller を設定。
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　作成した Animation Controller をダブルクリックすると、Animator の編集画
面になる。ファンサービス VR と同じ仕様にするならば、Any State と Exit は特
に使用しなくて構わない。

　ここに任意のアニメーションクリップを追加していく。この時、用意するアニ
メーションはそのモデルで作ったものにしてほしい。他モデルのアニメーション
だと、表情が正常に動作しない場合が多い。
　Blender 等でアニメーションを制作する場合は、アニメーションを含んだモデ
ルごと出力されるが、そのモデルの Rig の設定を確認し、VR で使用するモデル
と同じ設定に変更してほしい。
　基本的には上述の設定だけで問題ないが、アイドル状態のアニメーションのよ
うに、延々と繰り返してほしいものは加えて Loop の設定が必要である。モデル
の Inspector タブで、今度は Animations 項目を選択。この項目内の Loop Time
および Loop Pose にチェックを入れ、Apply を押せば完了だ。
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　設定が完了したアニメーションを Animator タブのベースレイヤーに追加する
と、自動的に下図のようになる。

　この状態だと、起動時から「sample」というアニメーションのみが再生される
状態になる。同様に使用するアニメーションを追加していく。

　すると、何も矢印のないステートが追加される。この状態では、「smile」のア
ニメーションは再生されない。アニメーションを遷移させたい場合は、「sample」
の上で右クリック、Make Transition をクリックし「smile」との間に矢印を引く。
これで「sample」から「smile」への遷移の設定ができる。同様にして他のアニメー
ションも遷移の設定をする。



58

　今回はボタンを押すと遷移するようにしたいので、この遷移にパラメータをつ
けていく。まずは Animator タブの左側、Parameters タブを開き、＋ボタンで
パラメータを追加する。任意の矢印を選択し、Inspector タブの Conditions に作
成したパラメータを追加する。ファンサービス VR ではパラメータは Triger で、
Idle から他アニメーション方向の矢印のみに設定する。
以上でアニメーションの設定は完了だ。

4.4. メニューボタンの設定
　メニューボタンは、Canvas の Render Mode を World Space にすれば VR で
も正常に表示されるようになる。
　スクリプトは主に以下のようになっている。



59

　ボタンを押した時の反応はそれぞれ関数を下図のように作る。

　Canvas 内のそれぞれのボタンにスクリプトを追加し、作った関数を On Click
に適応するとボタンの設定が完了。

5. おわりに
　以上でファンサービス VR の重要な部分の解説は終了だ。他にも細かい設定を
しているが、ここまでの設定でも十分動くので是非試していただきたい。
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使用ツール DL リンク
【1】Unity 5.4
　http://japan.unity3d.com/

【2】Android Studio
　https://developer.android.com/studio/index.html

【3】JDK
　http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

【4】Cardboard SDK for Unity 2.0、Cardboard Demo for Unity
　　（現：Google VR SDK for Unity）
　https://developers.google.com/vr/unity/download

参考にした Web サイト
【1】http://greety.sakura.ne.jp/redo/2015/04/android-vr-app-unity-5-cardboard-
sdk.html

【2】http://shigekix5.wp.xdomain.jp/?p=891
【3】http://tsubakit1.hateblo.jp/entry/2014/11/08/233000



61

Blender
　この項目では VR 用のモーションを Blender で作成したことをまとめている。
　私自身 Blender を使うことは初めてだったため、モーション製作にあたって
様々な web サイトを参照し勉強することから始めた。

　モーションはスクリーンレイアウトを animation にしポーズモードからモデ
ルのポーズを変更させることができる。
　ボーンを使ってキャラクタのポーズを決めていく。ボーンとは画像で言うと
キャラクタについている黒い線の部分にあたる、人間で言うと骨の部分である。
ボーンの数が多ければ多いだけより複雑なポーズをさせることも可能になる。
 

モーション作成
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　ポーズを変更する方法は、動かしたいボーンを選択して x,y,z 軸の好きな方向
に動かすだけである。選択されたボーンは赤、緑、青と白の円のように線が表示
される。ボーンは主に移動、回転、拡大縮小機能がついている。

　ポーズを決めた後に注意することはキーフレームに動かしたボーンを保存して
おかないと元の初期ポーズに戻ってしまうという点である。キーフレームは動か
したボーンを選択した状態で i を押すことで保存することができる。ちなみに a
で全てのボーンを選択してから i を押すとポーズをそのままキーフレームに保存
される。フレームをずらしてポーズを保存していくことでキャラクタが動く。キー
フレームに保存されたポーズとポーズの間はいい感じに次にくるポーズになるよ
うに動いてくれるため便利である。

▲キーフレーム
　白い♢マークがボーンを保存してある場所。オレンジ♢マークが選択されてい
るボーン or モーフ。
　VR 用のモーションを作成したので最初と最後は立ちモーションにつながるよ
うにポーズを保存してある。
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　ブロマイドの作成では、ライブでも使うキャラクターの 3D モデルと背景とな
るステージ、MikuMikuDance(MMD) というツールを使用した。
MikuMikuDance あるいは、MMD と呼ばれるソフトウェアは、樋口優氏が作成
した 3DCG 動画作成ツールである。一般に公開されており、気軽に使用するこ
とが可能だ。
大まかにブロマイド作成の手順を見て行こうと思う。

1.3D モデルを MMD に読み込む
　MMD を起動し、画面の中にモデルデータをドラッグ & ドロップ、もしくは「モ
デル操作」から「読込」を行う

ブロマイド作成
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2. 背景・ステージを読み込む
　同じように、背景・ステージをドラッグ & ドロップをする。また、ステージは

「モデル操作」の「読込」からも読み込むことが出来る。背景はツールバーの「背
景→背景画像ファイル読み込み」といった手順でも可能だ。
(2 と 3 の工程は順不同 )

3. 好きなポーズを取らせる
　ポーズ各ボーンの○及び□を選択し、「X」もしくは「Z」を押すことで編集可
能だ。

4. 表情を動かす
　表情は、「モデル操作」の下のタブを「モデル名」に変更し、それによって表
示される「表情操作」から調節することができる。
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5. カメラのアングルを決める
　「モデル操作」の下のタブを「カメラ・照明・アクセサリ」に変更し、「カメラ中心」
の数値を変える。この時、「照明操作」で「X,Y,Z」の値を変えることで影の方向
を調節することが出来る。

　ポーズとカメラアングルが決まったら、ツールバーの「ファイル→画像ファイ
ルに出力」を行う。

6. 画像ファイルに書き出す
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おわりに
　本プロジェクトでは、3D キャラクタを用いた参加型のライブイベント、なら
びにそれを支えるシステム開発を行った。
　実装システムは 2016 年 11 月に行われた鳳祭においてデモンストレーション
を行い、延べ 121 人のライブ参加を得た。参加者の感想からも、これからの 3D 
キャラクタのライブがより相互性を感じられるものになれば、さらに観客がライ
ブの世界観に没入できるという感触を得ることができた。
　今後の課題として、まずペンライトの通信精度向上を行い、規模の大きなライ
ブでも利用することができるような技術へと発展させていく必要があると考え
る。また、Kinect や Web カメラによる画像認識、色認識技術と組み合わせるこ
とによって、より多数の観客の動きやペンライトの色を感知し、更なるインタラ
クティブな要素の追加を期待できるだろう。

ご協力いただいた方々
ロゴデザイン　じょにお様
ポリッドスクリーン　あおめ様
MMDer の皆さん
踊り手の皆さん
ボカロ P の皆さん

ありがとうございました
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春田 華那
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