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HTC Vive セットアップガイド MVN 2020.2 

MVN Animation Pro と Analyze Pro は、HTC Vive で位置補正とオブジェクトトラッキン

グを使用できます。この記事は、ハードウェアとソフトウェアのセットアップを開始する際

に役立ちます。 

  

Vive サポート 

Vive および Steam 関連のトピックでは、下記サポートリンクをご参照ください: 

- Vive サポート 

- Steam サポート 

  

セットアップ後、ここで適切な記事に従って、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 

    

要件 

ハードウェア 

  項目 量 

 

Link および/または 

Awinda (オプション) 
位置補正に使用 

 

SteamVR ベースステーシ

ョン 

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 
-位置補正のセグメント 1 あたり 

https://www.vive.com/hk/support/vive/
https://help.steampowered.com/en/
https://www.vive.com/eu/support/vive-pro/category_howto/considerations-to-make-when-installing-more-than-two-base-stations.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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*この記事では、バージョン 2 の Vive トラッカーとベース ステーションの使用について

説明し、推奨します。バージョン 1 のハードウェアも使用できます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-オブジェクトトラッキング用オブ

ジェクト 1 あたり 

 

Vive Pro ヘッドセット (

オプション) 

-位置補正のためのヘッドセグメン

トに取り付けることができる 

-Vive 原点決めに利用できます。 

-オブジェクトトラッキングのオブ

ジェクトとして使用できます 

 

Vive Pro コントローラ (

オプション) 

-位置補正のための手の区分に取付

けることができる 

-オブジェクトトラッキングのオブ

ジェクトとして使用できます 

 

トラッカーストラップ/マ

ウント(オプション) 

トラッカー１あたり(セグメントに

Vive トラッカーを装着するために

使用されます) 

 

ベースステーションマウン

ト/クランプ(オプション) 

ベースステーション 1 台あたり(ベ

ースステーション固定に使用) 

https://base.xsens.com/hc/en-us/articles/360012457639-Object-Tracking-HTC-Vive
https://base.xsens.com/hc/en-us/articles/360012457639-Object-Tracking-HTC-Vive
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ソフトウェア 

 

MVN Animation Pro / Analyze Pro 2020.2 

 

Steam と SteamVR 

  

MVN PC 仕様 

HTC Vive と組み合わせた MVN ソフトウェアのシステム要件と推奨事項 

 

 Windows 10 (64 ビット) 

 クアッドコア以上(2.7 GHz 以上) 

 SSD 256 GB 以上 

 8 GB RAM 

 ハードウェアアクセラレーション DirectX 11、専用メモリ 512 MB 以上 

 ギガビット イーサネット、ジャンボ フレームのサポート(9014 バイト) 

 USB 2.0 (MVN Awinda システム用１つ、ライセンスドングル用 1 つ) 

 タイムコード使用用ヘッドフォンとマイクジャック専用チャンネル 

 

3 または 4 システム (MVN Link または MVN Awinda) を同時に使用される場合は、以下

の要件を推奨します。 

 

 Windows 10 (64 ビット) 

 6 コア以上(3.2 GHz 以上) 

 SSD 256 GB 以上 

 16-32 GB RAM 

 ハードウェアアクセラレーション DirectX 11、専用メモリ 2 GB 以上 

 ギガビット イーサネット、ジャンボ フレームのサポート(9014 バイト) 

 USB 2.0 (MVN Awinda システム用１つ、ライセンスドングル用 1 つ) 

 タイムコード使用用ヘッドフォンとマイクジャック専用チャンネル 

  

SteamVR 用 PC 仕様 
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 SteamVR のシステム要件 

 

 

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 を開きます。 

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してログインします。 

 

 

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。 

https://store.steampowered.com/app/250820/SteamVR/
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2. Play ゲームを押して、SteamVR をインストールする手順に従ってください: 

 

  

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

https://store.steampowered.com/app/250820/SteamVR/
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に移動し、SteamVR の [プロパティ] > [ベータ版] を右クリックします。 

 

 

オプション「NONE – Opt out of all beta programs」を選択する必要があります。 
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1.3 SteamVR ハードウェアステータスを確認する 

 

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

 

メモ:位置補正またはオブジェクトトラッキングを使用して MVN でアクティブなセッショ

ンを行っている場合、SteamVR は開かれません。SteamVR を開く前に、位置補正またはオ

ブジェクトトラッキングを無効にするか、アクティブのセッションを閉じてください。 

  

  

2. SteamVR ウィンドウで HMD が表示されます。 

 

メモ: 「H」の六角形は HMD の略です。"H" は、セッション中に変更できる黒の背景  

(アイドル) または色付きの背景  (アクティブ) を持つことができます。これは Vive 

トラッカーには影響しません。 
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2. ハードウェアのセットアップ 
2.1 プレイエリア決め 

複数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成できます。 

プレイエリア 推奨されるベースステーション数 

2m x 2m (6ft 6in x 6ft 6in) 2 

5m x 5m (16ft 4in x 16ft 4in) 3 

10m x 10m (32ft 9in x 32ft 9in) 4 

  

ベースステーション V2 

(SteamVR ベースステーション) 

プレイエリア例 

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/about-the-base-stations.html
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詳細: 2 つ以上のベースステーションの使用 

 

 

 

 

 

2.2 ベースステーションの設定 

プレイエリアが決まったら、ベースステーションを正しい位置に設置できます。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 V2  

(SteamVR ベースステーション) 

https://www.vive.com/eu/support/vive-pro/category_howto/considerations-to-make-when-installing-more-than-two-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/about-the-base-stations.html
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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 

  

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: 

- 床からの上 2m 以上に置く 

- 30〜45 度の角度下を指し示す 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ベースステーション V2  

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/about-the-base-stations.html
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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、各ベースステーションの正確なチャ

ンネルを設定する: 

-ベースステーション V2:  

 - デフォルト: チャンネル 1:この記事をチェックして、ベースステーションのチャンネル

を設定する: ベースステーションチャンネルを構成します。背面のボタン(クリップでのみ

到達可能なボタン)を使用することもできます。各ボタンを押すと 1 つずつ増加します。ま

だ占有されていないチャンネルを選択します。        

  

 

 

 

 

 

 

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 

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/about-the-base-stations.html
https://www.vive.com/eu/support/vive-pro/category_howto/configuring-the-base-station-channels.html
https://www.vive.com/us/support/wireless-tracker/category_howto/tracker.html
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(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 トラッカーのファームウェア更新 

1. マイクロ USB ケーブル(4)を使用し、PC の USB ポートに Vive トラッカーを接続しま

す。 

2．トラッカーの LED インジケータがオレンジ色になるまで待ちます。 
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3．SteamVR ウィンドウで、  クリックしてオプションに移動します。[デバイス] > [デ

バイスの更新]  

 

4. 更新プログラムが利用可能な場合 ( で示されている)、「利用可能な更新」をクリッ

クし、手順に従います。 
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5. 完了した場合、トラッカーは最新にアップデートされています。 

 

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 ペアトラッカー 

1. ドングル (2) をクレードル(3)に接続します。  

 

2. マイクロ USB ケーブル(4)を使用して、クレードル（3）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 デバイスを検出すると認識します) 

注:PC に直接ドングルを接続すると、電波干渉する可能性があります(PC から 45cm 離

れることを推奨します) 

 

3. Vive トラッカー（1）のロゴボタンの中央に押し、青い LED の点灯がオンになります。

トラッカーの青い LED インジケータが点滅するまで、もう一度中央の Vive ロゴボタン

を押し続けます。トラッカーはペアリングを開始します。 

 

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) 

 

  

メモ:トラッカーが自動的にペアリングされていない場合は、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、「ペアトラッカー」を選択します。 

 

 

 

- コントローラの「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。 
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この後、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 ハードウェア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。 

 

トラッカーのオンとオフを切り替えることで、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。このトラッカーにラベルステッカを付けて置くと、どのトラッ

カーID なのか、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. Vive のハードウェアをプレイエリア内で移動します。SteamVR ウィンドウにベースス

テーションの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。トラッカーを動かして、トラッカーをベースステーション

から見える位置に移動します。それが役に立たない場合は、チャンネルが正確かを各ベース

ステーションアイコンの上にマウスオーバーしてチャンネルを確認できます。 

 

ベースステーションのチャネルを変更するには、第 2.1 章のステップ 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。 

 

それ以下の場合は、  [ルーム設定] をクリックして SteamVR ウィンドウ手動で開くこ

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が完了するのを待ち、[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] をクリックして続行します。 
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Vive の原点を調整する 

HMDを使用しないルーム設定を行うとMVNはViveにより決められた原点を適用します。

原点はベースステーションの配置、距離により変わります。MVN ではこの絶対位置を変更

することはできません。（MVN の原点、向きリセット無効） 

 

HMD を持っている場合は、床の任意のポジションに HMD を置いてルーム設定を行うこ

とにより、Vive の原点を決めることが可能です。 

ルーム設定を行う前に MVN の Steam VR オプションの[HMD なしで SteamVR を使用す

る]のチェックを外す必要があります。 

HMD を床に置き、右側（X+）を MVN で正面に置きたい向きに配置してルーム設定を行

います。設定後 HMD は片付けても大丈夫です。 

 

 
 

ルーム設定後、更新された位置が MVN 上で表示されない場合は、SteamVR の着席位置を

更新してみてください。SteamVR で、[着席位置をリセット] > [着席位置をリセット] に移

動します。  

 

注:MVN が 2020.2 より古いバージョンで、HMD を持っていない場合は、シャペロンファ

イルを変更して床を手動でリセットする必要があります: HTC Vive HMD なしで床の高さ

を調整する 

https://base.xsens.com/hc/en-us/articles/360017592980-HTC-Vive-adjust-floor-height-without-HMD
https://base.xsens.com/hc/en-us/articles/360017592980-HTC-Vive-adjust-floor-height-without-HMD
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3. MVN のセットアップ 

3.1 MVN で SteamVR をセットアップする 

1. SteamVR が開いている場合は、SteamVR を閉じます。 

2 MVN を開きます。 

3．オプション > SteamVR に移動します。 

 

  

現在の設定されている SteamVR オプションが開きます。 

  

4. 次のオプションを確認することをお勧めします:  

- SteamVR UI を目立たないようにする  

- トラッカーのシャットダウンを防ぐ  

- 収録中に Lighthousedb.json をロックします。 

注: HTC Vive システムを初めてセットアップする場合、lighthousedb.json ファイルはまだ

存在しない可能性があります。この場合は、まずこのオプションをオフのままにして、Vive 

Hardware (オブジェクトトラッキングなど) でセッションを開始します。この後、

lighthousedb.json ファイルを作成され、このオプションを確認できます。 

  

次のオプションは、ヘッドセットの使用に依存します。 

- HMD なしで SteamVR を使用する(ヘッドセットを使用している場合は、オフにしたまま

にできます)。 

-SteamVRの原点を使用する(HMDを必要とする SteamVRでフルルームのセットアップが

行われた場合のみ、それ以外の場合はチェックを外す)。 
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5. 保存を押して SteamVR オプションウィンドウを閉じます。 

  

メモ:MVN 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)、

または位置データがグラフで更新されていない(位置補正)場合は、部屋の設定が正しく実行

されているかどうかを確認してください。 

 

 

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、着席位置を更新してみてください。SteamVR で、[着席位置をリ

セット] > [着席位置をリセット] に移動します。  
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4. MVN セッションの開始 
1. すべてのベースステーションとトラッカー/HMD/コントローラが見つかったので、セッ

トアップの準備が整いました。次に進むことができます: 

- 位置援助:HTC Vive 

- オブジェクト追跡: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/
mailto:support@0c7.co.jp
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