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はじめに
最近の映画やテレビの製作現場では、バーチャル プロダクションを導入して創造性を高め、不可能なショットを可能にしています。
バーチャル プロダクションとはコンピュータ支援を利用した幅広い映像制作技術のことで、映像の制作手法に革命をもたらしてい
ます。プレビズ や  生放送の テレビ はもちろん、緑の背景を使用した 合成 に変わる LED スクリーンまで、先進的なディレクターや
スタッフはリアルタイム技術を活用し、最近まで聞いたこともなかった手法を制作に取り入れます。

そのような技術はモーション キャプチャ (Mocap) を利用しており、これは人間や動物の動きをデジタル化して分析やアニメーショ
ンで利用する技法です。たとえば、制作チームは演者の演技をキャプチャし、デジタル キャラクターにリターゲットしてリアルタイム
でカメラに表示できます。

この注目すべき分野についてご紹介するため、こうしたあらゆるテクニックについて取り上げている『The Virtual Production Field 
Guide (バーチャル プロダクション フィールド ガイド)』を公開しました。このドキュメントではパフォーマンス キャプチャに焦点を
当てます。パフォーマンス キャプチャは、演者の大きな動きだけでなく、顔や手などの繊細な動きもキャプチャするモーション キャ
プチャを拡張した技術です。パフォーマンス キャプチャはこうした細かい動きをキャプチャすることで、演者の演技をデジタル キャ
ラクター上で完全に再現することを目指しています。 

Epic Games、3Lateral、Tencent のご厚意による提供画像
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https://www.unrealengine.com/spotlights/halon-entertainment-puts-real-time-tools-at-the-heart-of-its-business
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https://www.unrealengine.com/blog/virtual-production-field-guide-a-new-resource-for-filmmakers


これまでの発展

初期の Mocap は大きな動きしかキャプチャできず、対応するのはボディの動きだけでした。しかし近年、モーション キャプチャ シ
ステムの精度が向上したことで顔や指の繊細な動きまでキャプチャできるようになり、パフォーマンス キャプチャへと進化し 
ました。

このパフォーマンス キャプチャ技術により、演者は自分の持つスキルを十分に発揮して、デジタル キャラクターに命を吹き込むこと
ができます。同時に、制作チームはより完全なデータを得ることで、リアルなデジタル作品を作り上げることができます。こうした近
年のリアルタイム パフォーマンス キャプチャ システムの発展により、演者によるパフォーマンスをリアルタイムでアバター上に再現
するという、ニュー タイプのメディアが誕生しています。

このドキュメントの内容 

通常、モーション キャプチャやパフォーマンス キャプチャ システムは大抵パフォーマンスに対する負荷が重く、モーション データの
取得と処理にかかる時間も決して短くありません。時間と予算を最大限活用するには、膨大なクリーンアップ作業や事後編集をする
ことなく必要なキャプチャ データを取得できる、制作チームのニーズに適したパフォーマンス キャプチャ システムを選定すること
が重要です。

本ドキュメントでは、最新のパフォーマンス キャプチャ プロジェクトの事例を取り上げて、システムの選定に関する検討事項を説明
します。本ドキュメントで取り上げるプロジェクトは次のとおりです。

• GDC 2018 で公開されたSiren のリアルタイム パフォーマンス ビデオ
• SIGGRAPH 2018 Real-Time Live! の勝者：Democratizing MoCap:Real-Time Full-Performance Motion Capture with an 

iPhone X, Xsens, IKINEMA, and Unreal Engine

これらのプロジェクトで使用されたパフォーマンス キャプチャ システムはいずれもリアルタイムのシステムですが、本ドキュメントに
記載されている内容はオフラインのワークフローにも同様に当てはまります。

キャプチャ システムの種類
パフォーマンス キャプチャ システムの選定に先立ち、利用できる幅広いシステムの種類と、それらの設定、精度、ニーズに対する適
合性、コストについて違いを理解することが重要です。

こうしたパフォーマンス キャプチャ システムは、モーション キャプチャに使用するテクノロジーの種類に応じていくつかのカテゴリ
に分けることができます。本ドキュメントに記載されている以外にもさまざまな種類のシステムが存在しますが、ここではパフォー
マンス キャプチャに最もよく使用されているものをご紹介します。

図 1：Siren のリアルタイム パフォーマンス ビデオのパフォーマンス キャプチャ セッション [Epic Games、3Lateral、Tencent のご厚意による提供画像]
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光学式

光学式システムは複数のカメラを使用して演者のボディに取り
付けたマーカーを「視認」し、それぞれのマーカーの 3D 位置を
毎秒何度も算出します。原理はシンプルですが、こうしたシステ
ムで 3D 位置を算出するには複数のカメラが必要です。すべての
マーカーを常時 2 台以上のカメラで撮影する必要があり、マーカ
ーを視認するカメラが多いほど、より正確にその位置を計算でき
ます。

カメラが視認するマーカーはアクティブとパッシブの 2 種類に分
けることができます。アクティブ マーカーとは、カメラが認識す
る独自のライトを放出するもので、一部のアクティブ マーカーは
ライトを点滅させて、特定のマーカーを示す ID などの追加情報
をカメラに送信できます。

一方、パッシブ マーカーは独自に発光することなく、通常はカメ
ラのライト リングなど、別の光源からのライトを反射します。パ
ッシブ マーカーは自身の ID をブロードキャストしないので、シ
ステムは追跡対象を数学的モデルに当てはめ、他のマーカーと
の相対的な動きを分析することでそれぞれを識別します。

アクティブ マーカーを採用する利点の 1 つは自然光の下で効果
的に使用できることです。逆にパッシブ マーカーは、環境光とマ
ーカーの明るさに十分なコントラストが必要なため、このような
状況では実用的ではありません。

アクティブ マーカーのほうが堅牢性が高く、遠距離からでも視
認できることは明らかですが、アクティブ マーカーに必要な電
子機器はパッシブ マーカーより大掛かりになり、電力要件を満
たすために場合によってはバッテリー パックの装着も必要で
す。

必要な追跡カメラの数が多くなることから、光学式システムは
高価になりがちで持ち運びも簡単ではありません。さらに、実
写撮影やモーション キャプチャ中に演者も写るライブ パフォー
マンスの場合は、マーカーが見えるため衣装設定の邪魔になる
点も考慮が必要です。しかしながら、こうしたシステムを利用す
ると最高品質の成果を得られ、正確な位置データはもちろん、
同じ空間に入り乱れる複数の演者と追跡対象の舞台道具やカメ
ラにも対応できます。

光学式システムは演者のボディだけでなく、顔の動きもキャプチ
ャできます。光学式システムを顔に使用する場合は、通常、演者
がカスタム サイズのヘルメット着用して、そこに取り付けたヘッ
ドマウント カメラ (HMC) システムを使用します。

光学式テクノロジーを採用したシステムの例：

• Vicon
• PhaseSpace
• OptiTrack

慣性式 
 
慣性式システムは慣性計測装置 (IMU) と呼ばれる小型センサー
を使用します。このセンサーはジャイロスコープ、磁力計、加速
度計で構成されており、ボディの特定位置における力と回転を
計測します。通常、データはワイヤレスでコンピュータに送信さ
れますが、演者が装着する専用デバイスにデータを記録するシ
ステムもあります。

カメラの視野範囲内にセンサーを置く必要がないため、ボディ
の位置や場所にかかわらず、舞台道具や他の演者に隠れている
場合であってもデータを取得することができます。このセンサー
は衣装の内側に装着できるため、カメラや舞台で演者が見える
状況に最適なソリューションです。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 2：Epic によるバーチャル プロダクション技術のデモ で使用した、光学式パッ
シブ マーカーを付けた Mocap スーツ。

図 3：LEGO/HQ Trivia broadcast on mobile  で使用した慣性式スーツ 
[Animal Logic のご厚意による提供画像]
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https://www.vicon.com/
http://phasespace.com/
https://optitrack.com/
https://www.unrealengine.com/blog/virtual-production-in-unreal-engine-4-22-livestream-recap
https://www.unrealengine.com/spotlights/real-time-mocap-replaces-hq-trivia-host-lego-minifigure


IMU にはワールド内での実際の XYZ 位置を把握する機能はなく、利用できるモーション データに基づいて位置を予測します。これ
は、演者のポーズは正確にキャプチャできるものの、XYZ 空間における演者の位置は必ずしも完全に正確ではないことを意味しま
す。この種類のシステムでは位置の「漂流」が発生しやすく、時間の経過に伴って記録される演者の位置が実際の演者の位置からだ
んだん離れていくことがあります。

IMU を使用するシステムの例：

• Xsens
• Perception Neuron
• Rokoko
• NANSENSE

図 4：Royal Shakespeare Company による 2016 年制作の「The Tempest」では、舞台のパフォーマンスにリアルタイム モーション キャプチャを活用しました。慣性式
センサーを仕込んだタイト スーツを着用する Ariel (演者：Mark Quartley 氏)。Ariel が大木に囚われるシーンの表現では、演者の動きをリアルタイムに反映する 17 フ
ィートのアバターをこのシステムで投影しました。また、演者は図 3 に示した慣性式システムのスーツの上に、舞台衣装としてカスタム ペイントを施したものを着用し

ました。[写真提供：Topher McGrillis © RSC]
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ハイブリッド

近年では、光学式と慣性式のハイブリッド システムが登場して
います。こうしたハイブリッド システムは、それぞれのシステムの
長所のみを取り入れて短所は排除しています。短所の例として
は、オクルージョン問題が挙げられます。動きの途中でカメラの
視野から一時的に遮られる光学式マーカーが増えると、演者が
行う演技を正しく再構成するのに十分なデータを取得できませ
ん。一方、慣性式システムはオクルージョンに関係なくデータを
取得し続けます。この追加データを視野にある残りのマーカー 
データと組み合わせることで、追跡データの合計の精度を高め
ることができます。

さらに慣性式データに光学式で取得したデータを追加すること
で、ジッター (モーション検出のノイズ) を軽減できます。各フレ
ームでそのマーカーが存在する可能性が最も高い 3D 位置を決
定する際に、光学式システムの測定にはある程度の不確実性が
発生し、たとえマーカーが実際には動いていない場面でも、この
「可能性が最も高い」位置は環境光の変化などさまざまな環境
要因によって、フレームごとに若干ばらつく可能性があります。
こうしたわずかな変化の影響で計算したマーカーの位置がぶ
れ、ジッターが生じます。動きが大きな場面では、こうしたジッ
ターは大きな演技の中に埋もれ、それほど問題になりません。
しかし、動きが遅い場合やマーカーが静止する場面になると、ジ
ッターが目立つようになります。そこで慣性式センサーをシステ
ムに追加すると、このセンサーの加速度計でマーカーの動きが
遅いまたは停止していることを検知でき、光学データに追加のフ
ィルタを適用してマーカーの動きを滑らかにし、ジッターを除去
できます。

一般的にハイブリッド システムではパックと呼ばれるポータブ
ルでスタンドアローンのトラッキング デバイスを使用します。こ
のパックはその名の通りアイスホッケーのパックと同じくらいの
サイズであり、固定位置に配置したり、Mocap スーツ、舞台道
具、カメラなどに装着したりできます。パックはその内部設計に
応じて、光学式または慣性式のデータ、もしくはその両方を追跡
できます。

 

ハイブリッド システムは大まかに以下の 2 つのカテゴリに分け
ることができます。 

センサー内のハイブリッド

この種のハイブリッド システムでは、センサーの内部がハイブリ
ッド構造になっており、光学式の追跡によって位置と向きを取得
し、IMU を使用して追跡の精度を高め、さらにセンサーの追跡
マーカーがカメラの視界から遮られた場合にデータの損失を回
避します。

IMU は加速度と速度のデータを提供します。光学式の追跡が遮
られた場合は、このデータを使ってモーション パスを推測でき
ます。オクルージョンを軽減するために予測を活用するので、こ
の種類のセンサーが必要とするカメラの台数は通常の光学式シ
ステムと比べて大幅に少なく、全体的なコストも削減できます。
ただし、慣性式データの計測に追加の電子デバイスを必要とす
るため、こうしたハイブリッド センサーのサイズはとても大きく
なります。

この方式を採用したシステムの例。

• VIVE Tracker
• OptiTrack Active Puck

図 5：OptiTrack Active Puck [OptiTrack のご厚意による提供画像]

図 6：VIVE ラケットに装着した VIVE Tracker [VIVE のご厚意による提供画像]
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システムレベルのハイブリッド

この種類のハイブリッド システムは、ハイブリッド構造をシステ
ム レベルで実装します。たとえば完全な慣性式スーツからデー
タを取得し、1 つまたは複数の光学式マーカーを使用して位置
に関する追加データを加え、慣性式システムで発生する「漂流」
を相殺できます。 

このアプローチを採用した例は数多くあるものの、通常この 2 
つのデータ ソースをうまく融合させることは非常に困難です。
理論上は、たとえばマーカーを演者の腰に装着すれば、そのマ
ーカーの位置を慣性式スーツの腰の位置データに設定できます
が、人間の腰の実際の動きとは、マーカーを装着する場所にか
かわらず、必ずしも厳密に演者の骨盤に合わせて動くわけでは
ありません。たとえば演者が前かがみになる場合、マーカーは一
定の空間内で上下に移動しますが、実際の骨盤の動きとは必ず
しも一致しません。これにより、演者が単にもたれかかったり前
かがみになったりした場合に、ターゲット スケルトンがうずくま
ったり、浮遊したりするような動作になることがあります。

この方式を採用したシステムの例：

• Xsens の慣性式スーツ + 位置を特定するVIVE Tracker

I画像ベース

画像ベース システムは、1 台または 2 台のカメラで撮影した 2 
次元画像を基に、オブジェクトの 3 次元形状が時間とともに変
化する様子を解釈します。たとえば Kinect カメラはこのシステ
ムを採用しており、精度は高くありませんが安価なモーション 
キャプチャ システムをプロ向けでない用途に提供します。

プロフェッショナルな用途については、一般的に画像ベースのソ
リューションが適しているのはフェイシャル キャプチャだけで
す。画像ベース システムのカメラを演者がかぶるヘルメットに装
着すると、常に演者の顔を直接捉えながら演者の頭と一緒に動
きます。このようにキャプチャするエリアが比較的狭く、表情で
変化する人間の顔の範囲も限られるため、この種類のシステム
でも顔の動きを十分な詳細度で取得して、デジタル キャラクタ
ーにデータをリアルタイムで送信できます。

演者の体の動きを完璧に捉えるのではなく、その瞬間における
体の大まかな動きのみを捉えるのであれば、画像ベース システ
ムを使って体の動きを追跡することは有用であると言えます。た
とえば、演者の腕が正確にどこにあるかではなく、単に腕がオブ
ジェクト向かって迅速に動くかどうかのみを知りたい場合があ
ります。この種類のキャプチャでは、対象者が追跡用に特別な
ものを着用する必要がないため、特にユーザーの動きに対応す
る場面で役立ちます。たとえば博物館の教育設備で、通りすが
りの人が事前に設定やキャリブレーションを行うことなく、ジェ
スチャーでコンテンツを操作できます。

通常、フェイシャル キャプチャを行うプロ向けの画像ベース シス
テムは、演者の顔の動きを処理して、生データをより高度な情報
へと変換する追加ツールを搭載しています。このような生データ
に加えて、たとえば口がどれだけ笑っているか、または口がどれ
だけ開いているかを数値化したデータを提供するものもありま
す。このような高度な抽出は、一般的にブレンド形状 (もしくは 
モーフ ターゲット) と呼ばれます。ブレンド形状は、頭部の回転
を表現する追加のトランスフォームに頻繁に使用します。

図 7：ヘッドマウント カメラ [Ninja Theory、Cubic Motion、3Lateral のご厚意に
よる提供画像]
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画像ベース システムでターゲット キャラクターを操作するに
は、何らかのマッピング プロセスを実行して、取得したブレンド
形状が対象のキャラクターで動作するようにフォーマットする
必要があります。特定のアバター メッシュに対する正確なブレン
ド形状マッピングの調整は手作業が必要になり、これは骨の折
れる作業になりがちです。しかし適切なマッピングが一度明らか
になればソースとなるあらゆる演者に再利用でき、システムはキ
ャプチャ対象の演者にかかわらず、ターゲット キャラクターに
使用する一連の形状を同様に出力します。

特定の画像ベース システムを経験すれば、以降はそのシステム
で動作するように設計されたフェイシャル リグでキャラクター
を構築でき、このマッピングにかかる時間を最小限に抑えるこ
とができます。

画像ベース システムの例：

• Cubic Motion Persona HMC
• Apple ARKit face tracking

ニーズを判断する

ポーズと位置

最も重要な検討事項の 1 つがキャプチャするデータの種類であ
り、これによって設定内容が変わってきます。主要な設定/デー
タにはポーズと位置の 2 種類があります。

ポーズ システムは、演者自身を基準にして演者の動きをキャプチ
ャします。位置システムは、空間の固定位置を基準にして演者と
カメラの動きをキャプチャし、そのデータから他の演者やカメラ
を基準にした演者それぞれの位置を特定します。

位置システムは空間のどこかにある XYZ 原点座標位置 (0,0,0) 
を基準にして演者とカメラをそれぞれキャプチャし、ポーズ シス
テムは演者自身の骨盤や腰まわりの固定位置を基準にして演者
をキャプチャします。

キャプチャを行う際は、どちらの方法を利用するか決定する必
要があります。このように区別する理由はポーズ システムが生成
するデータはそれほど複雑ではなく、位置システムより設定が
簡単だからであり、ポーズ システムでなんとか対応できる場合
は、ポーズ システムを使用してください。

プロジェクトが以下の条件をすべて満たす場合は、ポーズ シス
テムを使用できます。

• キャプチャしている間、演者が他の演者や追跡対象物と物理
的に接触しない。

• キャラクターの背後にある背景カメラを追跡する必要がな
い。次に例を挙げる。

• 撮影の間は常にカメラを固定して事後の編集作業で背景
を手作業で合わせる場合。もしくは

• 背景が単色でカメラが移動しても変化しない場合。

位置キャプチャ セッションですべてを適切に揃えるには、光学
式やハイブリッドの Mocap システムを使用する必要がありま
す。それとは対照的に、ポーズ キャプチャ セッションでは、光学
式、慣性式、またはハイブリッドを使用できます。

図 9：iPhone X カメラとリアルタイムに連動する顔のメッシュ

図 8：顔の表現と、関連するブレンド形状のパーセンテージ値
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https://cubicmotion.com/persona/
https://developer.apple.com/documentation/arkit/tracking_and_visualizing_faces


台本や演技を少し変えるだけで、場面の品質を落とさずに位置
システムからポーズ システムに変更できる場合は、選択肢が増
え、時間と費用を節約できる可能性があるため検討する価値が
あります。

たとえば Siren プロジェクトでは、キャラクターが動くたびに空
間内の位置を把握する必要があったので、位置システムを採用
しました。一方で Kite & Lightning プロジェクトでは、キャラク
ターは互いに触れ合わず、大きく動き回るアクションもなかった
ため、ポーズ システムを使用することができました。これらの選
択肢については、本ドキュメントで後ほど詳しく説明します。

フェイシャル キャプチャ

顔の表情や声をキャプチャする計画の場合、現実的な選択肢は
光学系と画像ベースのシステムです。慣性式の IMU は、機器の
サイズが大きく、さらに計測する動きの規模は小さいため、こう
した場面には適していません。

光学式システムを使用すると画像ベース システムよりもクリーン
な結果を取得できますが、通常、顔面に何らかのフェイシャル 
マーカーを施す必要があります。場合によって物理的なマーカー

は設置に時間がかかり、活発な顔の動きで脱落する可能性もあ
ります。そこで顔にマーカーをペイントして、追跡するシステムに
追加の特徴を与える手法がより一般的です。

通常、リアルタイム フェイシャル キャプチャ システムでは、演者
の顔の前に 1 台以上のカメラをしっかりと固定したヘルメット (
ヘッドマウント カメラ - HMC) を使用します。カメラが顔の前に
ぶら下がるようになるため、特に演者がこのようなキャプチャ プ
ロセスに慣れていない場合は、演者のパフォーマンスに影響が
出ることがありますが、演者が動き回るシーンでリアルタイム フ
ェイシャル キャプチャを行うには、これが最適な方法です。 

図 10：演者が歩くたびに位置キャプチャでリターゲットされるモーション 
[Epic Games、3Lateral、Tencent のご厚意による提供画像]

図 11：この図では、Ninja Theory による「Hellblade: Senua's Sacrifice」の主人
公セヌアをターゲットとしたアニメーションの制作にあたり、演者である Melina 
Juergens 氏の顔にマーカーが描かれています。3Lateral では独自の 3D スキャ

ンニング システムを使用して、Juergens 氏の外見をキャプチャしてデジタル ダブ
ル フェイシャル リグを構築し、3Lateral のリグ ロジック テクノロジーを活用して
このリグをリアルタイムで実行できるようにしました。そして、Cubic Motion のリ
アルタイム フェイシャル アニメーション テクノロジーを使用してセヌアに命を吹

き込んでいます。
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静止している演者に対するリアルタイム フェイシャル キャプチ
ャ、または非リアルタイム ワークフローの一環としてデータをキ
ャプチャして後からキャラクターに適用する状況では、ヘルメッ
トを使用しないフェイシャル キャプチャ システムを使用できる
場合があります。こうしたヘルメットレスのソリューションの例と
しては、Disney の Medusa システム があります。

また、スピーチをキャプチャするのか、もしくは単に顔の表情を
キャプチャするのかを考慮する必要もあります。一般的には、ス
ピーチのキャプチャには、表情のみをキャプチャする場合に比
べてより高感度なシステムが必要になります。

手および指のキャプチャ

手と指の動きのキャプチャについても、それに必要な精度を決
める必要があります。ほとんどの Mocap システムで、基本的な
手首の動きや回転についてはある程度の精度を得ることがで
き、多くの場合、歩行や会話などの単純なアクションについては
十分に対応可能です。ただし、個別の指の動きをキャプチャす
る場合はもっと困難になりがちです。

キャラクターが小道具を掴むときや、キャラクターの指の位置
が重要になる動き (指をさす、髭をなでるなど) がある場合、手
作業による指のアニメーションに時間をかけないなら、フィンガ
ー キャプチャを考慮する必要があります。ボディ キャプチャに
使用しようと思っているシステムがあるのであれば、そのシステ
ムがフィンガー キャプチャにも対応しているかを確認します。対
応しているのであれば、どのような種類の値をキャプチャするの
かも確認します。たとえば、一部のシステムでは指の曲がり具合
を示す値を提供しますが、開き具合を示す値は提供しません。

検討中のシステムでフィンガー キャプチャが直接サポートされ
ていない場合でも、そのシステムと併用して指の動きをキャプチ
ャできるシステムが数多く存在します。通常、このようなシステム
では、IMU またはひずみセンサーのいずれかをグローブに取り
付けて、演者の指の位置を計測します。計測された指のデータ
は、メインの Mocap システムから取得した手首のデータとマー
ジします。 

図 12：ヘッドマウント カメラを使用してフェイシャル キャプチャを行う Digital Domain の Doug Roble 氏 

図 13：Manus Xsens Glove は Xsens スーツの IMU センサーと特殊な指のセン
サーを組み合わせ、ボディ データと整合性の取れた正確な手の追跡データを提

供します。(Manus VR のご厚意による提供画像)
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https://studios.disneyresearch.com/medusa/


予算

パフォーマンス キャプチャ システムの導入については、サービ
ス プロバイダーとの契約、システムをレンタルしてそれを内部で
実行する、もしくは内部での使用に向けてシステムを購入すると
いう 3 つのアプローチが考えられ、必要な予算も異なります。

パフォーマンス キャプチャを行ったことがない場合や、使用す
る機器が複雑すぎると感じる場合は、専門のサービス プロバイ
ダーとの契約するのが良いでしょう。サービス プロバイダーはニ
ーズに合ったシステムの選定を支援するだけでなく、セッション
を実施するための物理的なスペースや技術者を提供し、必要な
データを納品することができます。パフォーマンス キャプチャを
定期的に行う計画がある場合でも、各セッション (または一連
のセッション) を経験することで、将来独自のシステムを持った
ときのために理解しておくべきことや、必要になる知識を学ぶこ
とができます。

内部使用向けのパフォーマンス キャプチャ システムのレンタル
は、モーション キャプチャを行う頻度がそれほど高くなく、必要
事項についてしっかりと把握している場合には良いアプローチ
です。Mocap データの設定、転送、管理、クリーンアップには 1
～3 名の技術者が必要になります。所有した場合と比べて、レン
タルの場合は機器を保守する必要がないことが大きなメリット
です。

金額に見合った利益を予想でき、使用目的がはっきりしており、
さらに機器の使用と保守に十分な人員を割り当てられる場合
は、パフォーマンス キャプチャ システムの購入を検討する価値
があります。

パフォーマンス キャプチャ システムの購入またはレンタルにつ
いて特に決まったルールはなく、その価格についても、需要や他
のさまざまな要因によって常に変動します。

以下は、本ドキュメントの執筆時点でのパフォーマンス キャプ
チャ システムの購入にかかるコストの目安を簡単に比較したも
のです。

• パックベースの追跡システム - $
• 手頃な慣性式スーツ - $
• ハイブリッド システム - $/$$ (慣性式スーツの性能に応じて

異なる)
• ハイエンドの慣性式スーツ - $$
• プロフェッショナルな Mocap スタジオのレンタル時間 - 1 日

あたり $$
• 光学式システムのスタジオ建設 - $$$$

同時に対応可能な演者の数

多くの場合、同時にキャプチャする演者の数もシステムの選定に
おいて大きな要因となります。

一般的には、1 人の演者のボディ モーション キャプチャについ
ては慣性式システムが最も安価で、「初めてのシステム」として
適していますが、同時に複数のキャラクターをキャプチャする場
合は複数の慣性式スーツを購入する必要があるため、結果的に
光学式システムより高価になります。

慣性式 光学式

演者 1 名 $ $$$$

演者 2～3 名 $$ $$$$

演者 4～5 名 $$$$ $$$$

演者 6 名以上 $$$$$$$ $$$$

光学式システムの初期コストは高額ですが、演者を追加するコ
ストははるかに安価です。

数名の演者のキャプチャを大幅な低予算で行う必要がある場合
は、慣性式スーツを一着購入して、それぞれの演者を個別にキャ
プチャすることもできます。ただし、この案を実行できるのはポ
ーズ システムを使用しており、演者が互いに触れることなく、さ
らに背景やカメラを追跡する必要がない場合に限られます。こ
うしたアプローチだと事後の編集作業が増えますが、モーショ
ン キャプチャの装備にかかる初期費用は削減できます。
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ケース スタディ
パフォーマンス キャプチャ システム選定の参考になる最近のプロジェクトを事例としてご紹介します。プロジェクトによって異なる
ニーズがあり、現在のプロジェクトを処理するのに適したソリューションをその都度利用します。

Siren

GDC 2018 で公開された Siren Real-Time Performance ビデオ で、Epic Games は演者の動きをモーション キャプチャでリアルタ
イムに反映するデジタル ヒューマン Siren を創り出しました。演者の顔やスピーチの動き、声、ボディのモーションをライブでキャプ
チャして、それらを Siren でリアルタイムに再現しています。

このデモの準備として、パフォーマンス キャプチャのニーズをリストにまとめました。

• 位置が重要です。可動式の仮想カメラを使用するため、すべての位置を正確に揃えるにはカメラと演者の両方を追跡する必要が
ありました。

• フェイシャル キャプチャを実施して Siren がステージから観客に語りかけるようにしました。それに加えて、ライブ デモンストレ
ーションであったために演者の顔にマーカーを取り付けられず、さらにプレゼンの最中にマーカーが外れるリスクを避ける必要が
あります。このため、残された選択肢はフェイシャル キャプチャに画像ベース システムを使うことでした。

• 一方、ボディ モーションについてはマーカーを Mocap スーツにしっかりと装着すれば、ライブ デモンストレーション中にも外れ
ることはないとわかっていたため、目立つマーカーを体に装着しても問題はないと考えました。

• さらに Siren の指も動かす計画でしたが、細かいディテールは必要なく、ライブで演者が話すときに自然な動きを再現できれば
十分でした。

位置が重要であり、さらにマーカーを隠さなければならないという制限がなかったため、ボディについては光学式マーカーをベース
としたシステム「Vicon」を採用しました。フェイシャル キャプチャについては、カメラによる追跡に関して複数の選択肢がありました
が、すでに Cubic Motion のシステムを使用した経験があったため、同社のリアルタイム フェイシャル キャプチャ ソリューションに
決定しました。

フィンガー モーションについてのニーズはそれほど高くなかったことから、これにも Vicon のシステムを使用できました。そのため、
モーション キャプチャ システムをこれ以上追加せずに済みました。使用したのは Vicon の「Shogun」ソフトウェアで、これを使って
指の主要なポイントを追跡し、これらを妥当な指の位置に変換しました。

図 14：発声や基本的な手の動きなど、演者の動きで駆動するデジタル キャラクター Siren [Epic Games、3Lateral、Tencent のご厚意による提供画像]
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SIGGRAPH 2018 Real-Time Live!の勝者 - Kite & Lightning
米国ロサンゼルスを拠点とする Kite & Lightning は、リアルタイム モーション キャプチャを始める前にいくつかの VR プロジェク
トを手掛けました。同社の創業者の一人である Cory Strassburger 氏は、同社のゲーム Bebylon Battle Royale に登場する赤ちゃ
んのキャラクターをリアルタイム Mocap で動かすシステムの開発を計画しました。こうして誕生した Democratizing MoCap:Real-
Time Full-Performance Motion Capture with an iPhone X, Xsens, IKINEMA, and Unreal Engine は、SIGGRAPH 2018 Real-Time 
Live!Competition で勝利を収めました。

ボディ キャプチャについては、キャラクターは動かない背景の場面にのみ現れて、互いに触れたり広い範囲を歩いたりはしなかった
ため、ポーズ システムで十分でした。Cory は Xsens MVN の慣性式スーツを着用し、IKINEMA LiveAction (現在は Apple の一部門) 
を使用してボディのストリーム データをスーツから Unreal Engine に転送しました。

フェイシャル キャプチャについては、Cory はペイントボール用のヘルメットに iPhone X を取り付けて、Apple の ARKit を活用してフ
ェイシャル キャプチャ データを Unreal Engine にストリーミングしました。この実装の詳細は この Unreal Engine のブログ投稿 を
参照してください。デジタル制作スタジオ Animal Logic では、同様のアプローチでパフォーマンスをキャプチャして、これを LEGO 
のミニフィギュアにライブでリターゲットしました。この詳細は 別の Unreal Engine のブログ投稿 を参照してください。

iPhone X のフェイシャル システムを Unreal Engine で使用する方法については、Unreal Engine のドキュメント『Face AR Sample』
を参照してください。

Summary
Choosing a performance capture system can take time and effort, but is well worth it when you find a system that fits your 
needs and budget. 

図 15：iPhone X は画像ベースのフェイシャル キャプチャに使用するカメラとして活躍します。 [Kite & Lightning のご厚意による提供画像]
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https://www.youtube.com/watch?v=lXZhgkNFGfM
https://www.youtube.com/watch?v=lXZhgkNFGfM
https://www.ikinema.com/
https://www.unrealengine.com/ja/spotlights/unreal-engine-helps-power-kite-lightning-s-winning-performance-at-real-time-live
https://www.animallogic.com/
https://www.unrealengine.com/ja/spotlights/real-time-mocap-replaces-hq-trivia-host-lego-minifigure
https://docs.unrealengine.com/ja/Platforms/AR/HandheldAR/FaceARSample/index.html


まとめ
パフォーマンス キャプチャ システムの選定には時間と労力がかかりますが、ニーズと予算にあったシステムを見つけることができれ
ばその努力は必ず報われます。

位置システム、ポーズ システム、フェイシャル キャプチャ システム、そしてフィンガー キャプチャ システムの機能や制限事項、メリッ
トとデメリット、システムのレンタルと購入にかかわる価格の面での考慮事項などに留意して注意深く検討することで、自分のパフォ
ーマンス キャプチャ プロジェクトに最適なソリューションをスマートに選択することができるはずです。

パフォーマンス キャプチャの今後の展望
近年のリアルタイム パフォーマンス キャプチャは利用しやすく正確になっており、人間による精密な演技をリアルタイムで必要とす
る映画、ゲーム、その他のメディアで、活用の機会が増加することが期待できます。

Digital Domainのような先進的な企業は Digital Doug (DD の研究開発部門が手掛ける Doug Roble 氏に相当するリアルタイム ア
ニメーション) のような、新しいパフォーマンス キャプチャ システムの開発、研究、テストを続けています。Epic では常に新しいテク
ノロジーの開発に取り組んでいます。新しく革新的なパフォーマンス キャプチャ システムやユースケース (Digital Doug など) の出現
に伴い、Unreal Engine がそのようなシステムやユースケースに対応し、引き続き創造的なビジョンをサポートできるようにするため
です。代表する事例に Live Link があり、この Epic のビルトイン プラグインは幅広いシステムやソフトウェアで動作し、パフォーマ
ンス キャプチャ データを Unreal Engine に取り込むことができます。また、今後も継続的に Unreal Engine のタイムコードとゲンロ
ックのサポートを改善し、リアルタイムと記録済みのパフォーマンス キャプチャ データについて可能な限り正確なデータを実現し
ます。

本ドキュメントを執筆するにあたり、記載する情報については正確を期していますが、パフォーマンス キャプチャの世界は常に進化
しており、毎日のようにさまざまな変化が生じていることもご承知おきください。新しいテクノロジーやハイブリッドの実装など、デ
ベロッパーの創造力にはしばしば驚かされることがあります。これらのシステムを初めて見たとき、私たちは感動とともに大きな喜び
を感じました。今まではほんの一握りの大手制作スタジオがシェアを占めていた業界に、今やさまざまな規模の制作スタジオが参入
して、新しいアイデアや工夫が取り入れられています。

パフォーマンス キャプチャ システムは今後も進化し、より迅速に、より容易に、そしてより高精度な結果をより安価に手に入れるこ
とができるようになるでしょう。読者の皆さんも今後の発展にご注目ください。

さらなる学習のための資料
参考資料、ビデオ、インタビュー： Unreal Engine Virtual Production Hub

ビデオ： Real-time Motion Capture in Unreal Engine

ビデオ： Siren Behind the Scenes

ブログ投稿： Unreal Engine helps power Kite & Lightning’s winning performance at Real-Time Live!
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https://www.unrealengine.com/blog/virtual-production-digital-domain-talks-digital-humans-and-more
https://docs.unrealengine.com/ja/Engine/Animation/LiveLinkPlugin/index.html
https://www.unrealengine.com/programs/virtual-production
https://www.youtube.com/watch?v=jRyq5uPC5UY
https://www.youtube.com/watch?v=NW6mYurjYZ0
https://www.unrealengine.com/spotlights/unreal-engine-helps-power-kite-lightning-s-winning-performance-at-real-time-live
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