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#VGMSPACE
#VGMDJ



• VGM VDJ
• 私のプレイスタイル遍歴

• iPad VJ

• 動画を準備するワークフロー
・リップシンク時の工夫

• 配信
• 配信環境について

※全部独学ですので ベストプラクティスではありません。

あくまで「個人の一例」として捉えてください。
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VGM VDJ

Video Game Music Video & DJ
ゲームの音楽で DJ しながら 動画も流すパフォーマンス 、演出

初めて DJ したときに画面を覗きこまれた
↓
掛ける音楽に興味を持ってくれたってことですよね！
↓
なんのゲームか分かったほうが もっと楽しい のでは？（実際、俺は楽しい）

ゲーム音楽の演奏会で演奏に合わせた
パワポ芸を見て極めて強い影響を受ける

何故始めたのか？

曲をプレゼンする手法としてのパワポ

II魂： http://ii-con.net/
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http://ii-con.net/


私の プレイスタイル 遍歴

背後に iPad を設置
＋

パワーポイント（※Keynote）に画像と曲名出して DJ 

画像の代わりに動画を流す

＋
iPhone を使った遠隔 VDJ

2015年～

2014年～
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リモコン操作



私の プレイスタイル 遍歴

パワーポイントに加えて、iPad で VJ アプリを導入

＋
ビジュアライザーによる自動映像演出

2021年～

HDMI を使って大画面で VDJ する

＋
環境があれば Youtube リンク（スマホでリモコン） を使って他人様の VJ をする

2016年頃～
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iPad VJ Hard Ware

※256GB モデル

現在 100GB 使用

（うち VJ 動画で 42GB）

【2019最新版】Type-C HDMI
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iPad VJ Soft Ware

PowerPoint 式 VJ より即興的な VJ Youtube VJ
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iPad VJ : PowerPoint 式 VJ（※Keynote）

テキストを入力

1ページ
1動画

可能な限り拡大

クリックしてムービーを開始
→ チェックを外す

切り替え
エフェクト
はOFF

パワポはプレイ中のリカバリが困難
→ 作成後は必ず動作テストする

透かしで曲名
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iPad VJ : より即興的なVJ（100VJ）

https://apps.apple.com/jp/app/100vj/id1389748239

https://sites.google.com/view/100vj/home

120円
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https://apps.apple.com/jp/app/100vj/id1389748239
https://sites.google.com/view/100vj/home


iPad VJ : より即興的なVJ（100VJ）

大量の動画

検索可能

デッキ スワイプで映像 mix

出力
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デッキ

iPad Keyboard



iPad VJ : Youtube VJ

Youtube アプリ単体 Youtube アプリ＋リモコン

・iPad 単体で可能
・検索画面が映っちゃう

・検索画面が映らない
・環境が必要
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ゲーム機などの



ゲーム動画の "準備"

・公式 トレーラー
・実況動画

動画編集
( Movie Studio 17 Platinum )

・音声は削除する（事故防止）
・重大なネタバレを含まないか
・表現上 sensitive でないか
・長さは十分か
・ステージごとに切り分ける

動画エンコード

動画準備のワークフロー

50～80MB 程度に抑えるため 中画質 に
1280x720、24fps、400 Kbps

NAS へ蓄積

VJ 用 iPad

Mac でﾊﾟﾜﾎﾟ 作成

完成版を転送

12



iPad VJ : リップシンク時の工夫

VGM にリップシンクの概念は（ほぼ）無いので基本ポン出しで OK。

『ゲーソン（歌モノ）』も同じく。

パワポは調整が出来ない（停止＝最初から再生）ので相性が良い。

イントロを削除した映像を用意

「割り切り」が必要

ここまでやってもカンペキは作れない
例：掛けたいポイントと、映像の歌詞が違う

前の曲

イントロ A メロ

流したい BPM やリミックスの尺に合わせて

動画を作り込むなどの工夫

→ 映像 再生開始

DJ

VJ

例：「イントロを切り落とす」

削除 動画
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例外（音ゲー、マッシュアップ）は更に工夫する



配信
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配信

↓配信 PC

↓手元カメラ

↓Twitch モニター

↓PCDJ

↑ DJコントローラー

良い感じの照明 →
（探照灯）

VJ用 iPad

曲名表示→
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配信環境

VJ 用 iPadhttps://www.twinfami.com/rekordbox_streaming_dj2

https://www.twinfami.com/rekordbox_streaming_dj2


実際の例（十六夜 FULLMOON 2020年10月2日）

https://www.twitch.tv/videos/758338832 17

https://www.twitch.tv/videos/758338832


手元カメラ
＋
ビジュアライザー

VJ

KUVO 連携曲名表示

Twitch のチャット
（Steamlab 利用）

配信レイアウト例
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配信：KUVO 連携曲名表示
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