
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米沢嘉博記念図書館 

2013年度 第3回 企画コーナー展示品リスト 

 

―次元の壁をこえて― 
初音ミク 実体化への情熱展 

 

展示期間  
2014年1月31日（金）～6月1日（日） 

休館日：毎週火・水・木曜（ただし祝日は開館） 
 

主催  
明治大学 米沢嘉博記念図書館 

 

協力  
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 

鳥取県，米子市 

明治大学COI-T「感性に基づく個別化循環型社会創造拠点」 
 
 

展示概要  
最初は歌声と、公式のパッケージイラストしかなかった「初音ミク」。その人気が広まるにつれ、そ

の歌をもっと聞きたい、そしてその姿を見たいという無数の情熱によって、さまざまな歌やイラスト、

映像や物語が創られ、ライブも開催されるようになりました。 

 今回はそうした初音ミクを構成する現象の中でも、コンピュータの中から次元をこえて「初音ミクを

実体化させたい」という夢に挑戦した人々の試みに焦点を合わせます。時にそれは技術の最先端を注ぎ

込んだものであり、時に手業の粋を凝らした造形物であり、あるいは SF のようなファンタスティック

なアイディアに満ち溢れています。 

 この展示では初音ミクがかきたてた、架空のキャラクターに“会いたい”という「次元の壁をこえる」

ための創意と技術の現在を紹介し、そこに投じられた情熱をお伝えします。 
 
 

関連トークイベント 
 

■みさいる・暇な学生7トークイベント「等身大初音ミクロボットと鼻歌で歌うミクができるまで」 
講師：みさいる，暇な学生7 / 日時：2月1日(土) 16：00～17：30 
場所：米沢嘉博記念図書館 2階閲覧室 / 料金：無料 

■「キャラクターを召喚する技術 アミッド／ポリッドスクリーンとは何なのか」 
講師：アミッドP・青木敬士，あおめさん，なヲタ / 日時：4月12日（土） 16：00～17：30 
場所：米沢嘉博記念図書館 2階閲覧室 / 料金：無料 

■CGMから始まるイノベーション 初音ミクが切りひらく未来 
講師：佐々木渉（クリプトン・フューチャー・メディア株式会社）、 

ドミニク・チェン（NPO法人コモンスフィア理事）、毛利宣裕・中村翼（東京メイカー） 
司会：宮下芳明（明治大学総合数理学部 准教授） 
日時：5月17日（土） 13:30開場 14:00～16:30 
場所：明治大学 中野キャンパス 5Fホール / 料金：無料 

 

展示室A 

展示室B 



展示室 A キューブ型展示ケース 
R001 初音ミクとは 
VOCALOID2初音ミク (クリプトン・フューチャー・メディア，2007年8月) 

同人誌「VOCALOIDs」 (KEI，2007年12月) 

1/8スケール キャラクターボーカルシリーズ01初音ミク (グッドスマイルカンパニー，2008年9月) 

KEI画集mikucolor (角川書店，2012年8月) 

 

R002 初音ミク実体化の歴史 2007年 
DTMマガジン2007年11月号 (寺島情報企画，2007年10月) 

CVシリーズVocalCD Volume01 初音ミク「星のカケラ」 (フロンティアワークス，2007年12月) 

 

R003 初音ミク実体化の歴史 2008年 
ねんどろいど 初音ミク (グッドスマイルカンパニー，2008年3月) 

Re:package /livetune feat.初音ミク (ビクターエンタテインメント，2008年8月) 

初音ミクmixing box (講談社，2008年9月) 

 

R004 初音ミク実体化の歴史 2009年 
supercell / supercell (ソニー・ミュージックダイレクト，2009年3月) 

「みくせん」パッケージ (志満秀) 

 

R005 初音ミク実体化の歴史 2010年 
VOCALOID2 初音ミク・アペンド（MIKU Append） (クリプトン・フューチャー・メディア，2010年4月) 

1/8スケール 初音ミク・アペンド(マックスファクトリー，2011年11月) 

Blu-ray「ミクの日感謝祭 39's Giving Day Project DIVA presents 初音ミク・ソロコンサート  

～こんばんは、初音ミクです。～」(ジェネオン・ユニバーサル, 2010年9月) 

 

R006 初音ミク実体化の歴史2011年 
1/8スケールミクダヨー (グッドスマイルカンパニー，2013年5月) 

Blu-ray「MIKUNOPOLIS in LOS ANGELES “はじめまして、初音ミクです”」 (セガ，2011年12月) 

 

R007 初音ミク実体化の歴史2012年 
ねんどろいど 初音ミク Family Mart Ver. (グッドスマイルカンパニー，2012年8月) 

「ミクの日大感謝祭 オフィシャルパンフレット」 (セガ，2012年3月) 

 

R008 初音ミク実体化の歴史2013年 
ねんどろいど 初音ミク 2.0 (グッドスマイルカンパニー，2013年6月) 

初音ミクV3 - Englishバンドル版 (クリプトン・フューチャー・メディア，2013年9月) 

figma 初音ミク 2.0 (マックスファクトリー，2013年11月) 

 

R009 ニコニコ動画と初音ミク 
ねんどろいど 初音ミク はちゅねフェイスVer. (グッドスマイルカンパニー，20008年8月) 

iPad上映「VOCALOID2 初音ミクに「Ievan Polkka」を歌わせてみた」 

(Otomania，http://www.nicovideo.jp/watch/sm982882) 

 

R010 初音ミクと著作権 

（パネル展示） 
 

R011 初音ミクとガレージキット1 
ガレージキット サイレントマイノリティ 初音ミク ロリータスタイル 館内スタッフ組み立て 

ガレージキット T’s system おんだ式ミク 館内スタッフ組み立て 

ガレージキット コブラ会 初音ミク 館内スタッフ組み立て 

「ワンダーフェスティバル 2013 [夏] 公式ガイドブック」 (ワンダーフェスティバル実行委員会，海洋堂) 

「フィギュアマニアックス乙女組 vol.26」 (アスキー・メディアワークス，2008年4月) 

 

R012 初音ミクとガレージキット2 
ガレージキット ちくたくらびっと デフォルメ・ミク ぷちでびるver. 館内スタッフ組み立て 

 

R013 楽曲とフィギュア 
ねんどろいどぷち ボーカロイド#01サイハテミク (グッドスマイルカンパニー，2009年11月) 

ねんどろいどぷち 初音ミク セレクション 深海少女 (グッドスマイルカンパニー，2013年9月) 

1/8スケール 初音ミク 恋は戦争ver. DXバージョン (グッドスマイルカンパニー，2012年1月) 

1/8スケール 初音ミク 深海少女ver. (グッドスマイルカンパニー，2014年5月) 

ミクモ#01 Original Collection 恋色病棟 初音ミク (ホビーストック・海洋堂，2012年1月) 

ミクモ#03 Original Collection LOL –lots of laugh- (ホビーストック・海洋堂，2012年2月) 

プライズゲーム景品 初音ミク ヴィネッティアムキュート (セガ，2009年12月) 

プライズゲーム景品 初音ミク ヴィネッティアムキュート vol.2 (セガ，2012年6月) 

プライズゲーム景品 初音ミク 千本桜 ディフォルメフィギュア vol.2 (タイトー，2013年9月) 

iPad上映 【初音ミク】 サイハテ【 アニメ風PV・オリジナル曲】 

（作詞曲・動画：小林オニキス http://www.nicovideo.jp/watch/sm2053548）

【初音ミク】恋色病棟【オリジナル曲】 （作詞曲：OSTER Project イラスト:Yおじさん 

http://www.nicovideo.jp/watch/sm7361534）

【初音ミク】LOL -lots of laugh-【オリジナル】（監督：四次元P 作編曲：Ken 作詞:エンドケイプ 

イラスト：ほにゃらら アニメーション:ポエ山 http://www.nicovideo.jp/watch/sm8033594）

【初音ミク】 深海少女【 オリジナル】(作詞曲：ゆうゆ イラスト：はるよ 動画：マクー 

http://www.nicovideo.jp/watch/sm11956364)

 

R014 ねんどろいど 
ねんどろいど 初音ミク (グッドスマイルカンパニー，2008年3月) 

ねんどろいど 初音ミク RQVer. (グッドスマイルカンパニー，2009年10月) 

ねんどろいど 初音ミク アブソリュートHMO・エディション (グッドスマイルカンパニー，2011年1月) 

ねんどろいど 初音ミク 応援Ver. (グッドスマイルカンパニー，2011年6月) 

ねんどろいど 週刊はじめての初音ミク (グッドスマイルカンパニー，2012年4月) 

ねんどろいど 初音ミク 浴衣Ver. (グッドスマイルカンパニー，2012年9月) 

ねんどろいど 初音ミク サンタVer. (グッドスマイルカンパニー，2012年12月) 

ねんどろいど 桜ミク (グッドスマイルカンパニー，2013年3月) 

ねんどろいど 初音ミク2.0 (グッドスマイルカンパニー，2013年6月) 

ねんどろいど 初音ミク 浴衣Ver.夏椿 (グッドスマイルカンパニー，2013年7月) 

ねんどろいど 初音ミク 水着Ver. ＆ Family Mart 2013 Ver. (Happyくじ，2013年9月) 

ねんどろいど 初音ミク 水着Ver. Family Martカラー (Happyくじ，2013年9月) 

ねんどろいど 初音ミク セーラー服Ver. (グッドスマイルカンパニー，2014年3月) 

ねんどろいど 初音ミク セーラー服Ver. Special color(グッドスマイルカンパニー，2014年3月) 

ねんどろいどぷらす じゃんぼ初音ミク (グッドスマイルカンパニー，2012年12月) 

ねんどろいどぷち ボーカロイド#01初音ミク (グッドスマイルカンパニー，2009年11月) 

ねんどろいどぷち 初音ミクセレクション (グッドスマイルカンパニー，2013年9月) 



R015 figma 
figma 初音ミク(マックスファクトリー，2008年9月) 

figma 初音ミク ライブステージver.(マックスファクトリー，2009年7月) 

figma 初音ミク Append ver.(マックスファクトリー，2011年9月) 

figma 初音ミク 応援ver.(マックスファクトリー，2011年11月) 

figma 初音ミク 2.0(マックスファクトリー，2013年11月) 

figma 雪ミク (マックスファクトリー，2014年2月) 

figma 初音ミク セーラー服ver.(マックスファクトリー，2014年3月) 

超合金 初音ミク(バンダイ・マックスファクトリー，2010年11月) 

 

R016 ドール 
 
Pullip 初音ミクP-034 (グルーヴ，2011年4月) 

Docolla VOCALOID・初音ミク (グルーヴ，2012年7月) 

リカちゃん LD-15 初音ミクリカちゃん (タカラトミー，2013年7月) 

 

R017 ぬいぐるみ 
 
ねんどろいどぷらす ぬいぐるみシリーズ01｢初音ミク｣ (Gift，2009年9月) 

初音ミク まるくなるぬいぐるみ (ホビーストック，2013年8月) 

初音ミク ぬいぐるみ (セキグチ，2013年11月) 

プライズゲーム景品初音ミク×しゅうまい君XLジャンボぬいぐるみ (タイトー，2013年1月) 

プライズゲーム景品 初音ミク 桜ミクぬいぐるみ (タイトー，2013年4月) 

プライズゲーム景品初音ミク 千本桜ぬいぐるみ (タイトー，2013年7月) 

 

R018 グラフィグ 
 
グラフィグ 000 雪ミク (コスパ) 

グラフィグ 001 初音ミク Nasos ver (コスパ) 

グラフィグ 009 じとみく (コスパ) 

グラフィグ 057 初音ミク 11cm (コスパ) 

グラフィグ 126 初音ミク イチマツver. (コスパ) 

グラフィグ 140 初音ミク にゃんこver. (コスパ) 

グラフィグ 141 初音ミク とりからミクwithハトver. (コスパ) 

グラフィグ 144 初音ミク まどろみくver. (コスパ) 

グラフィグABS 初音ミク Nasos Ver.(2012 Edition) (ファミリーマート・コスパ) 

グラフィグABS イチマツミク Ver. (ファミリーマート・コスパ) 

グラフィグABS Lat式ミク Ver. (ファミリーマート・コスパ) 

グラフィグABS 初音ミクおじょうさま Ver. (ファミリーマート・コスパ) 

グラフィグABS じとみく Ver. (ファミリーマート・コスパ) 

グラフィグABS 初音ミク FamilyMart Ver. (ファミリーマート・コスパ) 

グラフィグABS CHANxCO ミク Ver. (ファミリーマート・コスパ) 

グラフィグABS LOLミク ver. (ファミリーマート・コスパ) 

グラフィグABS Tda式アペンドミク Ver.( グッドスマイルカンパニー・コスパ) 

グラフィグABS にゃんこ Ver. ( グッドスマイルカンパニー・コスパ) 

グラフィグABS 初音ミク クリスマス Ver. ( グッドスマイルカンパニー・コスパ) 

グラフィグABS Lat式制服ミク Ver. ( グッドスマイルカンパニー・コスパ) 

グラフィグABS ミクニシャン Ver. ( グッドスマイルカンパニー・コスパ) 

グラフィグABS 恋色病棟ミク Ver. ( グッドスマイルカンパニー・コスパ) 

 

 

R019 コスプレ 
 
iPadで以下の皆様よりご提供いただいた写真のスライドショーを上映。 

コスプレ写真募集にご参加いただいた皆様 

としる゛様・みさみさ様・Eifen様・にゃりん様・Beverley Dear様・らすてぃ様・阿波（アボー）様 

濱田モード研様・コイシハラナオコ+ゆうか様 

COSMODE THAILAND 様 

D.P.H. 様（みらいのねいろ －The Sound of the Future－ 主催） 

 

R020 雪像とさっぽろ雪まつり 
 
 

ねんどろいど 雪ミク (グッドスマイルカンパニー，2010年2月) 

ねんどろいど 雪ミク たのしい雪あそび・エディション (グッドスマイルカンパニー，2011年2月) 

ねんどろいど 雪ミク ふわふわコートVer. (グッドスマイルカンパニー，2012年2月) 

ねんどろいど 雪ミク いちご白無垢Ver. (グッドスマイルカンパニー，2013年2月) 

ねんどろいど 雪ミク Magical Snow Ver. (グッドスマイルカンパニー，2014年2月) 

カプセル新千歳空港限定 北海道フィギュアみやげ 初音ミクwith 雪ミク(ケンエレファント，2012年1月) 

カプセル新千歳空港限定 北海道フィギュアみやげ vol.2 初音ミクwith 雪ミク 2013ver. 

(ケンエレファント，2013年2月) 

カプセル新千歳空港限定 北海道フィギュアみやげ vol.3 初音ミクwith 雪ミク 2014ver. 

(ケンエレファント，2014年2月) 

 

R021 初音ミクとゲーム 
 
ゲーム 初音ミク -Project DIVA- (セガ，2009年7月) 

ゲーム 初音ミク and Future Stars Project mirai (セガ，2012年3月) 

PlayStation Vita 初音ミク Limited Edition Wi-Fiモデル 

(ソニー・コンピュータエンタテインメント,2012年8月) 

プライズゲーム景品 初音ミク Project DIVA プレミアムフィギュア (セガ，2009年11月) 

プライズゲーム景品 初音ミク Project DIVA f プレミアムフィギュア (セガ，2013年6月) 

 

R022 MikuMikuDance 1 
 
iPad上映 【第2回MMD杯本選】オリジナル曲「Let's Dance Now !」【初音ミク】 

(ストリークP http://www.nicovideo.jp/watch/sm6138759) 

【第4回MMD杯本選】Chaining Intention【PV】 

(まさたかP http://www.nicovideo.jp/watch/sm9692478) 

 

R023 MikuMikuDance 2 
 
1/8スケール初音ミクLat式Ver. (グッドスマイルカンパニー，2011年8月) 

 

R024 MikuMikuDance 3 
 
iPad上映 【MMDAgent】初音ミクとおしゃべりできるソフトをつくってみた 

(MMDAgent，http://www.nicovideo.jp/watch/sm12181530) 

【SYNCHLOiD】ついに初音ミクが自ら『Tell Your World』を歌えるようになったよ 

(なヲタ，http://www.nicovideo.jp/watch/sm17706974) 

 

 

 



R025 DILAD 
 
スクリーンおよび投影器デモ展示 

 

R026 アミッドスクリーン 
 
スクリーンおよび投影器デモ展示 

 

R027 ポリッドスクリーン 
 
スクリーンおよび投影器デモ展示 

 

R028 その他の映写システム 
SORIS BOX型 (アージュ) 

Blu-ray「HATSUNE Appearance」 (ムービック，2013年4月) 

 

R029 ニコニコ技術部 
 
ユーザー作品 5mm ネギ振りミク (akira_you/製作) 

 

R030 VR(仮想現実感) 
 
Xbox360 Kinectセンサー (Microsoft) 

Oculus Rift Development Kit ケース (Oculus VR) 

 

R031 AR(拡張現実感) 
 
ドミノ・ピザ 初音ミク スペシャル BOX Mサイズ箱 (ドミノ・ピザ) 

 

R032 3Dプリンター 
 
ユーザー作品 そむにうむ式初音ミクS1フルカラー3Dプリンター出力 13cm (そむにうむ/製作) 

そむにうむ式初音ミクS1 3Dプリンター出力 5cm 

(本展示のために出力。協力：そむにうむ・「感性に基づく個別化循環型社会創造拠点」) 

 

 

 

 

展示室 A その他展示  

 

等身大初音ミクロボット1号機 (みさいる/製作) 
iPad上映 「等身大初音ミクロボット1号機デモンストレーション動画」 
 
即音ミク (明治大学総合数理学部，宮下芳明/製作) 
iPad上映「即音ミクデモンストレーション動画」 
 
配色支援システム (明治大学総合数理学部 荒川研究室/製作) 
 
電飾ウェディング初音ミク衣装 (筑波大学「SRSIV」/製作， 2011年10月発表) 
 
Oculus Rift デモ 
Mikulus (システム開発/GOROman) 
MikuMikuAkushu (システム開発/GOROman) 

 
■初音ミクの“祭壇”（ユーザー作品展示） 
 
ミクTIMOさん 
(コイシハラナオコ/製作) 
 
MMSP(仮  
(@gull08/製作) 
 
恋色病棟 
(かっきー＠部長P/製作) 
 
ももみく 
(Tamawka/製作) 
 
ロザフィ 初音ミク 
(丸山・IMAGE・ヒロアキ/製作) 
 
全力でカップめんのフタを押さえてくれるミクさん 
(Nazz/製作) 
 
田陀式初音未来観音菩薩立像 
(暇な学生７/製作) 
 
マグカップ 
(INAGURI 3939/製作) 
 
MODELAで取り出せ初音ミク 
(ボンクラーズ総長/製作，キオ氏より借用) 
 
はちゅねミクを実体で増やしてみた 
(-d-/製作) 

 

 



展示室 B 展示 
 

巨大はちゅねミク張り子 (にくきゅうっ/製作，米子市所蔵) 

 

歌うキーボード ポケット・ミク 

(大人の科学マガジン特別編集，学研マーケティング，2014年4月) 

 

■ユーザー作品展示 

 

あの楽器 春日モデル (akira_you/製作) 

 

あの楽器 Wolf.Ver (おおかみ/製作) 

 

初音ミクの犬服 (ハッピーパパ/製作) 

 

梅ミクのグラフィグ (Eji/製作) 

 

6軸ミク (akira_you/製作) 

 

MIKUTYPEデモ (暇な学生7/製作) 

 

マネキンでスピーカー入り等身大初音ミクを作ってみた (PなりたいP/製作)  

 

 

 

感想ノート 
 

 

Ver.20140601 


