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博士： 
「わしがアララギじゃ！ 
 こっちが助手をしておる孫のハルコじゃ」 
ハルミ： 
「助手でも孫でもハルコでもありませんよ」 
博士： 
「そして、これがわしが開発した『セル』じゃ！ 
 この『セル』をこうしてこうしてくっつける」 
「あとは弱酸性の溶液に浸すだけ！！ 
 これでボクセル生物『クリーチャー』の爆誕じゃ！」 
「あー、わしは忙しいので、ハルコくん、後はよろしく」 
 



更新履歴 
 
アプリバージョンv1.7 
・p18 ミラーコピーボタン追加 
 
アプリバージョンv1.6 
・p5 ツリービューモードボタン追加 
・P18-19 ツリービューモードページ追加 
・P20 鑑賞モードページ追加 
 
アプリバージョンv1.5 
・P11 エネルギーに関する記載を追加 



スライドモードボタン 
押すとスワイプ操作が回転から 
スライドに変わります。 

メニューボタン 
メニューの開閉をします。 

機能ブロック 
機能ブロックにはマークが付いてい
ますが、完成形にはつきません。 

メニューの「鑑賞モード」で完成形を
確認することができます。 

ブロックモード 
タッチしたブロックにブロックをくっ
つけます。 

ハンマーモード 
タッチしたブロックを壊します。 

機能ブロックモード 
タッチしたブロックに機能ブロック
を付けます。 

設定モード 
機能ブロックの機能選択やパラ
メータの設定をするメニューを開
きます。 

パレットモード 
パレットの色を変えるメニューを
開きます。 

ペイントモード 
タッチしたブロックの色を変えま
す。 

カラーパレット 
色を選択します。 

横にスワイプして見えていない部
分を出すことができます。 

情報 
Ｌ：長さ 
Ｗ：横幅 
Ｈ：高さ 
Ｎ：ブロック数 
Ｓ：表面数 

アンドゥボタン 
押すとブロックを付けたこと、壊
したこと、色を変えたことを取り
消すことができます。 

※ただし、機能ブロックを壊した
ことは取り消せません。 



カラーパレット 
タッチでパレットの選択を変えら
れます。 

パレットは横にスワイプすること
ができます。 

パレットモード 

カラーテーブル 
タッチで選択しているパレットの
色を変えます。 

カラーテーブルは横にスワイプす
ることができます。 
 

既にクリーチャーに使用してパ
レットの色を変えると、クリー
チャーの色も変わります。 

閉じボタン 
パレットモードを終了します。 



機能ブロック選択 
設定をする機能ブロックを選択し
ます。 
横にスワイプすることができます。 

設定モード 

ここに選んだ機能ブロックの設定
ツールが表示されます。 
 

※「機能セル」と表示されている
のは、生物を作る、つまりブロッ
クは細胞であるという、まったく表
に出てきてない設定のためです
が、わかりにくいので、説明では
ブロックを使用します。 

閉じボタン 
設定モードを終了します。 

ツリービューボタン 
機能ブロックをツリー構造で表示
します。 



コアブロック 
クリーチャーに必ず一つある、そ
して一つしかない機能ブロックで
す。 

コアはモデル全体の原点の役割
をもっています。 

設定モード 
（コア） 

向き変更ボタン 
モデル全体の向きを回転させます。
間違えて前後逆に作ってしまった
ときに使います。 
よくやります。 

ハート 
ハートを選択するメニューを開きま
す。 
ハートによって音を変更できます。 

揺れ 
モデル全体の揺れを設定します。 

赤・緑・青の３つの軸に対して設
定することができます。 

上下動 
モデル全体の上下動を設定しま
す。 

マイナスに設定すると２分の１周
期になります。（速くなります） 

軸 
赤・緑・青の３つの方向があります。 

※３Ｄのモデルはこの３つの軸に
たいして、回転や移動の設定をし
ます。 



回転 
回転やスイングをする機能ブロッ
クに設定します。 

設定モード 
（ジョイント：回転） 

スイング角度 
設定すると回転が設定した角度の
スイング（反復運動）になります。 

回転速度 
回転の速さを設定。 

マイナスにすると逆回転になりま
す。 

回転軸 
赤・緑・青の３つの軸のどれで回
転するのかを選択。 

角度 
回転の開始角度、スイングの中
心角度を設定します。 

回転速度がない場合はブロック
はその角度で固定。 

コピーボタン 
機能ブロックの設定をコピーしま
す。 ペーストボタン 

コピーした設定を貼り付けします。 



スライド 
スライドする機能ブロックに設定
します。 

設定モード 
（ジョイント：スライド） 

位相 
スライド運動の開始位置を設定し
ます。５０％が一番離れた位置、
幅で設定した位置になります。 

速度ゼロのときに、これでブロック
位置をずらすことができます。 

スライド幅 
１で１ブロック分スライドします。 

スライド方向 
赤・緑・青の３つの軸のどちらに
スライドするのかを選択します。 

スライド速度 
スライドの速さの設定。 

マイナスにすると逆方向になりま
す。 

片側だけ設定で逆側に動かすと
きに使えます。 

片側のみ 
スライドする方向を初期位置から
片側だけに制限します。 



バネ 
バネの働きをする機能ブロックに
設定します。 

設定モード 
（ジョイント：バネ） 

ジンバル 
オンにすると地面にたいして常に
水平をたもちます。 

硬さ 
バネの硬さを設定します。 
１００だとまったく動きません。 

反発 
バネの反発力を設定します。 



狙う（エイミング） 
自動的に敵の方向を向く機能ブ
ロックに設定します。 
 

※正面（緑のマイナス方向）を敵
の方向に向けるように動作します。 
９０度以上には向きません。 

設定モード 
（ジョイント：狙う） 

左右の狙い 
左右方向（青軸）の回転で狙いを
定める設定。 

※上下と左右両方を同時に機能さ
せることはできません。 

上下の狙い 
上下方向（赤軸）の回転で狙いを
定める設定。 



発射 
弾や粒子（パーティクル）を発射
する機能ブロックに設定します。 
 
※弾丸は発射にエネルギーを 
１００消費します。 

エネルギーが１００に満たないク
リーチャーは弾を発射しません。 

粒子（パーティクル）はエネル
ギーを消費しません。 

設定モード 
（発射：弾丸） 

放物 
重力の影響を受ける弾。 

直進より攻撃力が高く、寿命が長
いです。でも当り難いです。 

直進 
真っすぐ進む弾。 

発射方向 
赤・緑・青とそれぞれの逆方向の６
方向から飛ばす方向を選びます。 
緑のマイナスが正面方向です。 

表示されない 
発射の機能ブロックは完成形では
表示されません。 

弾丸の色は機能ブロックの色とし
て設定します。 



発射 
弾や粒子（パーティクル）を発射す
る機能ブロックに設定します。 

設定モード 
（発射：粒子 
    ：発射タブ） 

速度 
とばす粒子の速度を設定します。 

発射タブ 
発射する、速度や間隔の設定をし
ます。 

発射方向 
赤・緑・青３方向から飛ばす方向を
選びます。 
逆側は速度をマイナスにします。 

間隔 
次の粒子をとばすまでの時間間隔
を設定します。小さくするといっぱ
い出ます。 

ばらつき 
粒子をとばす方向の角度のばらつ
きを設定します。 

表示されない 
発射の機能ブロックは完成形では
表示されません。 

粒子の色は機能ブロックの色とし
て設定します。 



設定モード 
（発射：粒子 
    ：寿命タブ） 

寿命 
とばした粒子が消えるまでの時間。 

寿命タブ 
発射した粒子の寿命を設定します。 

＋ランダム 
寿命に０～設定値までのランダム
時間をプラスします。 



設定モード 
（発射：粒子 
    ：拡縮タブ） 

拡縮 
何倍まで拡縮するかを設定します。 

拡縮タブ 
発射した粒子の拡大縮小を設定し
ます。 

拡大終了 
上で設定した拡縮率になるまでの
時間を、寿命に対しての割合で設
定します。 

縮小開始 
上で設定した拡縮率になった後、
寿命まで小さくなっていく開始時間
を、寿命に対しての割合で設定し
ます。 

拡
大
終
了
％ 

縮
小
開
始
％ 

寿
命 

拡縮 



設定モード 
（発射：粒子 
    ：ちからタブ） 

重力 
下方向に落ちる力を設定します。 

ちからタブ 
発射した粒子にかかる力を設定し
ます。 

空気抵抗 
抵抗力を設定します。 

抵抗によって速度が遅くなってい
き、最後には止まります。 

風力 
緑方向固定に働く力を設定します。 



設定モード 
（スイッチ：タイマー） 

周期 
オン・オフする時間サイクル 

タイマースイッチ 
くっつけた対象の機能ブロックを時
間でオン・オフします。 

オフになった機能ブロックは機能
が停止します。 
 

タイマースイッチは間欠泉のような
効果を設定できます。 

オンにする時間 
スイッチをオンにする時間の設定 

オフにする時間 
スイッチをオフにする時間の設定 



設定モード 
（スイッチ：状態） 

状態選択 
 
停止： 
 止まっている状態 
前進： 
 進んでいる状態 
後退： 
 バックしている状態 
左回転： 
 左に向きを変えている状態 
右回転： 
 右に向きを変えている状態 

状態スイッチ 
くっつけた対象の機能ブロックをク
リーチャーの状態でオン・オフしま
す。 



ツリービューモード 
（機能ブロック選択） 

ノーマルセル化ボタン 
選択されている機能ブロックを通
常ブロックに変換します。 

ツリー 
機能ブロックを親子関係に基づい
て（ツリー構造で）表示します。 

機能ブロック選択 
設定したい機能ブロックを選択しま
す。 

×ボタンで戻ったときに選んだ機
能ブロックの設定画面となります。 

親子接続替えボタン 
選択されている機能ブロックをこの
機能ブロックの子供の親子関係を
変更します。 

ミラーコピーボタン 
選択されている機能ブロック以下
を全てコアを中心に反転してコ
ピーします。反対側の腕や脚など
をコピーして作ることができます。 



ツリービューモード 
（パーツ表示） 

パーツ選択 
この機能ブロックにくっついている
普通ブロックだけを表示します。 

他の部分はワイヤーフレーム表示
となります。 

親子接続替えボタン 
選択されている通常ブロックをこの
機能ブロックの子供に親子関係を
変更します。 

※元には戻せませんのでご注意く
ださい。 



録画ボタン 
（Android5.0以上のみ） 
画面をムービー録画します。 
もう一度押すと録画を終了します。 

ムービーの解像度は「セッテイ」で
低画質にすることができます。 

「鑑賞モード」にすると機能ブロック
で動いている様子を確認すること
ができます。 


