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論文概要 

踊りのディジタルコンテンツ化として、任意視点からの 3次元像作成を目指す。しかし、

モーションキャプチャで着物等の動きをキャプチャ・再現することは困難である。そこで、

演技者の動きの再現はモーションキャプチャ、外見(服の動き)の再現はビデオ画像を用い

ることで問題点を解決する。ただし、モーションデータとビデオ画像を直接対応付けるこ

とは、データの性質の違いから困難であるため、中間となるデータを用意することで難易

度を下げる。 

本論文ではその為の前段階として、平服時のモーションデータ、伝統衣装時の画像デー

タ、衣装にマーカーをつけた際のデータ、以上の 3種類のデータを用意し、各データ間の

時間対応をとった。 

 

Abstract 

There has been a growing demand for digital archiving of cultural heritages. In this 

thesis, we choose traditional dances as our target. Our ultimate goal is to develop a 

system by which we can see dances from any viewpoint. We are planning to 

reconstruct the 3D motion data from multiple video camera images and motion 

capture data. However, such dances are often performed in traditional clothes moving 

non-rigidly. Thus we cannot use the techniques for articulated objects whose parts are 

rigid. 

In this thesis, we present a method of making time correspondences between video 

image data and motion capture data as the first step forward the final goal. These 

synchronized data are expected to be useful for further motion analysis and 3-D 

reconstraction. 
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第1章 序論 

 

1.1 背景背景背景背景 

無形文化財を保存する試みは古くから行われてきたが、近年では映像技術の発達などに

より、ディジタルアーカイブとして保存される例が増えてきた。そもそも無形文化財とは、

演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上または芸術上

価値の高いものを指して呼ぶ。無形文化財は、人間の「わざ」そのものであり、具体的に

はそのわざを体得した個人または個人の集団によって体現される。人の体の動きにより表

現される舞踊などのディジタルアーカイブ作成の試みは、保存対象の踊り演技者の映像保

存及び、踊りの動作を記述した舞踊譜の作成、保存からなるといってよい。 

 

1.2 踊りの保存と記譜法踊りの保存と記譜法踊りの保存と記譜法踊りの保存と記譜法 

舞踊譜や舞踏譜とよばれる譜面は、踊りの動作を体の部分別に図形で表現している。ま

た、複雑な身体運動を記述できるようになっているため、誰にでもすぐに理解できるもの

にはなっていない。しかし、記述の一貫性、ある程度の学習により理解できる点から、様々

な記譜法が考案され、用いられてきた。例えば現在、欧米において最も広く用いられてい

る舞踊譜記譜法としては Labanotation(ラバン式身体運動記譜法)(図 1)がある。図中の記

号は体を動かす方向を表し、下から上に向かって動きが記述されている。 
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        図図図図    1111 Labanotation Labanotation Labanotation Labanotation の譜面の譜面の譜面の譜面    

 

1.3 踊りのディジタルコンテンツ化踊りのディジタルコンテンツ化踊りのディジタルコンテンツ化踊りのディジタルコンテンツ化 

舞踊譜を用いたディジタルコンテンツ化のアプローチとしては舞踊譜の譜面から３Dデ

ータを作成・表示する手法[1]と、モーションキャプチャにより３Dデータを取得し、舞踊

譜を作成する手法[2][3]がある。 

前者はイメージスキャナを用いて舞踊譜の譜面を画像データとして入力することで、舞

踊譜の図式記号を認識し、動作記述データとして出力する。そして作成した動作記述デー

タを３D表示する手法である。この手法においては譜面の読み取り精度が最大の問題点で

あるが、近年では図形認識の分野の発展により、読み取り精度が高くなってきたため、３

Dモデルに既定の動きを割り当てることで比較的容易に任意視点からの３Dデータ像が得

られる。 

[2][3]の手法においてはモーションキャプチャにより得られた 3次元データに対して、体

の各部分動作のセグメンテーションをすることで単位動作を設定し、譜面化している。[2]

においては変換後の記譜法が Labanotationなのに対して、[3]は独自に考案した記譜法を

用いている。[3]の手法においては、[2]をより拡張しており、単に譜面化を目指すのみなら

ず、踊りの動作を基本要素となる単位動作に分解し、あたらしい踊りとして再構成するこ

とをしている。 

いずれの手法においても３Dモデルの任意視点画像を生成することは可能であるが、画

像には人体ベースのポリゴンモデルしか含まれない。しかし、無形文化財の対象となる舞

踊では、着物などの伝統的衣装をつけて踊ることが多い。ここでは、伝統的衣装を着用し

た舞踊のディジタルコンテンツ化について検討する。 

そこで目標として、伝統的舞踊の 3次元像を再構成し、かつ踊りを基本要素に分割、舞

踊譜化を目指す。3 次元像においては演技者の衣装を含めた任意視点画像を得られるもの

とする。その際、基本要素に分解された動きを再構成し、３次元像に当てはめることで新

しい踊りを作成できるようにする。 
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1.4 問題点問題点問題点問題点 

踊りのディジタルコンテンツ化に必要な 3次元像作成の問題点として、演技者の衣装の

複雑さがある。演技者そのものの動きはモーションキャプチャによって取得、再現が比較

的容易に行えるが、演技中の衣装の動きを完全に取り込むことは非常に難しい。これは、

キャプチャ対象に取り付けることができるマーカーの数が少数に限定されているため、衣

装のように多数の箇所が不規則に動く場合、全ての動点にマーカーをつけることが事実上

不可能なためである。 

また、複数の視点による 2次元画像から、それらの中間の視点からの画像を生成する手

法に IBR(Image Based Rendering)法[4]がある。しかし、中間画像生成のために複数画像

間の特徴点対応を取らなくてはならず、衣装のように動点が多い場合に対応付けが困難で

ある。 

1.5 3次元像作成次元像作成次元像作成次元像作成 

先に述べた踊りのディジタルコンテンツ化を実現するため、モーションキャプチャとビ

デオ画像を時間的、空間的に対応付けることで問題点を解決する。モーションキャプチャ

は演技者の動きを容易に取り込むことができ、得られたモーションデータによって演技者

の 3次元モデルを生成する。そこでビデオ画像に対し、演技者に対して取り付けたマーカ

ーの 3次元位置データを割り当てることにより、2次元画像に擬似的に 3次元情報を付加

することができる。それを足掛りとして複数画像を対応付け、任意視点からの画像を生成

する。 

しかし、直接モーションデータとビデオ画像を対応付けるのは困難であるため、中間と

なるデータを用意することで対応付けの難易度を下げる。 

最終的にモーションデータから生成した演技者の 3次元モデルに対し、複数画像から生

成した衣装の任意視点画像をテクスチャデータとして貼り付けることで、演技者の動きと

衣装の動きの様子を再現したモデルを作り出し、目標とする画像を得る。 
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1.6 研究目的研究目的研究目的研究目的 

そこで、本研究では 3次元像を得るための前段階として、平服着用時におけるモーシ

ョンデータ、衣装着用時におけるビデオ画像、衣装の上からマーカーをつけた中間データ

の 3種類のデータを用意する。そして、各々のデータ間で時間対応をとり、その方法につ

いて考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

図図図図    2222    処理の流れ処理の流れ処理の流れ処理の流れ    

 

 

平服（モーションデータ） 

中間データ（モーションデータ） 

中間データ（ビデオ画像） 

衣装（ビデオ画像） 

3333次元像次元像次元像次元像    

多視点データ間の同期 

多視点データ間の同期 

２.３ 

２.４ 
２.５ 

２.５ 
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第2章 踊りのデータ解析 

2.1 モーションキャプチャモーションキャプチャモーションキャプチャモーションキャプチャ 

計算機上で人や動物等の動きをリアルに再現するために、そのものの動きをとらえ数値

化する技術をモーションキャプチャと言う。現在では映画やＴＶなどの映像業界やゲーム

業界などでは欠かせられないものとして重要な役割をもっている。代表的なモーションキ

ャプチャ方式としては、磁気式、光学式の二通りがある。 

2.1.1 磁気式モーションキャプチャ 

磁気式モーションキャプチャは、体に磁気センサーを取り付け電磁式に計測する方法で

ある(図 3)[5]。トランスミッタにより発生する磁気と被験者についているセンサーが反応

し合い、誘電電流がセンサー内に生じる。その電流からセンサーの位置と回転情報を取り

出すことができる。従来は計測点の数だけセンサー・計算機間にケーブルを必要としてい

たが、最近ではコードレスタイプが開発され、用いられるようになってきた。そのため、

ケーブルによる動きの制限を受けにくくなった。さらに、磁気式の場合、リアルタイム処

理ができる。欠点は周囲に金属があると磁界が乱れ計測精度が下がるなど、環境に左右さ

れやすいこと、ケーブルがある磁気式の場合は被験者の動作の自由度が低くなること、磁

気発生装置等大がかりな機材を必要とすることである。 
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(a)(a)(a)(a)磁気発生アンテナ装置磁気発生アンテナ装置磁気発生アンテナ装置磁気発生アンテナ装置            (b)(b)(b)(b)磁気センサー磁気センサー磁気センサー磁気センサー    

図図図図    3333    磁気式モーションキャプチャシステム磁気式モーションキャプチャシステム磁気式モーションキャプチャシステム磁気式モーションキャプチャシステム    

 

 

2.1.2 光学式モーションキャプチャ 

光学式モーションキャプチャは、全身の関節などのポイントに光を反射するマーカー（ピ

ンポン玉のようなもの）を取り付け、それぞれ別な方向から高速度 CCD カメラ等（赤外線

カメラが使われることが多い）で撮影し、３次元座標データを算出して動きを再現する方

法である(図 4)[5]。ケーブルやセンサーなどに全く拘束されないため、より激しい動きに

も対応できる。主に太陽光に影響されない屋内で用いられている。正確なマーカーの座標

値を得るためには、あるマーカーを常に３台以上のカメラでトレースする必要があるため、

最低６台のカメラが必要とされる。欠点は、計測したデータをいったん保存し画像解析な

どの処理が入るため、リアルタイム処理ができない、マーカーが体の陰に隠れてしまうと

計測できないことである。 
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(a)(a)(a)(a)測定用カメラ測定用カメラ測定用カメラ測定用カメラ              (b)      (b)      (b)      (b)リフレクション・マーカーリフレクション・マーカーリフレクション・マーカーリフレクション・マーカー    

図図図図    4444    光学式モーションキャプチャシステム光学式モーションキャプチャシステム光学式モーションキャプチャシステム光学式モーションキャプチャシステム    

 

 

 

2.2 処理用データ処理用データ処理用データ処理用データ 

本研究で用いるデータは次の 3種類である。 

A)A)A)A)    平服データ平服データ平服データ平服データ    

平服にマーカーを取り付けモーションキャプチャしたデータ。平服とは日常生活にお

いて見られる服装の内、キャプチャ時にマーカーが隠れにくいなど、衣装に対して比較

的障害の発生が少ない服装を指す。 

B)B)B)B)    中間データ中間データ中間データ中間データ    

衣装を着て、取り付け可能な部分にマーカーを付けた状態でモーションキャプチャし、

並行して様子を複数ビデオカメラで撮影する。結果、中間データとして得られるデータ

は、モーションデータと複数視点のビデオ画像となる。 

C)C)C)C)    衣装データ衣装データ衣装データ衣装データ    

衣装を着た状態で踊ってもらい、その様子を複数ビデオカメラで撮影して得られたビ

デオ画像データ。 
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2.3 モーションデータにおける時間対応モーションデータにおける時間対応モーションデータにおける時間対応モーションデータにおける時間対応 

ここでは平服データ及び、中間データのモーションデータに対し、各フレーム間の時間

対応を取る方法について述べる。 

モーションキャプチャによって得られるデータは、演技者の体に取り付けたマーカーの、

基準点に対する 3次元座標値である。モーションデータの一つのフレームは、各マーカー

の 3次元座標値の組み合わせによって表現される。 

そこで、本研究ではモーションデータにおけるフレーム間の時間対応を取るのに DPマ

ッチングを用いた。 

2.3.1 DPマッチング 

1.1.1.1.    一般的な一般的な一般的な一般的な DPDPDPDPマッチングマッチングマッチングマッチング    
局所的対応につけられた類似度をもとにして、それらを組み合わせた場合の全体的な照

合の良否を表す評価関数を考え、最も良い評価値を与える局所的対応の組み合わせを求め

る手法に DP(Dynamic Programming)がある。この手法をデータ列の対応付けに応用した

ものが DPマッチングで、一度計算した結果をうまく再利用して、効率的に計算すること

ができる。 

時系列のｍ個の 1次元データをもつ入力パターン Sとｎ個の 1次元データを持つ標準パ

ターン Tが以下のように与えられていたとする。 
入力パターン },,,,,{ 21 mi ssssS KK=  

 標準パターン },,,,,{ 21 ni ttttT KK=  

ここで Sと Tの類似度を測る最も単純な方法は、添字が同じ要素同士の値の差を求め、そ

れらを全て足し合わせた結果をパターン間の距離とし、Sと Tの類似度とする方法である。

しかし、入力パターン Sが標準パターン Tを時間的に伸縮したパターンである場合、単純

にパターン間の距離を測れば、Sと Tはマッチングせず、Sは偶然類似した他のパターン

とマッチングする可能性が大きい。その為、パターンの各データを観測された順に個々に

対応付けるのではなく、”1対多” 対応を許してやることで時間的に伸縮されたパターン同

士を対応付けすることができる。 
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2パターン間の部分対応を 
),,1,,1}(,{ njmijiwk KK ===  

とする。i,jは対応づけられたデータの添字である。すると、時間軸の対応は S-T平面上の

格子点Wkによって表される(図 5)。 

 

図図図図    5555    各パターンに対する時間軸の対応付け各パターンに対する時間軸の対応付け各パターンに対する時間軸の対応付け各パターンに対する時間軸の対応付け    

 

 

また、対応付けのコストｄを以下のように定義する。 
||||),()( jik tsjidwd −==  

対応経路 },,{ 21 kwwwW K= が与えられた時のパターン間距離 Dは 

∑=
k

kwdWD )()(  

で表せる。ここで部分対応ｗｋに対して次のような制限を設ける。 

 

（１） 単調性 
)()1(),()1( kjkjkiki ≤−≤−  

対象としているデータは時系列パターンであるため、データの反転は起こらない。 

 

（２） 連続性 
1)1()(,1)1()( ≤−−≤−− kjkjkiki  

ある格子点から次の格子点へのルートは隣接する周囲 8 個の格子点のいずれかに

限定される。 
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（３） 境界条件 
nKjmKiji === )(,)(),1(,1)1(  

入力パターンと標準パターンの最初のデータ同士、最後のデータ同士は必ず対応付

ける。 

 

（４） 傾斜制限 

単調性と連続性の条件から部分対応ｗの傾斜が限られる(図 6)。 

 

図図図図    6666    DPDPDPDPマッチングにおける傾斜制限マッチングにおける傾斜制限マッチングにおける傾斜制限マッチングにおける傾斜制限    

結局、最適なパターンマッチングをするためには次の漸化式を計算すればよい。 
初期条件 )1,1()1,1( dg =  







+−
+−−

+−
=

),(),1(
),(2)1,1(

),()1,(
min),(

jidjig
jidjig

jidjig
jig  

)1,1(g から ),( nmg まで求めることで類似度を得ることができる。対応付けの経路を得る

ためには ),( nm を始点、 )0,0( を終点として ),( jig の値を逆向きに、最小値をたどってい

けばよい。 

 

2.2.2.2.    DPDPDPDPによるモーションデータのフレーム対応によるモーションデータのフレーム対応によるモーションデータのフレーム対応によるモーションデータのフレーム対応    
フレーム単位の対応付けをするためには複数のマーカーの情報を評価すればよい。つま

り、対応付けコストを求める計算式を、複数点の座標データを対象として計算するように

定義する。 

 



 

つまり、コストの計算式を以下のようにする。 

( )∑ −+−+−=
p

zjziyjyixjxi ptpsptpsptpsjid |)()(||)()(||)()(|),(  

ここで、ｐは２つのモーションデータ S,T中のマーカー番号で、各々に対して座標値を累

積評価することでフレーム対応のコストを算出する。 

このときマーカーのうち、服の上など動きが不安定なものを考慮する必要がある。その

ため、平服データ及び中間データにおいて、マーカーが常時認識しやすいと予想される両

手指のデータ及び頭部のデータのみを、コスト算出の際の計算対象として限定することで、

対応誤差を低くする。 

また、データ取得開始の際、演技者の立つ位置が一定ではないことから、対応コスト計

算時には、対象フレームにおける各マーカーの座標値と初期位置との差分をとることにす

る。 

2.4 中間データにおける時間対応中間データにおける時間対応中間データにおける時間対応中間データにおける時間対応 

中間データにおいて、モーションデータとビデオ画像はデータの取得開始時間が異なる

ため、同期を取らなくてはならない。しかし、各種データは演技者の同一の動きを対象に

しているので、同期を取る際に時間の伸縮をする必要は無い。 

モーションデータ及び、ビデオ画像中において、ある一つのマーカーデータに注目する

と、同時刻における高さ方向の変化の様子は下図のように非常に似たものになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モーションデータにおける
Z方向の 

変位 
15 

図図図図    7777    例：あるマーカーの高さ変化の様子例：あるマーカーの高さ変化の様子例：あるマーカーの高さ変化の様子例：あるマーカーの高さ変化の様子    

時間 

時間 

Y方向の 

変位 

高さ方向の変化の様子 

ビデオ画像中における高さ

方向の変化の様子 

変位のピーク 
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そのため、ビデオカメラで演技者の横方向から撮影するなどして、マーカーの高さの

変化を捕らえていれば、キャプチャデータ中の同じマーカーの高さ変化を見ることによっ

て、ピーク値等を利用して同期をとることができる。 

 

2.5 複数視点ビデオデータの時間対応複数視点ビデオデータの時間対応複数視点ビデオデータの時間対応複数視点ビデオデータの時間対応 

複数カメラから得られるビデオデータは撮影対象となる演技者の動きがまったく同じ

ものの、撮影開始時間が同じでないため、同期をとる必要がある。そこで、ビデオ撮影開

始時に、カメラでフラッシュをする。ビデオデータ編集時にフラッシュしたフレームを探

し出し、開始フレームとして設定することで、複数視点データ間の同期が取れる。 

 



 17 

 

第3章 実験 

3.1 処理用データの取得処理用データの取得処理用データの取得処理用データの取得 

本実験ではモーションキャプチャの他に複数カメラを用いてビデオ撮影を行った（配置

と演技者の様子は、それぞれ図 8、図 9・10・11を参照）。 

今回使用したキャプチャ施設において、マーカーの位置を表す 3次元座標値は右手系座

標で、演技者の立つ床の基準点からの値がミリメートル単位で得られた。なお、キャプチ

ャ頻度は毎秒 200回であった。 

・踊りについて・踊りについて・踊りについて・踊りについて    

踊りは「津軽じょんがら節」で、動きが特徴的なパートを 20 秒の長さで区切り、計測

した。 

 

図図図図    8888    ビデオカメラと演技者の位置関係（鳥瞰図）ビデオカメラと演技者の位置関係（鳥瞰図）ビデオカメラと演技者の位置関係（鳥瞰図）ビデオカメラと演技者の位置関係（鳥瞰図）    
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図図図図    9999    平服にマーカーをつけた状態平服にマーカーをつけた状態平服にマーカーをつけた状態平服にマーカーをつけた状態    

     

図図図図    10101010    衣装にマーカーをつけた状態衣装にマーカーをつけた状態衣装にマーカーをつけた状態衣装にマーカーをつけた状態    

                                

図図図図    11111111    衣装着用時の状態衣装着用時の状態衣装着用時の状態衣装着用時の状態    
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・マーカー位置について・マーカー位置について・マーカー位置について・マーカー位置について    

平服時において、モーションキャプチャのために演技者に対して取り付けたマーカーの

位置は下図(図 12)の通りである。 

 

図図図図    12121212    マーカーの位置と名称マーカーの位置と名称マーカーの位置と名称マーカーの位置と名称    

記号の頭に対して右半身には R、左半身には Lが付けられている。また、衣装着用時にお

いては、両肘(RELB, LELB)及び両膝(RKNE, LKNE)のマーカーは取り付けていない。 

 

 

 

3.2 モーションデータにおける時間対応モーションデータにおける時間対応モーションデータにおける時間対応モーションデータにおける時間対応 

平服データと中間データの時間対応付けを DPマッチングした。対応付けコストの計算

対象としては、両手指先（RFIN,LFIN）及び、首の後ろ付け根（C7）を選んだ。 

結果、得られた対応の例を図 13にしめす。 
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図図図図    13131313    左手指先マーカーの左手指先マーカーの左手指先マーカーの左手指先マーカーの ZZZZ 座標対応の様子座標対応の様子座標対応の様子座標対応の様子    

3.3 中間データにおける時間対応中間データにおける時間対応中間データにおける時間対応中間データにおける時間対応 

中間データにおけるモーションデータとビデオデータの同期を取るため、対応づけをす

る作業者がモーションデータからのワイヤフレームモデルと、ビデオ画像中の演技者を見

て、ほぼ同時刻であると思われる箇所のマーカーの動きを追跡した。下図（図 14）は

Camera３による画像中のマーカーの動きを手作業で追跡したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

図図図図    14141414    左手指先のマーカーにおける変位の様子左手指先のマーカーにおける変位の様子左手指先のマーカーにおける変位の様子左手指先のマーカーにおける変位の様子    
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下図（図 15）はモーションデータにおける左手指先の高さ変位の様子を示してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図    15151515    モーションデータにおける左手指先の変位の様子モーションデータにおける左手指先の変位の様子モーションデータにおける左手指先の変位の様子モーションデータにおける左手指先の変位の様子    

ここで図 14、図 15におけるピーク値に対し、その時のフレーム番号同士は対応している

ことになる。 

対応が取れたフレームを以下に示す。 

 

 

             
 

図図図図    16161616    同期の取れたフレーム同期の取れたフレーム同期の取れたフレーム同期の取れたフレーム    
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3.4 複数視点ビデオデータの時間対応複数視点ビデオデータの時間対応複数視点ビデオデータの時間対応複数視点ビデオデータの時間対応 

撮影開始時のフラッシュにより、複数カメラからの各ビデオデータに 1 フレームだけ、

演技者及び背景が白く光っていた(図 1７)。そのため、フラッシュによって光ったフレーム

以前のフレームを編集ソフトにより、手作業にて削除した(図 18)。 

 

 

図図図図    17171717    フラッシュしているフレームフラッシュしているフレームフラッシュしているフレームフラッシュしているフレーム(Camera3)(Camera3)(Camera3)(Camera3)    
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(a)Camera(a)Camera(a)Camera(a)Camera１１１１                   (b)Camera2                   (b)Camera2                   (b)Camera2                   (b)Camera2    

   

(c)Camera3                      (d)Camera4(c)Camera3                      (d)Camera4(c)Camera3                      (d)Camera4(c)Camera3                      (d)Camera4    

 

(e)Cam(e)Cam(e)Cam(e)Camera5era5era5era5    

図図図図    18181818    複数カメラからのビデオ画像（開始フレーム）複数カメラからのビデオ画像（開始フレーム）複数カメラからのビデオ画像（開始フレーム）複数カメラからのビデオ画像（開始フレーム）    
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第4章 結論 

4.1 結果結果結果結果 

本研究では踊りのディジタルコンテンツ化として 3次元像生成を掲げ、実際に 3次元

像を得るための前段階として、平服データ、中間データ、衣装データの 3種類のデータを

用意した。そして、各々のデータ間で時間対応をとった。 

結果、現段階において段階的に対応付ける作業は比較的単純なものでも十分な効果が

あることが示せた。 

 

4.2 今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題 

中間データにおいてモーションデータとビデオデータ中のマーカーの変位を比較、同期

を取る際に作業者が目視で比較していたが、自動的に判別出来るようにする。 

同様に、ビデオデータに挿入されていた、フラッシュしているフレームの探索を手作業

で行っていたが、自動的に検出できるようにする。 

また、中間データと衣装データの時間対応をとることで、平服データと衣装データを時

間的に結び付け、ビデオデータにモーションデータからの 3次元情報を付加し、実際に 3

次元モデルを作成できるようにする。 
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