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論文概要 

本論文では踊りのディジタルコンテンツ化の一環として解析された舞踊データの再利用

を目的とする。加速度に着目して関節角度空間上でセグメントごとに分割された踊りの基

本的な振り動作を用いて新しい舞踊を生成する。またその新しい踊りを人間やロボットに

実際踊らせることを想定したシミュレーションの実現を目指す。基本理論として、 
(1) 振り動作を時系列上に並べてその中間動作を線形に補間することにより振り動作同士
を単純に繋ぐ。 

(2) 生成した動作に人間やロボットの拘束条件を与えて最適化する。 
(3) 生成した動作の衝突の有無を判定する。 
という 3つの実験を行った。また上記３つの機能を持つ舞踊コンポーザの雛型を作成した。 
 
 
 

Abstract  
This paper presents a method of assisting us to create new dances from motion data of 
traditional dances acquired and analyzed for digital archives. It combines dance motion 
elements, which are obtained by segmenting motion-capture data at the points with 
zero acceleration, and shows the resultant 3-D motion on the display. 
Two dance motion elements are connected basically by interpolating their end points in 
the configuration space. The following two factors are considered so that the connected 
dance can be performed by humans or robots. 
(1)Physical constraints of humans or robots, such as the maximum speed of each joint.  
(2)No collision among body parts. 
We have developed a dance composer based on the method and obtained promising 
results. 
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第１章 序論 

1.1    背景背景背景背景 

近年無形文化財のディジタルアーカイブ・ディジタルコンテンツ化の研究が盛んに行わ

れるようになってきている。無形文化財とは仏閣や大仏などの建造物や焼き物などの工芸

品に代表される形の有る文化財を差す有形文化財という言葉に対して、形の無い文化財、

つまり演劇や音楽、踊り、工芸技術などの技術で、わが国の歴史上または芸術上価値の高

いものを指す言葉である。無形文化財は有形文化財に比べて形を持たない分保存が困難で

あると考えられる。ディジタル処理には安定性、保存性、伝達性、加工性、検索性などの

特性と利点がある。その利点を生かすことにより無形文化財の記録保存や伝承、新たな発

展が可能になると考えられる。 
また、人間の身体動作を情報処理の対象として扱うことは無形文化財のディジタルアー

カイブに限らず高い関心を持って取り組まれているテーマである。 
 

1.2    舞踊のディジタルコンテンツ化舞踊のディジタルコンテンツ化舞踊のディジタルコンテンツ化舞踊のディジタルコンテンツ化 

無形文化財の一つとして日本の伝統舞踊が挙げられる。舞踊に対するディジタルコンテ

ンツ化の研究も他の無形文化財に対する研究同様に盛んに行われている。他の無形文化財

に対する研究の例としては服部らによる文楽人形の研究[1]などがある。 
舞踊のディジタルコンテンツ化にはいくつかの段階ごとの研究が考えられる。 

 
・舞踊データの取得 
舞踊データの取得はモーションキャプチャシステムを用いて行われる。代表的なモーシ

ョンキャプチャ方式としては磁気式と光学式がある。 
磁気式モーションキャプチャとは体に磁気センサを取り付け電磁式に計測する方法であ

る。磁気式の場合はリアルタイム処理ができる、衣服や障害物などの隠れに対応できる、

計測が環境に左右されやすい、大規模な機材を必要とする、等の特性がある。 
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光学式モーションキャプチャとは全身の関節などのポイントに光を反射するマーカーを

取り付け別々の方向から高速度 CCD カメラ等で撮影し、三次元データを算出する方法で、
リアルタイム処理はできないものの、ケーブルなどが一切無い為に激しい踊りでも計測す

ることができる特性がある。しかし隠れには対応できないのでカメラのキャリブレーショ

ンが必要となる。 
 
・舞踊データの解析 
舞踊データの解析には様々なアプローチがある。有名なものは舞踊譜(Labanotation)(図

1)という音楽で言うところの楽譜のようなものを用いるものである。舞踊譜は記号の羅列に
よって踊りを記述できる為に舞踊の定式化や身体部分に対する踊りのセグメンテーション

に役立つ。モーションキャプチャデータから舞踊譜を生成する研究[2]、舞踊譜から三次元
動画を生成する研究[3]、それらに対するシステムやツールの開発として研究[4],[5]などが挙
げられる。また舞踊譜を用いたもの以外でも中澤らの行ったモーションデータそのものを

解析することにより踊りを振りごとにセグメンテーションして定量化する研究[6]などがあ
る。 
 

 

図図図図 1：舞踊譜の説明図：舞踊譜の説明図：舞踊譜の説明図：舞踊譜の説明図 

右側の A,B,C,D の各姿勢が左側の A,B,C,D に対応している。舞踊譜の左から順に左手、
左足、右足、右手の各部を表わしておりそれぞれに記されている記号が動作の種類を表わ

している。 
 
・舞踊データの活用 
モーションキャプチャにより取得され、様々な視点から解析された舞踊データをどう使

うかという研究である。もちろん無形文化財としての踊りの保存だけを目的とするならば

取得したデータを解析してなんらかの特性を考察し、幾つかの視点で形式化する段階が重

要であるが、さらにそこから発展して文化としての踊りの伝承や既存の伝統舞踊から新し

い舞踊の創作などを考えた場合、舞踊データの活用方法も様々なものが考えられる。本研

究はこの準備段階として 1.3節以降に述べるような実験を行う。 
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1.3  舞踊データの再利用舞踊データの再利用舞踊データの再利用舞踊データの再利用 

舞踊データの活用についてのおおまかな内容は 1.2節で述べたが、ここではさらに具体的
な内容を述べる。 
取得し解析された舞踊データの再利用に対する研究はわらび座[7]が行った身体部分ごと
に違った踊りを割り当てる研究などがある。 
本研究では舞踊を振りごとにセグメンテーションする研究[6]の次段階として異なる踊り

の振り同士を繋ぎ合わせて新しい踊りを作り出すことを試みる。(図 2) 
 

 

図図図図 2：基本振り動作から新しい踊りを生成：基本振り動作から新しい踊りを生成：基本振り動作から新しい踊りを生成：基本振り動作から新しい踊りを生成 

 
また生成した新しい踊りを人やロボットが踊ることを前提にシミュレートする。 

このことにより従来研究が目的とする舞踊の保存と伝承に加えて舞踊の創作に役立つこと

になる。さらにツールの充実によってユーザーの間口を広げ、より多くの人に伝統舞踊を

知ってもらう手助けになれば良いと考える。舞踊を誰でも簡単に創作できるツールの開発

や作った踊りをロボットを踊らせるという研究はエンターテイメントや娯楽への展開も考

られ、応用方法は広く多岐にわたる。 
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図図図図 3：研究背景：研究背景：研究背景：研究背景 

無形文化財のディジタルコンテンツ化における本研究の位置をまとめると図 3 のように
なる。 

1.4  問題点問題点問題点問題点 

振りの動作を繋ぐといっても、ただ単純に時系列上に並べていっても意味が無い。 
振りと振りの間に動作を補間する必要がある。最も簡単な動作補間の方法の一つとして考

えられるのが繋ぐ振り同士の関係から位置を線形に繋いだ動作を生成して挿入するという

方法である。次に考慮しなければならないのは生成された新しい動作がいかに踊りとして

なめらかであるか、また人間又はロボットが踊ることが可能な動きであるかどうかが問題

である。 
「なめらかさ」という定義自体が曖昧なものであるのでそれを考慮するということは非

常に困難な問題と考えられる。踊りが対象では無いがMichael Gleicherら[8]は「歩く」な
どのような人間の基本動作のモーションキャプチャを用いて目的点への強制を与えること

により新しい動作を自然に生成している。 
人間又はロボットが踊ることが不可能な動きとはどのようなものか具体的に考慮すると、 
１．人体、ロボットそれぞれの仕組み上での動きの制限を超えている動作 
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２．人体、ロボットの個体差に関わらず不可能な動作 
の二つが考えられる。１はつまり人間やロボットの各身体部分における速度制限や関節の

角度制限のような人間、ロボットそれぞれが持つ固有の運動条件である。2は具体的に 
言えば体の一部が他の体の部分や物体に衝突して突き抜けてしまうような動作のことであ

る。 
実空間において物理的に不可能な動作であり、どの人間及びロボットのモデルにおいても 
共通のものである。 

1.5        研究目的研究目的研究目的研究目的 

本研究は基本舞踊動作を用いて様々な新しい舞踊の生成を考える場合の研究として 1.4
の問題点を考慮しつつ下記の点について理論を立て実験を行いシステムを開発することを

目的とする。 
 

・振り同士を結合すること 
舞踊データを振りごとにセグメンテーションした振りデータを用いて、前動作と後動作

の座標データを線形に結合していくことによって中間動作を補間して新動作を生成する。

この際の処理空間として実空間とコンフィギュレーション空間が考えられ、その両方にお

いて処理を行った。 
 

・拘束を考慮する 
人体やロボットの運動制限を拘束として考え、振り同士の線形結合によって得られた新

動作のデータに人間やロボットの拘束条件を適用することにより人体やロボットが実際に

踊ることを考慮したシミュレーションの一環とする。ここで拘束条件については自由に設

定できるようにする。 
 

・衝突を考慮する 
振り同士の線形結合によって得られた動作についてある身体部分が他の身体部分と衝突

して突き抜けてしまっていては物理的な動作として成り立たない。それは舞踊としての評

価をする以前の問題である。そこで各身体部分同士の衝突を判定する機能を考える。 
 
上記の３つの実現を目的として研究を進めることにした。またこれらのことを容易に実

行可能とする為のインタフェース、すなわち舞踊コンポーザの開発を平行して行った。こ

の舞踊コンポーザは将来的にはユーザーが単純な操作をするだけで基本振り動作を用いた

舞踊の創作ができるようなものを想定して開発をする。
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第２章 動作補間及び拘束、衝突問題解決の理論 

2.1    使用するデータとツール使用するデータとツール使用するデータとツール使用するデータとツール 

モーションキャプチャデータ及びツールは東京大学 生産技術研究所 池内研究室の中澤
氏から提供して頂いたものを使用する。 

2.1.1 モーションキャプチャデータ 

図 4のように踊り手の体に 15個の光学式マーカーをつけて取得したものである。 
実際に使用する数値データの形式は vpm形式(図 5)と呼ばれるものである。 

 

 

図図図図 4：人体モデルと：人体モデルと：人体モデルと：人体モデルと 15個のマーカー個のマーカー個のマーカー個のマーカー 
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図図図図 5：：：：vpmdata 

 
vpmデータとは図 5のように 15個のマーカーで計測した各部おいてのｘ、ｙ、ｚ軸方向

それぞれの座標(TRAN)、間接角度(ROT)、スケール(SCALE)の 9次元の要素及びフレーム
数、１フレーム間の時間から成り立っている。単位は座標がインチ、間接角度がラジアン、

スケールが％である。ただし、実際に扱うのは座標の 3要素だけの場合(実空間)と座標と間
接角度を合わせた 6要素(コンフィギュレーション空間)の場合ということになる。コンフィ
ギュレーション空間とは対象物体の自由度を座標軸とした空間であり、関節角度空間とも

呼ばれる。ロボットの経路・動作計画に用いられることの多い概念である。コンフィギュ

レーション空間の次元は 3次元の位置座標と 3次元の関節角度の 6次元で構成される。 
スケールについては現段階では 100％に統一されており各身体セグメントの長さの比率に
ついては無視をする。 
 
具体的な踊りの種類は 
・ そうらん節（北海道民謡） 
・ 御神楽 
・ 春駒 
・ 西馬音内（秋田県雄勝郡羽後町西馬音内） 
である。 
上記の４種類についてのデータ中から振りの動作を抜き出して結合する。 
 

2.1.2  vpm viewerと compare motion 

・ vpm viewer 
vpmviewerとは vpmデータの再生用ツールである。本研究では結合した動作データを 
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このツールを使用して再生した。 
図のように、vpmファイルを読み込んで操作ダイアログ(図 6)で操作することにより表示
ウ 

ィンドウ(図 5)でワイヤフレームの人体モデル(図 7)が踊り出すという仕様である。人体モデ
ル及び動作は openGLを用いて記述されている。 
  

 

図図図図 6：：：：vpm viewerの動作出力ウインドウの動作出力ウインドウの動作出力ウインドウの動作出力ウインドウ 

 

図図図図 7：：：：vpm viewerの操作ダイアログの操作ダイアログの操作ダイアログの操作ダイアログ 
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図図図図 8：：：：vpm viewerにおける人体モデルにおける人体モデルにおける人体モデルにおける人体モデル 

 
・ compare motion 

compare motionとは vpmファイルを読み込んで右手、左手、右足、左足の各部分(図参
照)について時間ごとの速度を算出し縦軸に速度、横軸に時間をとったグラフを表示するツ
ールである。(図 8) 
速度が一旦０になり弧を描いて再度 0 になったその時間の動作を踊りの一つの振りと考

えることができる。このツールを用いることによって振りのセグメンテーションデータを

抜き出す。そして異なる踊りから抜き出された振りのセグメンテーションデータを使用し

て新しい動作を生成する研究を行う。 
振りデータのセグメンテーションを図 8 のグラフを例に具体的に説明すると、グラフを
区切っている青い縦線は速度が 0 の時点である。一番左側の縦線(20 フレーム付近)に注目
するとそこで各身体部分を見ると上から左手、右手、左足、右足の全ての部分において速

度がほぼ 0 に近くなっている。次に左手部分が弧を描いて再度 0 に近くなっている次の縦
線部分(70 フレーム付近)の時点に注目する。そこで他の身体部分を見ると右手と右足もほ
ぼ速度が 0 に近い。左足は緩やかなカーブを描いて 0 に向かっている途中であるがこの間
の動作はひとつの振り動作として見なすことができる。 
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図図図図 9：：：：compare motionによる振りごとのセグメンテーションによる振りごとのセグメンテーションによる振りごとのセグメンテーションによる振りごとのセグメンテーション 

 

2.2    線形補間線形補間線形補間線形補間 

研究の準備段階として提供して頂いたデータ及びツールを用いて舞踊データから振り動

作を抽出した後、まず始めに、2つの動作を線形に繋ぐことを考えた。数値的な処理として
は例えば A、Bという異なった 2つの振りデータを A→Bの順で繋ぐとすれば、（Aの最終
フレームの各数値）と（Bの開始フレームの各数値）を直線的に任意のフレーム数で補間す
るということである。つまり Aの各座標(Am)と Bの各座標(Bn)の差を取り、その差をフレ
ーム数(frame)で除算した数値を単位変化値としてフレーム数分加算していったものが中間
動作の各座標(Mk)になるということである。 
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2.2.1 実空間での補間 

実空間を想定して三次元座標のデータだけを線形に結合することを考える。 
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ただ単純に動作を線形に繋ぐというのならば、実空間を想定した繋ぎ方でも良い 
かもしれない。しかし、本研究においてはロボットや人の自由度を考慮する必要 
がある。その点で実空間では問題が残る。 
 

2.2.2 コンフィギュレーション空間での補間 

2.2.1節の問題点を考慮してコンフィギュレーション空間での線形結合を試みる。 
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2.3    拘束問題拘束問題拘束問題拘束問題 

ロボットや人間の動作を新たに生成する場合に必ず考慮しなければならないのが拘束の

問題である。ロボットにせよ人間にせよその動きには制限があるからである。本研究では

重要な拘束条件の一つである身体各部の速度に対する拘束を考慮することにする。 
 

・速度拘束 
各人体及びロボットのモデルは個々に固有の速度拘束を身体各部に持っていると考えら

れる。（図 9）  

 

図図図図 10：速度拘束の説明図：速度拘束の説明図：速度拘束の説明図：速度拘束の説明図 

 
線形に補間した中間動作部分の vpm データについて現座標(Nt)と前座標(Nt-1)の距離

(Dt)を得て、それを Frame Rateで割ることによって速度(Vt)を算出し、速度に関する任意
の閾値(T)を与えることによって、拘束を満たす地点までフレーム数を増やすことにより各
部独立の速度拘束を与えることができる。 
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①の場合は拘束条件を満たしている。 
②の場合は拘束条件を満たしていないのでフレーム数を１だけ増加させて新しい補間動作

を得た後に再度計算する。 
これを繰り返すことにより最適な速度の動作が得られる。 

2.4  衝突問題衝突問題衝突問題衝突問題 

振り動作を結合する際に線形に動作補間した場合、前動作と次動作の座標を直線的に繋

いでいるので身体部分同士が衝突してしまう恐れがある。また衝突した場合に他の身体部

分の存在を無視して向こう側に突き抜けてしまう。そこで衝突が起きる動作同士を繋ぐこ

とを防ぐ、或いは衝突部分を補正する為に衝突の判定を行う必要がある。 
 
本研究の線形補間によって得られたデータは任意のフレーム数で構成されている。その

動作内での衝突、つまり 15種類の位置座標を結んだ直線が交差する時点を算出しようとす
る時に各フレーム時点だけを判定してもおそらくは衝突は判定できない。何故なら各フレ

ームの時点で都合良く直線同士が交差している確率は低いからである。直線という幅とし

ての大きさを持たないものの交差を離散的なフレームデータから算出するのは難しい。 
そこで衝突を判定する為の便宜上、直線からなる人体モデルを平面からなる人体モデルに

拡張する。(図 11) 目的は人間やロボットの動作シミュレーションなのでモデルにある程度
の肉付けをしても問題は無いと考えられる。 
また、補間フレームの数も衝突判定の処理部分内だけ 100～300程度の値まで増やして計

算する。 
本研究の場合は直線的な補間を行っているので前動作の終点座標と次動作の開始座標が

一致していればフレーム数を変えても動作の軌跡は変わらないので問題は無いと考えられ

る。 
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図図図図 11：疑似平面化：疑似平面化：疑似平面化：疑似平面化 

 
具体的な衝突判定方法は 
Ⅰ．判定したい身体の部分各々について構成する直線ｌの２端点から平面 Fを構成する。 
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(eは定数) 
 
Ⅱ．一方の平面の法線ベクトル(R)を算出する。 
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Ⅲ．得られた法線ベクトルからその面の方程式 Ax+By+Cz+D=0を得る。 
    A,B,Cは面の法線ベクトルの X成分、Y成分、Z成分であり、面の頂点座標１つを方程
式に代入することによって Dが求まる。 

   
Ⅳ．Ⅲで得た一方の面の方程式にもう一方の面の各頂点の座標を代入して値の符号を調べ 
る。 

Ⅴ．全ての符号が一致すれば面同士は交差しておらず、一つでも符号が違えば面同士が交

差していることになる。 
Ⅵ．面が交差している場合は衝突が起こっていると考えられる。(図 12)  
 
上記のⅠ～Ⅵの計算をある程度大きいフレーム数で繋いだ時の各フレームの座標において

行えば補間動作が衝突するかどうかが判定できる。 
 

 

図図図図 12：疑似面の交差：疑似面の交差：疑似面の交差：疑似面の交差 
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2.5    舞踊コンポーザ舞踊コンポーザ舞踊コンポーザ舞踊コンポーザ 

2.1 節～2.4 節の内容を踏まえた上で舞踊コンポーザの開発を平行して行った。コンポー
ザのシステムは図 10の通りである。舞踊コンポーザと書かれた枠で囲まれているの部分が
実際に開発を行った部分である。 
具体的なデータの流れは、まず舞踊データ(vpm data)を compair motionで解析して加速度
のグラフを得る。そこから振り動作の部分フレームを得て、フレーム数と舞踊データを振

り動作抽出モジュールに入力することにより振りごとにセグメンテーションされたデータ

を得る。次に複数の振り動作データを線形補間モジュールによって結合する。その後、線

形に繋がれたデータと速度拘束の数値を速度拘束モジュールに入力することによって拘束

条件に即した動作に変換する。また、線形に繋がれたデータを衝突判定モジュールで解析

することによって身体各部の衝突の有無を判定することができる。こうして処理されたデ

ータを vpm viewerで読みこむことにより 3次元動画を得る。 

 

図図図図 13：舞踊コンポーザのシ：舞踊コンポーザのシ：舞踊コンポーザのシ：舞踊コンポーザのシステム図ステム図ステム図ステム図 
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図図図図 14    線形補間モジュール及び衝突判定モジュール線形補間モジュール及び衝突判定モジュール線形補間モジュール及び衝突判定モジュール線形補間モジュール及び衝突判定モジュール 

 

図図図図 15    速度拘束モジュール速度拘束モジュール速度拘束モジュール速度拘束モジュール 
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第３章 動作補間実験及び拘束、衝突シミュレーショ

ン 

線形補間、速度拘束、衝突判定の各々について実際に舞踊データを用いての実験及びコ

ンポーザとして各モジュールの作成を行った。 
初期段階としてはなるべく近い動作の結合を目指すことにする。例えば下半身の動きが

小さく上半身の動きが大きいといったような似たような特徴を持つ振り同士を繋ぐといっ

たようにである。 

3.1    線形補間線形補間線形補間線形補間 

舞踊コンポーザのメイン機能として二つの vpmファイルと補間フレーム数を入力から得
ることにより与えられたフレーム数で線形に動作を補間して結合された新しい vpmファイ
ルを生成するモジュールを作成した。 
実験としてコンフィギュレーション空間での線形結合を行った。繋いだ動作は春駒の振

り「H１」と西馬音内振り「N１」である。（図参照） 
 

 

図図図図 16：：：：H１１１１ 

Ｈ１：両手を胸の前で合わせた状態から開いて閉じる。 
   右足を内に折り曲げた状態から伸ばしてまた折り曲げる。 
   という動作である。 
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図図図図 17：：：：N１１１１ 

Ｎ１：両手を下ろした状態から水平に上げて下ろす。 
   右足を前、左足を後に交差させた状態から右足を後、左足を前に交差させる。 
   という動作である。 
 
H１とN１を線形に 5、10、20フレームで補間した。下の図は１番なめらかに見えた 10フ
レームでの補間の動作である。 
1番左のフレームがＨ１の最終状態、1番右のフレームがＮ１の開始状態になる。 

 

図図図図 18：：：：H１と１と１と１と N１を線形補間１を線形補間１を線形補間１を線形補間(5フレームフレームフレームフレーム) 

 

 

図図図図 19：：：：H１と１と１と１と N１を線形補間１を線形補間１を線形補間１を線形補間(10フレームフレームフレームフレーム) 
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図図図図 20：：：：H１と１と１と１と N１を線形補間１を線形補間１を線形補間１を線形補間(20フレームフレームフレームフレーム) 

 
10 フレームで補間した場合は見かけ上は一連の動作として滑らかに見えた。5 フレーム

の場合は補間動作の部分だけが極端に速く動いているように見えてしまい、逆に 20フレー
ムの場合は極端に遅く動いているように見えてしまった。人間の目で見た見かけの滑らか

さはこのように幾つかの場合を試せばある程度の結果を得ることができるが、ロボットや

人間の拘束条件を考慮するには補間の際に数値計算をする必要がある。そこで、3.2では速
度の拘束条件を与えることによって適した補間を行うことができるようになる仕組みを作

成する。 
 

3.2    速度拘束の適用速度拘束の適用速度拘束の適用速度拘束の適用 

身体モデルの各部に対して速度を計算して、コンポーザーの入力(下図)から得た閾値との
比較を行い最適化する。まず任意のフレーム数で線形補間をしたファイルを作成し、次に

速度拘束モジュールの入力から速度の最大値を得る。その後、各身体部分ごとに条件を満

たすまでフレーム数を増やしていき全身体部分において条件を満たしたフレーム数で最終

的な結合データを出力するようなシステムを作成した。 
実際にシステムを使い速度拘束を適用した結果、条件通りの速度になった。今後さらに

具体的な拘束条件を持つ人体モデルを作成して現実的な適用をする必要がある。 
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3.3    衝突判定衝突判定衝突判定衝突判定 

衝突が起こるケースとして N1を二つ繋ぐケースを扱った。(図 18) 
 

 

図図図図 21：Ｎ１を二つ結合することによる衝突の発生：Ｎ１を二つ結合することによる衝突の発生：Ｎ１を二つ結合することによる衝突の発生：Ｎ１を二つ結合することによる衝突の発生 

N1を二つ線形補間によって結合すると、図のように右足下部（R-Shinと R-Footを結ん
だ部分）と左足下部（L-Shinと L-Footを結んだ部分）が衝突して突き抜けてしまっている。 
 
舞踊コンポーザの機能の一部として 2.4 節で述べた計算を行い衝突を判定するモジュー

ルを作成して上記のケースにおいて衝突判定を行った結果、上手く衝突が判定できた。



 26 

第 4章 結論と今後の展望 

本章では、論文の結果と今後の課題について述べる。 
 

4.1    結論結論結論結論 

本研究では舞踊の基本的な振り動作同士を繋ぐことにより新しい動作を生成する為に、 
(1) 振り動作の線形結合 
(2) 生成動作への速度拘束の適用 
(3) 生成動作の衝突判定 

を行い、その為の舞踊コンポーザの基盤となるべきものを設計した。 
 それによって 
・ 単純に線形に動作を繋いだだけでも見かけ上は自然な動作が生成できる。 
・ 点で表されるモーションキャプチャデータに大きさを持たせる事によって衝突を判定

できる。 
以上のような知見が得られた。 

4.2    今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望 

今後の課題としては。 
 
・ 人体の関節の角度についての拘束問題を考慮する。 
 
・ 拘束問題の拡張として拘束条件を考慮したいくつかの人体・ロボットのモデル 
を作成して実際にシミュレーションを行う。 

 
・ 処理の対象を動きの近い動作同士から全く動きの異なる動作に拡張して最適な補間方 
法を模索する。例を挙げるならば全く違う動作同士の間に両者にとって近い動作をコン 
ポーザー側で自動的にいくつか検索して間に挿入する方法などが考えられる。それに準

じて振り動作のデータベースの作成と振り動作の特徴付けなどを行う必要がある。 
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・ 衝突判定については非線形での結合の場合も考慮する。今回は直線的な結合だった為 
に全体のフレーム数を増やして処理することにより判定をしたが、非線形の軌跡を辿る

動作の場合は１フレーム間ごとに細かくフレーム数を増やしてできるだけ実際の軌跡

に近づけて処理を行うなどの方法が考えられる。 

    

図図図図 22：中間動作検索の流れ：中間動作検索の流れ：中間動作検索の流れ：中間動作検索の流れ 

 
・ 踊りと音楽の関係性 
踊りと伴奏音楽は切り離せない存在である。踊りにはそれぞれに拍子、テンポ、リズム

があり、違う踊り同士で同一の性質もあればある踊り特有の性質もある。Computer 
music の分野における自動伴奏生成の研究でも全く違う音楽同士の中間演奏を自動生
成するということは非常に困難な課題であり、拍子やテンポ、リズムが違う踊りを繋ぐ

中間動作の生成を行う場合も同じことがいえると考えられる。 
 
・ コンポーザーとしての機能の拡張 
使用者の間口を広げ舞踊の創作などに役立つようにコンポーザの機能を拡張する。 
処理部分と同時にユーザーインタフェース部分も考慮する必要がある。 
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