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論文概要 

本研究では舞踊の外見・運動情報両者を統合したディジタルコンテンツの作成を目標とす

る．コンテンツを構成するデータには，外見情報としてディジタルビデオカメラによる映

像，運動情報として身体各部のモーションキャプチャデータを用いることにする．しかし

現時点では，両データを同時に取得するには幾つかの問題があるため，複数回にわたるデ

ータ取得を行わざるを得ない．このとき，ビデオ画像とモーションデータの対応関係にズ

レが発生するため，これを補正した上で統合する必要がある．しかし，両者のあらわす情

報の質の差から，直接結び付けることは難しい．そのため，映像及び運動情報を含んだ補

助データを用意し，合計 3 種のデータに対して段階的対応付けを行うことを提案する． 

また，映像と運動情報が統合されたディジタルコンテンツの一例として，伝統衣装下の

身体動作の様子を見ることができる映像を生成することで，補助データを用いた段階的統

合法の妥当性を示した． 

 

 

Abstract 

 

There has been a growing demand for digital archiving of cultural heritages; moreover the shortage 

of successors of traditional dances is often a serious problem. The aim of our research is to generate 

digital contents of traditional dances for digital archiving. Such digital contents should have as much 

information as possible so that they can be used for various purposes in future. Appearance and 

motion are considered to be two major types of information. Our final goal is generating digital 

contents in which appearance and motion data are integrated. In this paper, as the first step toward 

the goal, we present a method of registering video data in traditional clothes and motion capture data 

in plain clothes in terms of time and space. However, the property of these data is very different, so 

that it is difficult to do so directly. Thus we introduce auxiliary data to ease the problem. Finally, We 

generate an example of digital contents. We can see how each body part moves under traditional 

clothes in the generated contents. 
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第1章 序論 

1.1 背景 

近年，情報技術の発達により，文化財にコンピュータを用いたディジタル情報処理を行い

保存する，ディジタルアーカイブが認知されるようになり，様々な試みが行われている[1][2]．

本研究ではその一手法として，伝統舞踊のディジタルコンテンツ化を目指している[3][4][5]． 

 

保存の必要がある情報として，まず挙げられるのは外見情報である．外見情報の保存方

法として最も容易かつ，頻繁に行われる方法が，ビデオ等を用いた映像の撮影である．し

かしながら，得られるのが 2 次元かつ固定視点の映像であるため，伝統舞踊の保存方法と

しては情報不足である．そこで，多数視点からの複数映像情報を保存することで，不足す

る情報を多少補うことができる．また，それら複数映像情報を利用することで，映像間の

幾何的拘束から 3 次元形状情報を復元，保存する視体積交差法等の手法[6][7][8]などが提案

されている．しかし，これらは任意の視点からの外見情報が復元可能であるが，着衣の下

にある身体の動きは映像に写らないため，それを復元することはできない．そこで，画像

に簡易人体モデルを当てはめる事により，姿勢や動作を復元する試みが行われている[9]．

このように舞踊を見るだけでなく，身体各部の動作に関して解析・保存を行い，例えば後

継者の教育に用いれば，しばしば生じる後継者問題の打開策にもなる．そのため，特に動

作情報に着目した保存・解析が必要である． 

 

舞踊動作の保存法として，古くから身体動作を符号化した様々な舞踊譜が考案され，用

いられてきた．近年では，モーションキャプチャと呼ばれる身体各部の動きを 3 次元位置

情報として取り込む技術を用いることによって，舞踊動作の解析・保存を行う例が増えて

きた．このモーションキャプチャシステムを用いることで，キャプチャした各部位の加速

度等により，一連の動きを基本動作に分割・符号化して保存する手法が提案されている

[10][11][12][13]．ここで舞踊譜は動きを保存するための手法であり，演技の外見情報に関し

ては正確に復元することができない．舞踊動作を撮影すると同時にモーションキャプチャ

をしようとしても，伝統衣装の性質に付随する様々な問題が発生し，不完全なモーション

データ，あるいは映像しか得られない．また，演技時の身体の動きに付随する衣装の動き

は保存に関して重要であるが，衣装のような柔軟物体の動きを取得するために必要な高密
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度の特徴点追跡を，現行のモーションキャプチャシステムでは行うことができない． 

 

舞踊に関し，主に保存・研究対象として研究されている外見情報と運動情報の 2 点につ

いて述べた．このように情報の保存が運動，外見と双方の情報を保存する試みが行われて

きた．両者が同時に利用できるようになることは保存，あるいは解析の点で多くの利益が

あると考えられる． 

 

そのため，本研究では舞踊の外見・運動情報両者を統合したディジタルコンテンツの作

成を目標とする． 

 

1.2 目的 

 

本研究においてコンテンツを構成するデータには，外見情報としてディジタルビデオカ

メラによる映像，運動情報として身体各部のモーションキャプチャデータを用いることに

する．このとき，両データを同時に取得しようとすると幾つか問題が発生するため，別々

に取得しなければならず，データ間のズレを補正・対応付けする必要がある．しかし，映

像とモーションデータは情報の質が異なるため，比較しづらい．そこでズレ補正の難易度

を下げるため，不完全ながらも両データの性質を持つ補助データを新たに用意する．そし

て補助データを仲立ちとした，外見情報と運動情報の段階的統合法を提案する．また，両

情報が統合されたコンテンツの一例として舞踊演技の映像（外見情報）に対し，その伝統

衣装下における身体各部の位置の様子（運動情報）を投影した映像を生成する． 

 

1.3 論文構成 

第 2 章では映像と運動情報に補助データを用いた段階的対応付けをする方法について

提案し，その流れについて説明する．第 3 章では具体的に補助データを用いた時間と位置

の対応付けを行い評価する．また，第 4 章ではその結果を元にした補助実験を行う．最後

に第 5 章で結論を述べる． 
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第2章 映像と運動情報の段階的統合 

2.1 複数回にわたるデータ取得の必要性 

外見情報としてディジタルビデオカメラによる映像，運動情報として身体各部のモーシ

ョンキャプチャデータを用いることは，両者を取得する上でもっとも確実かつ，一般的な

方法である．しかし現在主流となっている光学式，あるいは磁気式といったモーションキ

ャプチャシステムでは，舞踊独特のゆったりした服装がセンサー類の位置を狂わせる．そ

のため，伝統衣装着用時はどうしても不完全なモーションデータしか得られない．同様に，

不完全ながらもキャプチャと同時に演技を撮影した場合，センサー類が写りこんだ不完全

な映像しか得られない．モーションキャプチャとビデオ撮影を同時に行った場合におこる

問題について，図 2.1 に示す．舞踊をディジタルコンテンツ化して保存することを考えると，

できるかぎり実演に近いデータを残すことが好ましいので，ビデオ画像とモーションデー

タは２回に分けて演技を行い取得することにする．しかしながら，少しのズレが生じるの

は避けられないため，それを補正する必要がある． 

 

そこでデータのズレを位置と時間に関して補正することにする．位置の補正というのは，

モーションキャプチャデータとビデオ画像中の対応点を特定することである．また，時間

の補正というのは演技の流れの中で，互いのデータが同じ瞬間の情報を示すように時間を

合わせることである．ところが，ビデオ画像とモーションキャプチャデータは互いに表す

情報が違うので，以上のような対応付けを直接することは難しい． そのため，対応付けを

より容易に行うために補助データを用意し，段階的に時間と位置の対応付けを行うことに

する． 
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手首にマーカーが写り込む 動作によって袖が大きくずれる 

マーカーをつけるため，

本来の衣装をはずす 
衣装の膝元が動作によって大きく動く 

 

図 2. 1: モーションキャプチャとビデオ画像同時取得の問題の例  

2.2 舞踊データ 

ここで，本研究で用いるデータについて述べる．補助データとは，モーションキャプチ

ャシステムで動きを取り込みつつ，ビデオ撮影を行ったデータである．つまり，3D 時系列

データ，及びビデオ映像で構成されることになる．このとき伝統衣装を着用した上で，衣

装が干渉しずらいと予想される位置にセンサーを取り付ける．そのためモーションキャプ

チャシステムとしては，センサーが非常にコンパクトな反射マーカーで済む光学式のもの

を用いることにする．つまり，新たに補助データを加えることにより，本研究で扱う舞踊

データは次の 3 種類となる． 

2.2.1 動作データ 

光学式モーションキャプチャシステムで取得した，身体各部の 3D 時系列データを動作デ

ータと呼ぶ．図 2.1 にデータの様子を示す．データ取得時において，演技者はモーションキ

ャプチャに適した，反射マーカーが隠れにくい服装をする．センサーが服に影響を受ける

ことがないため，演技者の動きをシステムが許す最大限の観測点について取り込むことが



 10

できる． 

     
 

図  2.2: 動作データ（モーションキャプチャデータ）  平服状態  

2.2.2 補助データ 

このデータはモーションキャプチャによる 3D 時系列データ，及びビデオ映像で構成され

る．図 2.2 にその様子を示す．データ取得時において，演技者は伝統衣装を着用し，その上

でキャプチャ用反射マーカーを取り付け演技する．また，モーションキャプチャと同時に

ビデオ撮影を行う．ここで伝統衣装に反射マーカーを取り付けた場合，服のたるみなどの

影響を受け，誤情報（ノイズ）を発生させる恐れがある．そのため，手先や頭など比較的

服装に影響を受けづらい部分の運動情報を実験に用いることにする． 

 

     
 

図  2.3: 補助データ（ビデオ画像とモーションキャプチャデータ）伝統衣装着用  
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2.2.3 衣装データ 

このデータはディジタルビデオカメラによるビデオ映像である．図 2.3 にデータの様子を

示す．データの取得時において，演技者には伝統衣装を着用してもらう．また，その様子

を複数のビデオカメラにより，補助データ取得時と同じセッティングで撮影する． 

 

         

図  2.4: 衣装データ（ビデオ画像）伝統衣装着用  

 

表 2. 1: 本研究で扱うデータの特徴  

データ名 データ種別 特徴  

動作データ モーションキャプチャ

データ 

完全なモーションキャプチャデータ 

補助データ モーションキャプチャ

データ＋ビデオ画像 

不完全ながらも既に対応のとれたモーションキ

ャプチャデータとビデオ画像の組で構成される 

衣装データ ビデオ画像 完全なモーションキャプチャデータ 
 

 

2.3 補助データの位置付けと効果 

3 つのデータの特徴を表 2.1 に示す．補助データは，モーションキャプチャできる箇所が

限定されるため測定点数が少なく，測定用反射マーカーがビデオ画像に写り込んでしまう



 12

ため，データとしては不完全である．そのため，最大限の観測点からなる運動情報と，キ

ャプチャ用センサーが写りこんでいない映像を統合するための補助という位置付けになる． 

 

取得した 3 種のデータにおいて，動作データと補助データはモーションキャプチャデー

タ，補助データと衣装データはビデオ画像で構成されているため，同種のデータ間の対応

付けとなり，対応付けの難易度を下げる効果が期待できる．また，補助データにおける 2

種のデータは同時に取得するため，時間及び位置の対応が取れている．そのため，上記の

組み合わせで時間と位置の対応付けを試み，最終的に動作データと衣装データの時間と位

置の対応付けを行う． 

 

以上を図 2.5 にまとめる．動作データと補助データの時間・位置の対応付けができたなら

ば，補助データと衣装データが時間・位置の対応付けができた時点で，動作データと衣装

データに関しても時間・位置の対応付けができる． 

 

 

衣装データ 

ビデオ画像 

運動情報 

外見情報 

モーションキャプチャデータ

動作データ 

補助データ ビデオ画像 

モーションキャプチャデータ

運動情報同士の対応付け 

外見情報同士の対応付け 

時間，位置の対応済

 

図  2.5: 段階的対応付けの様子  
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第3章 動作データと補助データ間の対応付け 

最初に動作データ及び補助データ(運動情報部分)に対し，各フレーム間の時間と位置の対応

付けを行う方法について述べる．対応付けの順序としては，まず時間を合わせた後に位置

の対応関係を調べ，位置を補正する．結果としてビデオ画像に対し，モーションキャプチ

ャデータにおける，同時刻のキャプチャ用マーカーの位置を投影することができる．投影

されたマーカー位置情報はモーションキャプチャシステムで取得したものなので，ビデオ

画像に対し，本来は見えない衣装下の身体動作の様子を見て取れるようになる． 

 

3.1 時間の対応付け 

ここでは時間対応をとる方法について述べる．対応付けの対象となるデータは，光学式

モーションキャプチャシステムにより得られる，演技者の身体に取り付けられた反射マー

カーの，基準点に対する 3 次元座標値である．動作データの一つのフレームは，各センサ

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，動作データと補助データにおけるフレーム間の時間対応をとるのに，

DP マッチングを用いる． 

 

3.1.1 DP マッチング  

局所的対応の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，データ列間の距離を最小にする組み合わせを計算することができる[14]．マッ

チングの様子を図 3.1 に示す． 
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Time 

1 

1 

i 

j 

A(i) 

B(j) 

A, B: モーションデータ 

データ間距離 jiji bad −=,  

 

図 3. 1:  DP マッチング  

互いに正規化された動作データ A，及び補助データ B が以下のように与えられていたと

する． 

 

)1,(,...,,..., 3
1 MiRaaaaA Mi ≤≤∈=  

)1,(,...,,..., 3
1 NjRbbbbB Nj ≤≤∈=  

 

ここで， NM , は各々のデータの総フレームを表し， ji ba , はある時刻のフレームを表

す． 

このとき，両データ間の最小の距離 BAD , は次の漸化式によって計算される． 

 

jiji bad −=,
 

1,11,1 dS =  

1,1,11, iii dSS += −  

jjj dSS ,11,1,1 += −  

 









+
+
+

=

−

−−

−

jiji

jiji

jiji

ji

dS

dS

dS

S

,,1

,1,1

,1,

, 2min  NjMi ,...,3,2;,...,3,2 ==  

 

NMBA SD ,, =  



 15

 

ここで， jid , はフレーム間の距離， jiS , はフレーム間の累積距離を表す．最終的に得られ

た BAD , は各データ間の最小の距離であり，その計算課程で得られる ji, の組み合わせがデ

ータ間の対応フレームを表す． 

 

具体的にフレーム間の距離を評価するためには，複数のマーカーの情報を評価すればよ

い．つまり，フレーム間の距離を求める計算式を，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 

 

( )∑ −+−+−=
p

zjziyjyixjxi pbpapbpapbpajid |)()(||)()(||)()(|),(  

 

ここで， p は２つのモーションキャプチャデータ BA, 中のマーカー番号で、各々に対し

て zyx ,, 各座標値を累積評価することでフレーム間の距離を算出する．ここで補助データ

のマーカーの一部は衣装による影響を受け，測定不能であったり，大きなノイズを含んだ

りすることが予想される．そのため動作データ及び補助データにおいて，マーカーが常時

認識しやすい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，衣装のノイズによる対応誤差を低くする．また，データ取得開始の際に

演技者の立つ位置が一定ではないことから，あらかじめ動作データと補助データの表す座

標を初期位置からの相対座標に変換しておく． 

 

3.2 位置の対応付け 

3.2.1 射影行列を用いた運動情報の映像への投影 

補助データでは，常に安定して観測できる部位しか 3 次元情報を得ることができない．

しかし，補助データはモーションキャプチャと同時にビデオ撮影しているため，ビデオ画

像中に写りこんだキャプチャ用反射マーカー位置を特定することができる．つまり 3 次元

の位置が既知のマーカーを画像中に見出すことができる．この対応関係を利用することで，

3 次元のモーションキャプチャシステム座標系から，2 次元のビデオ画像座標系へ座標変換

を行うための射影行列を得ることができる[15]． この行列を用いることによって，動作デ
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ータに含まれる 3 次元座標データを，補助データに含まれるビデオ画像に投影することが

できる．また，あるフレームにおけるモーションキャプチャデータとビデオ画像との射影

関係が一度求められれば，それをすべてのフレームに対して利用することで，3 次元位置情

報をビデオ画像に連続的に投影することができる． 

 

3.2.2 射影行列の計算 

モーションキャプチャデータ M の 3 次元座標，ビデオ画像ｍの座標，そして射影行列 P は

以下のように表される． 

 

Mm
~~ P≅    （3.1） 

 

ただし                   TT ZYXMvum ]1,,,[
~

,]1,,[~ ==  

















=















=
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141
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24232221
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T

T
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p

p
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P  

 

Mm
~

,~ は各データの同次座標である．射影行列 P は 3×4 の行列で，12 個の要素がある．

射影行列内のカメラの内部変数と外部変数は合わせて 11 個である．式（3.1）を展開すれば，

1 つの 3 次元点とその 2 次元像から，P の要素に関する 2 つの線形方程式 

 

0

0

342432

341431

=−+−

=−+−

pvpMvM

pupMuM

ii
T

ii
T

ii
T

ii
T

pp

pp
  （3.2） 

 

を立てることができる．ｎ個の対応点が得られれば，方程式 

 

0Bp =     （3.3） 

 

を得る．ここで， TTTT ppp ],,,,,[ 343242141 PPPP = は P の要素を並べたもので， 
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 （3.4） 

 

式（3.4）は式（3.2）におけるｎ個の対応点の 3 次元座標と 2 次元座標から定義される 2n

×12 の行列である． 

 

P は 11 個の内部変数と外部変数に依存するため，もしｎ個の 3 次元点が同じ平面になけ

れば，一般的に B のランクは 11 である．したがって，12×1 のｐは BB T の最小固有値に

対応する固有ベクトルとして求められる[16]．P の実際のスケールは 13 =p で計算される．

ただし，行列 B をそのまま使うと，何桁も異なるデータが同じ行列の中にあり，数値計算

の誤差が大きくなる．そこで，画像点の座標と 3 次元点の座標に対して線形な正規化変換

をまず行った上で行列 B を作り，仮の射影行列を計算する． 

  

ｎ個の画像点 nivu ii ,...,1),,( = と 3 次元点 niZYX iii ,...,1),,,( = が与えられ，それらの

平均をそれぞれ ),( vu と ),,( ZYX ，その分散をそれぞれ ),( vu σσ と ),,( ZYX σσσ とする．

変換 

mm ~~
2T=′  

MM
~~

3T=′  

を定義する．ただし， 
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式（3.1）にこれらの変換を代入すると，次式が得られる． 

Mm
~~ 1

3
1

2 ′≅′ −− PTT  

ここで， 
1

32
−≅′ PTTP  

 

と定義すると，変換後の座標 nivu ii ,...,1),,( =′′ と 3 次元点 niZYX iii ,...,1),,,( =′′′ から P′

を式（3.3）を使って求めることができる． 

 

最後に， 

3
1

2 TPTP ′≅ −  

で正規化変換の逆変換を行い，本来の射影行列 P を求める． 

 

 

3.3 実験結果 

以上をふまえて，実際に舞踊データを取得し，動作データと補助データを対応付ける． 

3.3.1 舞踊データの取得 

光学式モーションキャプチャシステムとディジタルビデオカメラを用いて動作データ，

補助データ，衣装データを取得した．データ取得機器の大まかな仕様を以下に示す． 

 

l モーションキャプチャシステム（Vicon Motion Systems Vicon612） 

3D カメラ Vicon Motion Systems Vicon M Camera 7 台 

キャプチャ範囲 縦 4m x 横 4m x 高 3m  

サンプリング 200/sec 

l ディジタルビデオカメラ（5 台） 

取得映像 DV フォーマット（740×480， 30/sec）  
 

これらの機器を用いて「津軽じょんがら節」のデータを，モーションキャプチャシステ

ムによる制約から，動きが特徴的な 20 秒に区切って取得した．また，今回使用したキャプ
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チャシステム座標系において，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． 

 

モーションキャプチャを行った際に取り付けたマーカー位置を図 3.2 に示す．動作データ

の取得時は最大数の 29 点の観測を行った．補助データの取得時には肘と膝にマーカーをつ

けず，合計 25 点の観測を行った．また，補助データを取得する際にはカメラのフラッシュ

機能を使うことで，複数カメラ間の同期をとった．モーションキャプチャ開始時刻につい

ても，その際同期を取った．（手作業によるデータ先頭位置合わせを行った．） 

 

 

図 3. 2 モーションキャプチャ用マーカーの位置と識別名  

 

3.3.2 時間の対応付け 

動作データと補助データについて，DP マッチングを用いた時間対応付けを行った．対応

付けコストの計算対象としては，両手指先（RFIN,LFIN）を選んだ．これは舞踊動作におい

ては手先の動きの変化が重要であり，それをもとに基本動作に分割できる[12]ということか

ら選んだ．結果，得られた対応の例を図 3.3 にしめす．図中の波形は左手指先（LFIN）の高

さ方向（Z 方向）の変位の様子を示している．このように非常に似通った波形が見て取れる．

また，一部で負の方向に大きく落ち込んでいる部分があるが，これは指先がキャプチャ範

囲から出てしまい，計測不能になったところである． 
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図 3. 3: モーションキャプチャデータ同士の対応付け  

3.3.3 位置の対応付け 

今回用いた光学式モーションキャプチャシステムでは毎秒 200 回のサンプリングを行っ

た．しかし，ディジタルビデオカメラは毎秒 30 フレームである．そこで，モーションキャ

プチャデータを毎秒 30 フレームに調整した．このとき特別なデータ処理を行うことはせず，

単純にフレームを間引いてフレームレートを統一した． 

 

補助データにおけるモーションキャプキャプチャデータとビデオ画像中の対応する点を

6 点選んだ結果を表 3.1 に示し，そのときのビデオ画像を図 3.4 に示す．この座標を元に射

影行列を求めた結果を表 3.2 に示す．また，この射影行列を用いて，時間同期を行った後の

動作データと補助データの組に適用した．その結果を図 3.7，3.8，3.9 に示す．これらの図

は，補助データのビデオ画像に対し，同じ補助データのキャプチャマーカー位置情報を投

影したものと，動作データのマーカー位置情報を投影したものである．このとき，投影し

た位置を結ぶことでワイヤフレームモデルを作り，身体各部の様子が見て取れるようにし

た．結果として補助データの取得時には無かった肘と膝関節の身体の様子が見て取れた．

つまり，動作データが補助データにおける身体運動を補完し，補助データが動作データに

は無い外見情報を補完することで，2 種のデータの統合に成功したと言える． 
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表 3. 1: 補助データにおける対応点の選出  

 

 ３D 座標 [mm] ２D 座標 [dot] 

識別名 X Y Z u v 

LFIN 151.617427 -33.717248 1172.500755 318 93 

RFHD -62.476076 558.703607 1281.861436 174 73 

RBHD -42.532214 691.368855 1247.372879 143 80 

RSHO -84.899148 726.463441 1074.324064 135 118 

CLAV  -56.195413 511.543535 1029.257547 186 129 

STRN -96.634072 468.68076 891.909347 195 158 
 

 

 

 

図 3. 4: 射影行列を求める際につかったフレーム  

 

表 3. 2: 補助データを構成する 2 つのデータ間の射影行列  

323.083832 -853.391968 -73.280914 1197.793335 

-14.546405 -22.831045 -789.114197 1284.375122 

0.957888 -0.027527 -0.285819 3.965449 
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下段: 動作データを投影，上段: 補助データを投影 
 

図 3. 5: 間接部におけるマーカー位置情報の比較  
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図 3. 6: ビデオ画像（補助データ）にモーションキャプチャデータ（補助データ）のマーカー位

置情報を投影した様子（上段左より下段右方向に遷移）  
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図 3. 7: ビデオ画像（補助データ）にモーションキャプチャデータ（動作データ）のマーカー位

置情報を投影した様子（上段左より下段右方向に遷移）  
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第4章 ズレ補正の重要性の検証 

熟練した舞踊家は，ほとんど同じ動きで演技することができることが経験的に知られて

いる．特に舞踊には曲を伴うことが多く，曲に合わせた動きができるため，再現度が高く

なると考えられる．前章で取得した舞踊データは「津軽じょんがら節」であり，この踊り

は独自の曲と共に演技される．動作，補助，衣装各データはデータ取得時のカメラセッテ

ィングが等しく，同じ演技者に同じような位置で演技してもらった結果，極めてよく似た

データが取得でき，対応付けの結果は良好であった．また，曲に合わせて動くので位置の

ズレに比べて特に時間のズレが少なかった．そこで本章では衣装データに対して補助デー

タを用いず，さらに時間のズレの補正を行わずに直接動作データの位置的対応付けを行う．

ここで対応誤差が大きいようであれば，データのズレ補正の重要性を示すと共に，各デー

タと強い共通性をもつ補助データを用いた段階的対応付けの妥当性をしめすことができる． 

 

4.1 位置の対応付け 

カメラパラメータ及び姿勢が等しいという仮定条件から，補助データにおける射影行列を

用いて動作データ（モーションキャプチャデータ）を衣装データ（ビデオ画像）に投影す

る．そのため，特に立ち位置のズレの補正のみを行う．立ち位置のズレを補正するために，

背景差分画像に 2 値化を施すことで動体，つまり演技者を抜き出し，その中心をモーショ

ンキャプチャデータの中心に合わせる． 

 

4.2 背景差分と判別分析法を用いた演技者抽出 

演技者のモーションキャプチャデータを衣装データに投影した際に生じる，立ち位置のズ

レの補正をするために，画像中の演技者の位置を割り出す．演技者抽出の手順は次のよう

になる． 

 

① ビデオ画像の各フレームに対し，背景画像との差分フレームを生成する． 
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② 生成した差分フレームに対し，適当なしきい値で 2 値化を施し，マスクフレームを

作成する． 

③ マスクフレームと元々のフレームの画素同士を乗算することで背景との色差が大き

い部分，つまり動いている部分（演技者）を抜き出す． 

 

また，差分フレームに対する 2 値化処理を自動的に行うため，自動しきい値決定法の一種

である判別分析法[17]を用いる．判別分析法はヒストグラムが双峰性を示す場合にモード法

として働き，モードがない場合でも自動的に閾値が決定できるという長所を持っている．

原理的には，ヒストグラムをあるしきい値 T で二つのグループに分けたとき，グループ間

の分散が最大となる Tmaxをしきい値とする． 

 

具体的な計算方法を以下に示す． 

 

図 4.2は 2 値化処理する画像のヒストグラムとする． 
  

 

図 4. 1: ヒストグラムの一例  

  

 図において濃度 T でヒストグラムを二つの領域に分けたとき，領域１内の画素数を 1n ， 

領域 2 内の画素数を 2n とする．（ただし T 軸上の画素数は領域 2 に含める．）また，全画素

数を N，濃度 i における画素数を h(i)とする． 

領域 1 内の平均濃度を 1g ，領域 2 内の平均濃度を 2g ，全領域での平均濃度を mg  

で表したとき，領域間の分離度ηは次のように求めることができる． 
  

)1()1()0(1 −+++= Thhhn L      
)255()1()(2 hThThn ++++= L      

21 nnN +=   
      

)1()1()1(1)0(01 −⋅−++⋅+⋅= ThThhg L     
)255(255)254(244)(2 hhThTg ⋅+⋅++⋅= L    
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2

bσ は領域間の分散，
2

Tσ は領域全体の分散である．これらよりηが最大になる T を求め，

その値をしきい値として 2 値化を施す． 

 

ここで，背景差分画像に判別分析法を適用して生成した 2 値化画像をマスクフレームとす

る．このマスクフレームの濃度は 2 段階で，0 と 1 で構成されるものとする．そして，マス

クフレームと未加工フレームのピクセル濃度を乗算することにより，背景の画素値に対し

て，変位が大きい画素が抽出できる．そこで抽出した画素群をすべて含む最も小さな矩形

領域を求め，その矩形の中心に対し，投影するモーションキャプチャデータの中心を合わ

せる． 

 

また，2 値化した際に発生するノイズによる誤差を最小限にするため，マスクフレームに対

して膨張と収縮によるフィルタをかける．さらに画像中において，1 フレームで動ける限界

変位量を超えて矩形領域の両端の座標が変化した場合，一つ前に得られた矩形領域の中心

をそのまま位置合わせに用いる． 

 

4.3 実験結果 

第 3 章にて取得したデータを用いて，4.2 で述べた演技者の抽出を行った．このとき踊り

始めのみ手作業で時間を合わせた．よってフレームの時間対応は行っておらず，モーショ

ンデータの投影についても補助データと同じ射影行列を用いて，画像座標に対する立ち位

置のみ補正した．図 4.2 に演技者抽出例を示す．また，このようにしてフレームごとに演技

者を抽出し，位置の補正に用いることでモーションデータの投影された画像を生成し，図
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4.3 を得た．図 4.3 より，音楽にあわせて踊るため，特にタイミングの取りやすい溜め動作

に関しては，投影した情報が良く一致していることが見て取れる．しかしそうでない部分，

つまり腕の振り動作のところでは，軌道に関してはほとんど同じであるが，時間的にずれ

てしまうことがわかる．この結果から，音楽にあわせた舞踊動作において，溜め動作の入

る部分では，別々の試行に対しても時間や位置のズレが非常に少ないことが確認できた．

しかし，それ以外の動作においては無視できないズレが発生することも確認できた．この

ことから，先に行った動作データと補助データ間の時間対応付けは重要なものであること

が確認できた． 
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図 4. 2: 背景差分による演技者抽出結果（上:  背景画像，中:  抽出対象フレーム，下:  抽出結果） 
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図 4. 3: ビデオ画像（衣装データ）にモーションキャプチャデータ（動作データ）を投影した様

子（上段左より下段右方向に遷移）  
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第5章 結論 

本研究では外見情報と運動情報を統合したディジタルコンテンツを作成するため，動作

データ（モーションキャプチャデータ），衣装データ（ビデオ画像），及び補助データ（モ

ーションキャプチャデータ＋ビデオ画像）の 3 種のデータを用意し，各データ間を段階的

に対応付けることで統合を容易にすることを提案した． 

 

そこで動作データと補助データに対し，時間と位置の対応付けを行った．結果，補助デ

ータにおいて本来マーカーが取り付けられていない部位（肘や膝関節）に動作データの 3

次元マーカー位置情報を投影し，伝統衣装下の身体動作の様子が見て取れる映像を生成し

た．さらにこの結果を踏まえた上で，提案手法による対応付けのズレ補正効果を評価する

ため，動作データと衣装データについて画像座標での位置補正のみを行い，特に時間のズ

レからくる動作の違いを確かめた．結果として音楽にあわせた溜め動作に関しては試行の

違いによる姿勢の誤差は非常に少ないが，特に腕の振り動作に対してはフレームごとの細

かい時間合わせが必要であることが確認できた． 

 

 以上の結果を踏まえると，衣装データに対して直接動作データを対応付けるより，補助デ

ータに対し動作データを対応付けるほうが遥かに単純な作業で済むことが確認できた．今

回の結果では補助データと衣装データ間に単純な位置補正のみしか行わなかったが，動作

データと衣装データ間で時間と位置を合わせる際にはどうしても衣装データの複雑なテク

スチャ解析が必要となる．そのとき動作データと衣装データの双方に共通なデータを持ち，

動作データに対して良好な対応がなされた補助データを用いることは，非常に有用である

と考えられる． 
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付録 A モーションキャプチャシステム 

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．それぞれの特徴を以下に述べ，

表 A.1 に簡単にまとめる．  

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 A.1）．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．このとき，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，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ことが大きな利点で

ある．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

く，ケーブルがある磁気式の場合，被験者の動作の自由度が低くなることである．また，

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． 

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 A.2）．ケーブルやセンサーなどに全く拘束されないため，磁気式に比べ，よ
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り激しい動きにも対応できる．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．  

   

 

 

(a)磁気発生アンテナ装置    (b)磁気センサー  

 

図  A.1: 磁気式モーションキャプチャシステム  

  

(a)測定用カメラ        (b)リフレクション・マーカー 

 

図 A . 2: 光学式モーションキャプチャシステム  

表 A.1  磁気式，光学式モーションキャプチャシステムの特徴  

形式 利点 欠点  

磁気式 データを実時間で取得できる 金属によるノイズの混入が顕著である 

光学式 動きの制限がほとんどない データを実時間で取得できない 

  

 


