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論文概要論文概要論文概要論文概要 

近年，情報技術の発達により，文化財をモデル化してデジタル情報の形でコンピュータに

保存しアーカイブ化する様々な試みが行われている．文化財のデジタルコンテンツ化では，

大仏や建造物，壺などに代表される芸術作品のような，人間により創造され残される有形

文化財と呼ばれるものだけでなく，人間により伝承される音楽や踊りと言ったような無形

文化財も重要な対象である．そこで無形文化財のデジタルコンテンツ化の一環として伝統

的な舞踊のデジタルコンテンツ化について研究を進めてきた． 

本論文ではその一環としてモーションキャプチャシステムで取得した舞踊データの再利用

を考え，その際に重要な目的である伝承，教育の面での有意義なコンテンツの実現を目指

した．本研究では舞踊の初心者に対して演技習得の手助けになり，舞踊の教育者の負担を

軽減する舞踊教示支援システムの開発を行った． 

本システムを用いて実際に踊りを覚える実験を行い，その有用性と問題点について検討を

行った． 

Abstract 

In recent years, various trials which model a cultural property, save to a computer and are 

archive-ized in the form of digital information by development of an information technology are 

performed. In this trial, not only a thing with a form like the work of art represented by Great 

Buddha, the building, etc. but cultural properties handed down by man, such as music and a dance, 

are important objects. In this paper, reuse of the data of the dance acquired by the motion capture 

system as part of that was considered. Realization of the significant contents in the field of the 

education which is the purpose important in that case was aimed at. In this research, it was a help to 

training of the beginner of dancing, and the dancing instruction support system which mitigates the 

burden of the educator of dancing was developed. The experiment which memorizes a dance using 

this system was conducted, and the usefulness and problem were examined. 



第第第第 1章章章章    序論序論序論序論 

 

1.1 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 舞踊舞踊舞踊舞踊ののののディジタルコンテンツディジタルコンテンツディジタルコンテンツディジタルコンテンツ化化化化 

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． 

本研究でも舞踊のディジタルコンテンツ化を目指している．[2][3][4][5] 

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． 

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[6]，舞踊譜から三次元

動画を生成する研究[7]，それらに対するシステムやツールの開発として研究[8],[9]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[10][11]など

がある． 

 

 

図図図図    1111    舞踊譜舞踊譜舞踊譜舞踊譜のののの説明図説明図説明図説明図    

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． 

 

・舞踊データの再利用 

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． 

例としてはわらび座のマルチアングル機能を利用して，CGキャラクターを任意の好きなア



ングルから再生することができる舞踊習得用の DVD[12]が挙げられる．また表示部分での

研究も盛んである．[13] 

 

図図図図    2222    研究背景研究背景研究背景研究背景    

 

 

 

 

1.3    研究目的研究目的研究目的研究目的 

本研究では 1.2節で述べた伝統舞踊のディジタルコンテンツ化の 3要素の中の最後の項目 

ある「舞踊データの再利用」に着目して，新たな舞踊の再利用方法について模索する． 

特に教育の部分に注目し舞踊を教える側の負担を軽減し，舞踊を学ぶ側の要求に応え得る 

ようなシステムの開発を目指した．舞踊に限らず，モーションキャプチャデータを用いた 

教育についての研究は多くなされている[14]． その点から見ても有用な研究であると考え 

られる． 



1.4    問題点問題点問題点問題点 

熟練者の演舞を見て実際に指導を受ける方法以外での舞踊の学習方法としてまず初めに挙

げられるのは熟練者の動きを撮影した教示ビデオによる方法である． 

しかしビデオデータでは一度に見ることができるデータは 1視点のものだけである．一方 

モーションキャプチャで得られた舞踊データを用いることにより，任意視点での学習を実 

現することができるという利点がある． 

また教示ビデオにおいて，模範演技者に注視した映像では振りの細かい動きは理解できて

も，移動についてどの程度動けば良いのかといった情報は得られにくい．一方で舞台全体

を映した映像では細かい動きの情報が得られにくい．また，それら両方を一つの画面で表

示すればどちらに注目すればいいのか難しくなり，逆に学習しにくくなってしまうと考え

られる．そこで表示する映像は模範演技者に注視したものに限り，表示する画面自体を移

動させることにより大まかな移動についての情報を学習者に与えることにする． 

 

1.5    論文構成論文構成論文構成論文構成 

2 章では舞踊データの再利用への新たなアプローチとして作成した舞踊コンポーザについ

て大まかに説明する． 3章では本論文の本題でもある舞踊教示の為の動的表示ロボットの

概要について述べる． また，4章では本システムを用いた実験を行ったその評価について

述べる． 最後に 5章で結論を述べる． 



第第第第2章章章章    舞踊舞踊舞踊舞踊コンポーザコンポーザコンポーザコンポーザ 

2.1    舞踊舞踊舞踊舞踊データデータデータデータのののの再利用再利用再利用再利用 

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．本章では動的表示ロボットの設計にとりかかる以前に行った舞踊データ

を用いて新たな舞踊を創作する為の舞踊コンポーザについて大まかな説明をする． 

舞踊コンポーザは教育とともに舞踊データの再利用の要素である創作の部分についても着

目したものである． 

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[15]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．また，踊りが対象では無いがMichael Gleicher

ら[16]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．日本舞踊評論家である渡辺[17]

によると日本舞踊では振りが主要部分を占めている． 

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[10]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    3333    基本振基本振基本振基本振りりりり動作動作動作動作からからからから新新新新しいしいしいしい踊踊踊踊りをりをりをりを生成生成生成生成    

 

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． 

そこで，まずは取得した舞踊データを視覚的に加工して再利用することを試みた． 

 

 

 

2.2    舞踊舞踊舞踊舞踊コンポーザコンポーザコンポーザコンポーザののののシステムシステムシステムシステム 

2.2.1    システムシステムシステムシステム概概概概要要要要 

コンポーザのシステムは図４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． 

 

舞踊の表示部分には vpm viewerというツールを，舞踊を振りごとに分ける部分については

compare motionというツールを用いた．舞踊コンポーザにおいて使用したモーションキャプ

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

たものである． 

モーションキャプチャの形式は vpmデータと呼ばれるものである．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． 

 

 

図図図図    4444    舞踊舞踊舞踊舞踊コンポーザコンポーザコンポーザコンポーザののののシステムシステムシステムシステム図図図図    

 

図図図図    5555    vpmvpmvpmvpmデータデータデータデータ    



 

図図図図    6666    線形補間線形補間線形補間線形補間モジュールモジュールモジュールモジュール及及及及びびびび衝突判定衝突判定衝突判定衝突判定モジュールモジュールモジュールモジュール    

 

図図図図    7777    速度拘束速度拘束速度拘束速度拘束モジュールモジュールモジュールモジュール    



2.2.2    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    8888    HHHH１１１１    

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． 

 

 

図図図図    9999    NNNN１１１１    

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    10101010    HHHH１１１１とととと NNNN１１１１をををを線形補間線形補間線形補間線形補間(5(5(5(5フレームフレームフレームフレーム))))    

 

 

図図図図    11111111    HHHH１１１１とととと NNNN１１１１をををを線形補間線形補間線形補間線形補間(10(10(10(10フレームフレームフレームフレーム))))    

 

図図図図    12121212    HHHH１１１１とととと NNNN１１１１をををを線形補間線形補間線形補間線形補間(20(20(20(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． 

2.2.3    速度拘束速度拘束速度拘束速度拘束のののの適用適用適用適用 

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． 

    

2.2.4    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    13131313    ＮＮＮＮ１１１１をををを二二二二つつつつ結合結合結合結合することによるすることによるすることによるすることによる衝突衝突衝突衝突のののの発生発生発生発生    

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．



 

 

この項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． 



第第第第 3章章章章    動的表示動的表示動的表示動的表示ロボットロボットロボットロボット 

3.1    舞踊教育舞踊教育舞踊教育舞踊教育のののの現状現状現状現状 

3.1.1    伝統舞踊教育現場伝統舞踊教育現場伝統舞踊教育現場伝統舞踊教育現場 

動的表示ロボットの概要説明に入る前に舞踊教育の現状について簡単に述べる． 

舞踊教育に限らず伝統文化全体における教育と伝承において言えることであるが熟練者に

なる程高齢である．伝統舞踊の 1つの流派が家元を頂点として図 14のような構成を成して

いる．熟練者ほど高齢であるとともに人数も少なくなっていく．そういった理由で家元が

直接初心者に教示する機会は少なく，中間層に位置する舞踊演技者達が家元から伝えられ

た技術を初心者に伝えていくという形がほとんどである． 

ここで初心者の視点に立てば，より熟練度の高い家元の演技を見て学習したいという欲求

があると推察できる．しかし家元の視点に立てば前述のように家元は人数も少ないうえに

高齢であるから初心者を漏れなく指導することは心身の疲労を伴い負担が大きい．また中

間層においては自身の技術の修練とともに初心者への教育を行わなければならない為に負

担が大きいと考えられる 



 

図図図図    14141414    舞踊教育舞踊教育舞踊教育舞踊教育のののの現状現状現状現状    

 

そういった理由から家元の技術を家元に代わって初心者に教示できるシステムの必要性が

あると考えられる． 

 

3.1.2    中級者中級者中級者中級者のののの意見意見意見意見 

3.1.1 項で推察した内容を検証すること及び直に現場の声を聞いて研究の参考にさせて頂く

為に図 14における中間層に当たる中級者の方，つまり未だ技の修練途中ではあるがその熟

練度をある程度家元に認められて初心者の教育を行っている方に意見を頂いた．表はその

意見交換の場で得られた知見をまとめたものである． 

 

表表表表    1111    舞踊演技者舞踊演技者舞踊演技者舞踊演技者とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換(1)(1)(1)(1)－－－－踊踊踊踊りりりり全般全般全般全般についてについてについてについて    

項目 舞踊演技者の意見 

足について ・ 人によって歩幅が違う為に踊りによっては歩数が

決まっていないものがある． 

・ 足の動きは一般的にそれほど激しくない． 

・ 足はどこに無ければいけないというものでは無

い． 



衣装について ・ 踊りによって全く違う． 

・ 練習中は浴衣などで行う． 

・ 扇子等の道具については動かし方が多彩である

が，初心者向けのものは動きは少ない． 

動作全般について ・余韻を残して流れている動作が多い． 

Q．易しい踊りとはどのようなもの

か？ 

・一般的に同じ振りが多く出てくる踊りを易しいと判

断する． 

 

 

表表表表    2222    舞踊演技者舞踊演技者舞踊演技者舞踊演技者とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換(2)(2)(2)(2)－－－－舞踊教育舞踊教育舞踊教育舞踊教育・・・・学習学習学習学習についてについてについてについて    

項目 舞踊演技者の意見 

学習者としての意見 ・ ビデオによる教示の場合，鏡に映したような左右

反転の画像になってしまい逆に解り難い．また真

後ろからの視点では前後の動きが確認し難い為

に，斜め後ろからの視点が手本動作を元に学習す

る場合最も良いと感じる． 

・ 自分の動きも同時に表示された場合かえって邪魔

に感じる． 

教示者としての意見 ・ 一般的に熟練者になればなるほど高齢なので必然

的に体を悪くしている場合がある．特に膝を悪く

するので立ったり座ったりの動作を何回も見せる

ことができない．そこで生徒が見たい同動作を何

回も演じることなく繰り返し見れれば喜ばしい．

・ 先生が自由に視点を変えることができるツールが

あれば良いと考える． 

・ 初心者に教える場合は大雑把に踊る． 

Q．教育する際の踊りの区切り方

は？ 

・ 曲に合わせて曲の節ごとに区切る． 

・ 初心者は１～２節分くらいづつ習う． 

 



3.2    システムシステムシステムシステム概要概要概要概要 

3.1節の内容を踏まえて舞踊教示システムを作成した．3.1節及び 1.4節で挙げた問題点を本

研究に役立てる為にまとめると， 

 

・ 最上位の熟練者の技術を初心者がその目で見て学べるようなシステムであること 

・ モーションキャプチャデータを用いることによりビデオデータと異なり任意視点での

学習を可能にすること 

・ もう1つのビデオ学習の問題点である舞踊の細部の確認と大まかな動きの間でのギャッ

プを埋める為に二つを同時に確認できること 

・ 学習する視点として一番適切なのは模範演技者を斜め後方から見た視点であること 

 

以上のようになる．そこで図 15のようなシステムを考案した． 

 

 

図図図図    15151515    舞踊教示舞踊教示舞踊教示舞踊教示システムシステムシステムシステム概略図概略図概略図概略図 

 



上図のようにまず模範演技者の動作をあらかじめ取得しておき舞踊データベースに貯えて

おく．次に舞踊データベースより動作詳細表示部分と全体移動情報教示部分に同時にある

舞踊のデータを送る．そこで動作詳細表示部分では学習者に舞踊の細かい振りなどの情報

を送る．全体移動情報教示部分では模範演技者の大まかな移動についての情報を学習者に

送る．学習者は同時に二つの情報を取得し学習することが可能となる． 

次にシステム使用時のさらに具体的な様子を図 16に示す． 

 

図図図図    16161616    システムシステムシステムシステム外観概略図外観概略図外観概略図外観概略図    

 

上図のようにシステムは２輪移動ロボットに詳細情報表示部分であるディスプレイを設置

した形をとる． 

学習者はロボットの移動に合わせて常にディスプレイが視界に入るように移動しながらデ

ィスプレイに表示される模倣することになる． 

 

以下の項でシステムの各部分についての解説を行う． 

 

 



3.2.1    データベースデータベースデータベースデータベース部分部分部分部分    －－－－使用使用使用使用するするするするデータデータデータデータについてについてについてについて 

使用するモーションキャプチャデータは 

 

(1)村上らの研究[2]で使用されていたデータ 

・ 津軽じょんがら節 

 

(2)第 2章で述べた舞踊コンポーザの作成時に使用したデータ 

・ 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．(1)のデータについては 25点のマーカで取得したデータであったが，本システムで

使用するデータ形式を統一する為に(2)のデータと同じ 15 点のデータへ修正を行った．15

点の内訳は図 17の通りである． 

 

 

図図図図    17171717    モーションキャプチャデータモーションキャプチャデータモーションキャプチャデータモーションキャプチャデータ    

 

舞踊コンポーザで創作した舞踊についても本システムで活用できるという点を補足して次



の項へ入る． 

 

3.2.2    移動部分移動部分移動部分移動部分    －－－－ロボットロボットロボットロボットについてについてについてについて 

本システムでは ActivMEDIA社の Pioneer2を用いる．PC側からシリアルポートを介してコ

マンドを送ることで移動させることができる．ロボットで全体の動きを表現するにあたっ

てどこにどのくらい動けばいいかというような動き量的な情報は得られるが，歩数や足の

運びといったような動き質的な情報は得ることができない．しかし，3.1.2 項で述べたよう

に日本の伝統舞踊では歩数や足の運びはそれほど重要な意味を持たないので舞踊習得にあ

ったって大きな障害とはならないと考えられる． 

 

 

 

 

図図図図    18181818  pioneer2  pioneer2  pioneer2  pioneer2    

 

3.2.3    表示部分表示部分表示部分表示部分     

表示部分はロボットの上にノート PCを乗せた形をとる． 

表示する映像は 3.2.1項で述べたデータを元にして OpenGLを用いて 3次元映像化したもで 

ある．詳細については 3.4節で述べる． 

初期段階では表示部分にプロジェクタを用いたが(図 19)，焦点距離の問題でプロジェクタと

スクリーンとの距離を充分に取るとロボット自体の幅が大きくなってしまいロボットの移



動への影響が出てしまった．そこで舞踊の詳細な情報はそれほど大きな表示機器を用いな

くても充分であるということを踏まえてノート PCを用いることにした． 

 

 

 

図図図図    19191919    初期段階初期段階初期段階初期段階ののののシステムシステムシステムシステム外観外観外観外観    

 

図図図図    20202020    現在現在現在現在ののののシステムシステムシステムシステム外観外観外観外観    



3.3    ロボットロボットロボットロボットのののの制御制御制御制御 

ロボットは移動によって学習者に舞踊の大まかな動きを教示する役割を担う．ロボットの

制御は舞踊データベースから得られる模範演技者の舞踊データに沿って行われることにな

る． 

またロボットは学習者が動かなければならない位置へ学習者より早く移動しなければなら

ない．そのロボットの動きに合わせて学習者が移動することによって正確な学習が可能と

なる． 

ロボットの制御における約束事を列挙すると以下のようになる． 

 

(1)ロボットは模範演技に基づいて移動する 

(2)ロボットは学習者が動くまでにかかる時間を考慮して少し早く目的位置へ移動しなけれ

ばならない 

(3)ロボットは必ずディスプレイが学習者の視界に入るように移動しなければならない 

 

以上の約束事に基づいてロボットの制御を行う． 

 

3.3.1    学習者学習者学習者学習者ととととロボットロボットロボットロボットのののの位置関係位置関係位置関係位置関係 

まずロボットと学習者の位置関係において考慮しなければならないのはロボットと学習者

の距離と学習者が表示部分のディスプレイを見ることができる最適な角度についてである． 

 

3.3.1.1 距離について 

原則的に学習者とロボットが衝突するようなことがあってはならない．しかし，学習者の

位置を観測して任意の距離を取るように制御する場合は模範演技と異なる動作になってし

まう恐れがある．そこで本システムの使用するにあたってとして学習者が自分の意志であ

る程度ロボットから距離をおくという約束事を設ける．ロボット制御部分ではあらかじめ

与えられた任意の距離に学習者がいるものと考え制御を行うことにする．距離については

学習者が学習しやすい距離をあらかじめ設定できるようにする．つまり距離については学

習者の感覚に委ねられることになるが距離感覚の個人差は誤差の範囲として扱うことにす

る． 

 



3.3.1.2 角度について 

角度については図 19のように制御側である程度の角度範囲を設定しそれに基づき移動をす
ることになる． 

 

図図図図    21212121    ロボットロボットロボットロボットのののの制御制御制御制御    

 

 

練習者が練習しやすいと感じる角度についての検証は表 3 のようになった．10 人を対象と

して実験を行いそれぞれが見易いと感じる角度の範囲について検証を行ったものである． 

 

表表表表    3333    最適最適最適最適なななな角度角度角度角度についてのについてのについてのについての検証検証検証検証    

角度 30度 60度 90度 120度 

見易いと感じた

人数 

10人 9人 6人 0人 

 

上記の結果を踏まえて制御部分は理想的に演技した練習者が向いているであろう向きから

60度の範囲内に必ず収まるように制御を行うように設定した．ここで 60度は初期段階の設

定であり，値を変えることにより任意の角度での設定が可能である．30度ではなく 60度と

したのは角度的な制約が狭くなればなるほど模範演技の枠を超えた動きを必要とされるこ

とになるという理由から模範演技に沿った移動への干渉を考慮したものである 

 



 

3.3.2    制御制御制御制御アルゴリズムアルゴリズムアルゴリズムアルゴリズム 

ここまでの検証の結果制御に必要となった項目は 

 

(1) 模範演技に基づいて制御する 

(2) 学習者の動きを予想して制御する，すなわち遅延を考慮して制御する 

(3) 学習者と任意の距離をおいて制御する 

(4) ディスプレイが学習者の視界範囲内におさまるように制御する 

 

上記の 4項目である．それらを考慮して制御部分は動作する． 

 

 

3.3.2.1 模範演技に基づいた制御 

まず舞踊データベースから取得した模範演技者のモーションキャプチャデータから模範演

技者の重心 Gを取り出す．Gは図 17における Hipの実空間座標の x･y座標を利用する． 

そして Gに基づいてロボットは制御される． 

 

 

3.3.2.2 遅延を考慮した制御 

次に遅延を考慮した制御を行う．遅延⊿tは学習者との距離及び最適角度と同様にあらかじ

め制御部分に任意の値を設定するものである． モーションキャプチャデータの Flame Rate

は 30フレーム/secなので遅延を 2秒と設定した場合はロボットは表示部分より 60フレーム

分早く制御されることになる．表示部分は制御部分で任意フレーム分を過ぎた時点で模範

演技の表示を開始することにより同期をとることになる． 

 

 

3.3.2.3 学習者との距離を考慮した制御 

次に学習者との距離を考慮に入れなければならない．制御部分ではあらかじめ与えられた

任意の距離Ｌを元に制御を行う．そこでまず模範演技者のモーションキャプチャデータか

ら実空間座標の x0・y0座標を取り出しそれを実空間座標 x1・y1に変換する． 
 

  ｘ１ ＝ ｉ・ｘ０  

 ｙ１ ＝ ｉ・ｙ０ 



 

ここで係数ｉは実空間とモーションキャプチャデータの関係から算出されるものである．

本研究ではモーションキャプチャデータはインチ単位で表記されているがそれを制御部分

との同期の為に便宜上メートル法に直したものである． 

 

次に制御部分では(x1，y1)＝(0，0)としたランドマップを作成して y１に L を加えたものを

ロボット自身の初期位置とする． 

 

 ｘ２ ＝ ｘ１ 

 ｙ２ ＝ ｙ１ + L 

 

 

以上のような手順でロボットは演技者との距離を保つことになる． 

 

 

 

図図図図    22222222    ロボットロボットロボットロボット内内内内ののののランドマップランドマップランドマップランドマップ((((１１１１))))    

 

 

3.3.2.4 学習者の視界範囲を考慮した制御 

 
最後に学習者の視界範囲を考慮して制御を行う．その手順は以下の通りである． 

 

(1) 学習者の視界範囲θをあらかじめ任意の値を制御部分に格納しておく． 



(2) 学習者の向きを算出する．舞踊データベースから得たモーションキャプチャデータの関

節角度空間座標において Head・L-UpperArm・R-UpperArmの各ｘ・ｙ座標から模範演技

者の向きを算出して，それを 180°回転させることによって学習者の向きを算出する． 

(3) 学習者の向きと前述の学習者との距離 L 及びθにより学習者からみた視界範囲をラン

ドマップ内で認識する． 

(4) その視界範囲からロボットの横幅 R が少しでも逸脱した場合は逸脱した逆方向にロボ

ットの横幅分移動する．この移動は模範演技に基づく動作より優先される動作である． 

(5) 視界範囲逸脱による修正が起こった場合はランドマップを再度学習者の位置を原点に

シフトした座標系に変換する．それによって距離 Lを保つ為である． 

 

上記のような手順で視界範囲を考慮した制御を実現する． 

 

 

 

図図図図    23232323    ロボットロボットロボットロボット内内内内ののののランドマップランドマップランドマップランドマップ((((２２２２))))    

 

 



 

図図図図    24242424    ロボットロボットロボットロボット内内内内ののののランドマップランドマップランドマップランドマップ((((３３３３))))    

3.4    動的表示動的表示動的表示動的表示 

大まかな表示部分については 3.2.3項で述べた通りであるが，さらに詳細な部分について述

べる．表示部分では OpenGL を用いて任意視点での表示が可能にした．初期状態では一番

学習しやすいとされる斜め後ろから模範演技者を見た視点であるが，学習者の要求に応じ

て任意の視点での学習が可能となる． 

 

図図図図    25252525    表示視点表示視点表示視点表示視点    



 

またメインウインドウの他にメインウインドウを取り囲むようにセグメント分けされた振

りごとのコマ送り表示ウインドウを表示する．これは学習者にあらかじめ次にくる振り動

作についての情報を与え学習の手助けとする為のものである．この際に用いたセグメント

分けされた振りとは第 2章舞踊コンポーザで用いたものと同じく compare motion を使用し

てセグメント分けしたデータである． 

 

 

 

図図図図    26262626        表示画面表示画面表示画面表示画面    

 

 

振りデータのセグメンテーションを図 25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． 



 

 

図図図図    27272727     compar compar compar compare motione motione motione motionによるによるによるによる振振振振りごとのりごとのりごとのりごとのセグメンテーションセグメンテーションセグメンテーションセグメンテーション    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第第第第 4章章章章    実験実験実験実験 

 
本システムの有用性を検証する為に実験を行った．被験者 10名用意し，アンケート及びコ

メントによる評価を行う．ビデオによる学習と本システムによる学習を比較したものであ

る．実験時の各数値は以下の表の通りである． 

 

表表表表    4444    実験実験実験実験にににに用用用用いたいたいたいた各数値各数値各数値各数値    

学習者とロボットとの距離 L １．５ｍ 

学習者の視界範囲θ ６０度 

学習者の遅延⊿ｔ ２秒(６０フレーム) 

 

θについては 3.3.1項で記述した理由から設定した．Ｌと⊿ｔに関しては筆者がテストを行

い設定した． 

 

4.1 実験実験実験実験のののの詳細詳細詳細詳細 

4.1.1    実験実験実験実験メニューメニューメニューメニュー 

実験は被験者を 5人ずつ A群と B群に分けて行う．実験で使用した舞踊データは振りが簡

単であるそうらん節と複雑である津軽じょんがら節の二つを用いる． 

 

・ A群 － まずそうらん節についてビデオ画像だけを用いた学習を行い，続いて本シス

テムを用いてそうらん節の学習を行う．次に津軽じょんがら節について本システムを用

いて学習を行い，続いてビデヲ画像だけを用いて津軽じょんがら節について学習を行う． 

 

・ B群 － まず津軽じょんがら節についてビデオ画像だけを用いた学習を行い，続いて

本システムを用いて津軽じょんがら節の学習を行う．次にそうらん節について本システム

を用いて学習を行い，続いてビデヲ画像だけを用いてそうらん節について学習を行う． 



表にまとめると以下の通りである． 

 

表表表表    5555    実験実験実験実験についてについてについてについて    

 そうらん節 津軽じょんがら節 

A群 ビデオ映像で学習⇒本シス

テムで学習 

本システムで学習⇒ビデオ

映像で学習 

B群 本システムで学習⇒ビデオ

システムで学習 

ビデオ映像で学習⇒本シス

テムで学習 

 

 

4.1.2 アンケートアンケートアンケートアンケート項目項目項目項目 

・本システムにおける学習について 

 

 

学びにくい           どちらともいえない          学びやすい 

 

・ 本システムにおけるロボットと学習者の距離について 

 

 

常に距離感がつかみにくい     度々つかみにくい      特に問題を感じない 

 

・ 本システムにおける視界範囲制御について 

 

 

視界から外れる事が多い      度々はずれる          外れる事はない 

 

・ 本システムの移動部分について 

 

移動が早すぎる          問題はない           移動が遅すぎる     

 

・ そうらん節について学習する場合の本システムとビデオ映像との比較 

 



ビデオ映像の方が良い      どちらも差は無い      本システムの方が良い 

 

 

 

 

・ 津軽じょんがら節について学習する場合の本システムとビデオ映像との比較 

 

 

ビデオ映像の方が良い      どちらも差は無い      本システムの方が良い 

4.2    結果結果結果結果 

・ 本システムにおける学習について 

                    ②        ③        ⑤ 

 

 

学びにくい           どちらともいえない          学びやすい 

 

・ 本システムにおけるロボットと学習者の距離について 

                             ①        ⑨ 

 

 

常に距離感がつかみにくい     度々つかみにくい      特に問題を感じない 

 

・ 本システムにおける視界範囲制御について 

                    ②        ④        ④ 

 

 

視界から外れる事が多い      度々はずれる          外れる事はない 

 

・ 本システムの移動部分について 

・          ①        ⑧         ① 

・  

 



移動が早すぎる          問題はない           移動が遅すぎる     

 

 

 

 

・ そうらん節について学習する場合の本システムとビデオ映像との比較 

①                 ⑤                 ④ 

 

ビデオ映像の方が良い      どちらも差は無い      本システムの方が良い 

 

 

・ 津軽じょんがら節について学習する場合の本システムとビデオ映像との比較 

        ①        ②        ②         ⑤ 

 

 

ビデオ映像の方が良い      どちらも差は無い      本システムの方が良い 

 

4.3    考察考察考察考察 

アンケート及びコメントの結果より以下の項目について考察を行う． 

(1) 本システム全体について 

(2) 学習者との距離について 

(3) 視界制御について 

(4) 遅延について 

(5) 本システムとビデオ映像との比較について 

 

 

(1) 本システム全体について 

本システム単独の評価としては概ねわかりやすいという結果が見て取れる．しかし， 

本システムに慣れるまでに時間がかかる．約束事がわかりにくいといった意見もみられ，

逆に学習者の負担になってしまっている部分があり反省材料となった． 

  

(2) 学習者との距離について 



学習者の距離については問題を感じる被験者は少なかった．視力の問題でもう少し近い方

が良いという意見があったが，その場合は任意にこちらで距離の値をして変更することに

よって解決できる問題である． またあらかじめ各個人の視力も考慮してそれぞれ個別に

最適な距離を設定する方法が有用ではないかと考えられる． 

 

(3) 視界制御について 

概ね問題は無い結果にはなったが，度々視界から外れるといったアンケート結果が得られ

た． 本実験では視界範囲を 60度として設定したがこの値をもう少し下げることによりこ

の問題は解消されると考えられる．  

 

(4) 遅延について 

遅延については２秒でもそれほど問題が無いと考えられる． やや遅いという意見と早い

という意見が同等に得られたので個人差の問題と考えられる． しかし，遅延については

ある程度練習を行った後に遅いまたは早いといった意見が 得られたのでその際に順次値

をかえて行く必要がある． 

 

(5) 本システムとビデオ映像との比較について 

踊りが簡単で動きが少ないそうらん節ではビデオで学んでも差はないという意見が多数聞

かれた．またビデオで学習した方が良いという意見もあった．  
一方で踊りが若干複雑で動きの多い津軽じょんがら節では本システムの方が学びやすいと 

いう意見が多く見られた． 

動きの多い踊りについて本システムが特に有用性を示すという知見をえることができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 



第第第第 5章章章章    結論結論結論結論とととと考察考察考察考察 

5.1    結論結論結論結論     

 

本研究では無形文化財のデジタルコンテンツ化の一環として伝統的な舞踊のデジタルコン

テンツ化について研究の一環としてモーションキャプチャシステム及びビデオカメラで取

得した舞踊データの再利用を考え，その際に重要な目的である伝承，教育の面での有意義

なコンテンツの実現を目指した． 

 

まず舞踊創作に役立てる為に舞踊コンポーザを作成した． 

次に本研究では舞踊の初心者に対して演技習得の手助けになり，舞踊の教育者の負担を軽

減する舞踊教示支援システムの開発を行った．またこのシステムにおいて舞踊コンポーザ

で創作した踊りを使用できるようにし，創作と教育のリンクを試みた． 

 

教示ビデオにおいて，模範演技者に注視した映像では振りの細かい動きは理解できても，

移動についてどの程度動けば良いのかといった情報は得られにくい．一方で舞台全体を映

した映像では細かい動きの情報が得られにくい．また，それら両方を一つの画面で表示す

ればどちらに注目すればいいのか難しくなり，逆に学習しにくくなってしまうと考えられ

る．そこで表示する映像は模範演技者に注視したものに限り，表示する画面自体を移動さ

せることにより大まかな移動についての情報を学習者に与えることにした． 

システムの外観は ActevMedia 社の二輪移動ロボット「Pioneer2」にスクリーンを取り付け

スクリーンに観察した模範演技者の映像を投影する．この際視点は自由に変更できるもの

である． 

 

本システムを用いて実際に踊りを覚える実験を行い，その有用性と問題点について検討を

行った． 

 

本システムにより模範演技者の負担は軽減されると考えられる．学習者においては好きな

だけ模範演技者の動きを繰り返し見て学習する事ができるだけでなく，ビデオ学習のよう

に常に顔は表示画面に向けなくても表示画面が常に視界に入るという利点を得ることがで

きると考えられる． 

 



実験の結果により本システム はビデオ画像より概ね学習しやすいという結果が得られた．

また動きの少ない単純な踊りにくらべて動きの激しい踊りについて本システムが有用であ

るという知見も得られた． 

 

 

5.2    考察考察考察考察 

本研究のさらなる発展した形についての考察と本研究に携わってきた間に感じた所感を述

べる．  

 

本研究では初心者の舞踊学習について視覚的な部分をポイントとしてアプローチを行った

が，今後の展望としては，「手取り足取りの感覚での教示」を目指し，映像やロボットの動

作の他に 

 

・ 音声による教示 

・ 振動により五感に刺激を与えるアクチュエーターデバイスを用いた教示 

・ 学習者の演技した舞踊データを取得しそれを解析することにより，さらに詳細な学習支

援を実現すること． 

 

などの展開が考えられる． 

 

 

本研究を通じて舞踊に限らず伝統文化と情報技術の融合の際に求められるのは伝統文化に

直接携わる方々と技術者の間のコミュニケーションと意志の疎通の重要性を感じた．伝統

舞踊において言えば情報技術の介入について懐疑的な意見も多く，そうした中で情報技術

の有用性への理解を深めるような努力が必要であると感じた． 



謝辞謝辞謝辞謝辞 

研究ならびに生活面においてご指導を賜りました久野 義徳教授，研究の遂行にご協力頂

きました中村 明生助手，心から感謝致します．またデータ及びツールを提供して頂き研究

の遂行にご協力頂きました東京大学の中澤 篤志氏，研究についての御助言を頂きましたわ

らび座の海賀 孝明氏，舞踊演技者という立場から貴重なご意見を頂いた大関氏，本当にあ

りがとうございました． 

そして，先輩としていつもよきアドバイスをくださいました卒業生の皆様，そして苦労

を共にした同期学生の皆様，共に研究に取り組んだ後輩の皆様，並びに私を暖かく見守っ

て頂いた両親をはじめとする周囲のすべての皆様に深く感謝致します． 



 

参考文献参考文献参考文献参考文献 

[1]服部元史，中坊保則，田所諭，高森年，山田和人： 文楽人形演技の動作軸の位相要素の

解析 -- 人間型アミューズメント・ロボットの情緒豊かな動作生成を目指して -- 

日本機械学会論文集，平成 12年 4月号，66巻 644号， pp.1243-1249, 2000 

[2] 村上智一，久野義徳，中村明生， "ビデオ及びモーションデータを用いた踊りの解析," 計 

測自動制御学会  システムインテグレーション部門学術講演会(SI2001) 講演論文集, 

pp.229-230, December 2001． 

[3] Yoshinori Kuno, Akio Nakamura, Tomokazu Murakami, Tomoyuki Niwayama and Sou 

Tabata,:Motion Analysis of Traditional Dances and Its Application, International Symposium on 

the CREST Digital Archiving Project pp183-194,May 23-24,2003 

[4] 庭山知之，村上智一，中村明生，久野義徳：“コンピュータビジョンを用いた踊りの解

析とその利用”，SI2002，pp.291-292，2002 

[5] 庭山知之，久野義徳，中村明生，田端 聡 :“舞踊の運動解析に基づく舞踊教示支援シ

ステム”，第 2回情報科学技術フォーラム(FIT2003)，i-059， 2003 

[6]松本敏良，森本晃章，八村広三郎：モーションキャプチャデータからの舞踊譜 Labanotation

の生成，情報処理学会第 60回全国大会，3-193，2000 

[7]吉田康之，松岡洋介，八村広三郎：舞踊譜 Labanotationに基づく身体運動の処理，情報処

理学会 人文科学とコンピュータ 38-6，pp61-68，1998 

[8]中村美奈子，山川誠，八村広三郎：舞踊記譜法 Labanotationのためのマルチメディア教材

の開発，情報処理学会 人文科学とコンピュータ 50-5，2001 

[9]湯川隆，海賀孝明，長瀬一男，玉本英夫：舞踊譜による身体動作記述システム，情報処

理学会論文誌，Vol.41，No.10，pp2873-2880，October，2000 

[10]中澤篤志，中岡慎一郎，池内克史：モーションキャプチャデータからの舞踊プリミティ

ブの抽出，JRSJ2000 

[11]吉田ミツ，酒井由美子，甲斐民子，吉村功：日本舞踊の「振り」部分抽出とその特性の

定量化の試み，電子情報通信学会論文誌 2001/12 Vol. J84-D-2 No.12 

[12]平松尚子，八村広三郎：身体動作の記述と表示のための実行制御環境の開発情報処理学

会論文誌，Vol.40 No.03，pp939-948, Mar.1999 

[13](株)わらび座：DVDでおぼえるシリーズ，http://www.warabi.or.jp/oboeru/index02.html 

[14] Seongmin Baek, Seungyong Lee, and Gerard Jounghyun Kim :Motion Evaluation for VR-based 

Motion Training Motion Evaluation for VR-based Motion Training R No. Tech Report 2001-13 

http://www.warabi.or.jp/oboeru/index02.html


[15](株)わらび座：３次元デジタル舞踊譜の開発，http://www.warabi.or.jp/daf/buyo0.html 

[16]Michael Gleicher，Motion Editing with Spacetime Constraints ：To appear in the Proceedings of 

the 1997 Symposium on Interactive 3D Graphics 

[17]渡辺保，日本の舞踊，岩波新書，1991 


	論文概要
	Abstract
	第1章　序論
	1.2舞踊のディジタルコンテンツ化
	1.3　研究目的
	1.4　問題点
	1.5　論文構成
	舞踊コンポーザ
	2.1　舞踊データの再利用
	2.2　舞踊コンポーザのシステム
	2.2.1　システム概要
	2.2.2　線形補間
	2.2.3　速度拘束の適用
	2.2.4　衝突判定

	第3章　動的表示ロボット
	3.1　舞踊教育の現状
	3.1.1　伝統舞踊教育現場
	3.1.2　中級者の意見

	3.2　システム概要
	3.2.1　データベース部分　－使用するデータについて
	3.2.2　移動部分　－ロボットについて
	3.2.3　表示部分

	3.3　ロボットの制御
	3.3.1　学習者とロボットの位置関係
	3.3.1.1　距離について
	3.3.1.2　角度について

	3.3.2　制御アルゴリズム
	3.3.2.1　模範演技に基づいた制御
	3.3.2.2　遅延を考慮した制御
	3.3.2.3　学習者との距離を考慮した制御
	3.3.2.4　学習者の視界範囲を考慮した制御


	3.4　動的表示
	第4章　実験
	実験の詳細
	4.1.1　実験メニュー
	4.1.2 アンケート項目

	4.2　結果
	4.3　考察
	5.1　結論
	5.2　考察
	謝辞
	参考文献

