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論文概要 
 

本論文では、伝統舞踊のディジタルコンテンツ化の研究の一環として、未経験者や子

供らを対象とした簡易舞踊教示システムを提案する。このシステムは被験者に対して、

モーションキャプチャシステムで取得した舞踊データを元に、映像､振動を用いて手取

り足取り教えるような感覚で学習させるものである。本研究では、システム実現の基礎

研究として、３次元の動きを２次元映像で表現することで生じる奥行き情報の欠落を補

う目的で映像表示ロボットを、体の各部位に対して細かい動きを教示する目的で振動デ

バイスを考案し､これらを用いた教示方法を提案､検証を行っている。 

 

 

 

This paper presents a multimodal information presentation method for a traditional dance 

training system. The system targets on beginners and enables them to learn basics of dances 

easily. With the use of vibration and display, it instructs movement of traditional dancing based 

on the model dancing data analyzed by Motion Capture System. To make this system come true, 

we devise a method of teaching with use to the Robot Display and Vibro-active Device. for the 

purpose of teaching direction, timing, and distance perspective of dance movement, and we test 

the effectiveness of them. 
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第１章 序論 
 

１.１ 背景 
 

わが国には、昔の人々によって培われてきた工芸技術や芸術が様々な形として残って

いる。代表的なものとして、建築物や絵画に代表されるような有形文化財、そして演劇

や音楽、工芸技術自体に代表される無形文化財などが存在する。 

しかし、近年ではこれらの文化財において後継者不足等の理由から、後世への存続が

危ぶまれる状況にある。それを受けて最近、盛んに文化遺産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行われている。これは、ディジタルデータが持つ、保

存性、安定性ならびにデータに対する加工、処理を施しやすいという特性を生かして、

文化財の形状や特性を抽出し、処理することを目的としている。このように、ディジタ

ルの形で文化財を保存するのと同時に、これらのデータを解析することにより、将来の

技術発展に活かせる可能性が十分にあると考えられる。 

 

１.２ 伝統舞踊のディジタルコンテンツ化 
 

１.２.１ 無形文化財のディジタルコンテンツ化 

 

 文化財そのものが物質として存在している有形文化財のディジタル化に対して、舞踊

や演劇など、人の動作や技術で構成される無形文化財のディジタル化は、抽出する特徴

の性質が大きく異なる。現在、無形文化財をディジタルコンテンツ化する研究としては、

演舞者の動きをモーションキャプチャシステムで取得し、舞踊を記録し、保存する方法

として欧米で定着しているラバン式身体運動記譜法(Labanotation、図 1)に基づいた舞踊

譜面を作成する研究[1]や、舞踊の一連の動作から、特定の動作を抽出、解析し、定量化

を行う研究[2]、文楽における人形の動きを解析し、新しい動作を設計する手法の研究[3]

等がある。 
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図 1 ラバン式身体運動記譜法 

１.２.２ 舞踊データの再利用研究と問題点 

 

 １.２.１で述べたように、伝統舞踊に代表される無形文化財の特徴をディジタルに変

換して保存する研究は行われている。しかし、舞踊は人の技術に頼る要素が多いため、

特徴や外見を保存するだけでは不十分であり、後世の人々に技術を伝承していくことが

重要であると言える。この観点から、わらび座の CG による教示[4]や、プロダンサーの

基本ステップを要素としたディジタルアーカイブを元にして、レッスン用振付の作成を

Web 上で行うシステムの開発[5]や、トップアスリートたちの体の動きを解析して、より

効率的な体の使い方を示すシステムの開発[6]、HMD(Head Mount Display)を用いて、

VR(Virtual Reality)環境内での太極拳教示システムの開発[7]等の研究が行われている。 

しかし、実際に HMD を用いた際に、重量があるために動いている最中に動きにくさ

を被験者に与えてしまうという点や、自分の体の動きを認識しにくいという点、そして

表示される映像が小さくて見にくいという点の問題点が挙げられる。他にも、映像を用

いて舞踊の動きを教示する際に考えられる問題点として、舞踊の動きという３次元のデ

ータを２次元の映像で示すことで生じる奥行き情報の欠落や、映像による教示のみでは

舞踊の動き全体は理解できても体の各部位の細かな動きなどを理解するのが困難であ

るという点が挙げられる。これらの問題点から、被験者に対して視覚以外の情報教示が

必要であると考えられる。関連研究として、VR 環境を用いた動きの教示方法として、

振動の強弱やパターンを用いる研究[8]がある。 

 



 8

１.３ 研究目的 

１.３.１ 簡易舞踊教示システム 

 

１.２.２において示した問題点を踏まえ、本研究ではディジタルコンテンツ化された

舞踊データを元に、初心者や子供を対象とした簡易舞踊教示システムを提案する。シス

テム全体の概略図を図 2 に示す。 

 システムの流れは､演舞者の動きをモーションキャプチャシステムによって予めディ

ジタルデータとして保存し、そのデータを元に映像教示、振動教示の２つの方法を用い

て被験者に教示する。また、被験者の動きをリアルタイムで取得することにより演舞者

の動きとの比較を同時に行い、結果を教示に反映させる。なお、システムの具体的な説

明は第２章で述べる。 

 

図 2 簡易舞踊教示システムの概略図 

 １.３.２ 研究目的 

 

 本研究では､１.３.１に示した簡易舞踊教示システム開発の基礎研究として､映像教示
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手法､ならびに振動教示手法の提案､検証を行うことを目的とする。詳細を以下に述べる。 

 

・ 奥行き情報を考慮した映像教示方法の提案ならびに検証 

HMD のように、被験者に対して機材を取り付けることにより､動作時における障

害の発生を防ぐため､プロジェクタ等による投影機器を使用した大画面映像を用い､

さらに２次元映像における奥行き情報を考慮した教示方法を考案し､検証する。 

 

・ 振動による視覚以外の教示方法の提案ならびに検証 

舞踊教示映像では伝わりにくい体の各部位の動きを教示することを目的として、

振動を発生させるアクティブデバイスの開発､ならびに教示パターンとして､振動の

種類や､振動している時間の長さを変化させたものを用意し､被験者の各部位に動作

情報を教示する方法を提案し、検証する。   

               

第２章 簡易舞踊教示システム 
 

２.１ 全体の概要 
 

 本研究内で提案している簡易舞踊教示システムの概要を図 3 に示す。 

 

 

図 3 簡易舞踊教示システムの全体像 
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図 3 に示した簡易舞踊教示システムは、予め、演舞者の動きをモーションキャプチャ

システムで取得し、そのデータを元にして教示を行う。被験者に対して示す映像教示に

おいて、移動機構にプロジェクタ等の投影機器を搭載して大画面を確保した映像表示手

法を用いている。また、振動教示については、モータ等の振動子を配した振動デバイス

を用いて教示する。また、被験者の周囲に、複数台のカメラで構成されるモーションキ

ャプチャシステムを用いてリアルタイムで動きのデータを取得する。このデータと演舞

者の舞踊データを教示で反映させ、被験者に対して、手取り足取り動きを教えるような

システムとする。 

 

２.２ 映像教示手法 
 

 本システムでは、前章でも述べたように、HMD を使用した際に被験者に与える障害

として挙げられていた、重量感による違和感、被験者自身の動きの認識低下、そして画

面が見にくいという点を考慮すると、被験者自身に余計な機材を装着させることなく、

かつ映像の大きさを簡単に調節できるという点を考慮し、スクリーン投影方式を採用す

る。さらに、映像教示による奥行き情報の欠落を補うため、スクリーンをロボットに搭

載して移動機能を持たせ、画面自体が移動することで奥行き情報を提示する方法を提案

する。これは舞踊映像を表示すると共にスクリーン自体を舞踊の動きに合わせて動かす

ことにより、実際の移動距離を示すと同時に、被験者の前にロボットがある被験者の動

きを抑制するという方法である。 

  

２.３ 振動教示手法 
 

振動教示の目的として、映像による視覚教示では舞踊動作中の体の各部位について細

かい動作を被験者に対して教示することは困難であることは前章で述べた。そこで、振

動子を配したアクティブデバイスを体の関節付近に装着し、舞踊データに合わせて各部

位の動きを教示する手法を提案する。振動デバイスによる教示の概要図を図 4 に示す。 
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図 4 振動デバイスによる教示の全体図 

 被験者の体の各部位に対して、振動デバイスを装着し、舞踊の動きを解析して得られ

たデータを元に、振動を与える方向、パターン、ならびに振動時間を変化させて、各装

着部位に対して動き出すタイミング、方向を教示する方法である。 

 

２.４ モーションキャプチャシステム 
 

 モーションキャプチャシステムは近年、娯楽やエンターテイメントの分野において人

の動きを取得する際に広く利用されているシステムである。このシステムは無形文化財

のディジタルコンテンツ化研究においても利用されている。 

モーションキャプチャシステムの代表的な方式として、光学式、磁気式、筋電位式が

存在する。光学式は、マーカーと呼ばれる反射体を被験者の関節付近に取り付け、周囲

を複数のカメラで囲み、マーカーの動きを捉えてディジタル化する方式である。磁気式

は、体の各部に磁気センサを取り付け、磁場の変化で動きを検出する方式である。また、

筋電意識は、主に顔のキャプチャに利用されており、電極を顔にいくつも取り付け、筋

電位を計測して、顔の動きを捉える方式である。 
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第３章 視覚と触覚による舞踊教示支援 
 

３.１ 映像表示ロボット 
 

前章で述べた映像教示方法に基づき、映像表示ロボットを作成した。以下に映像表示

ロボットを構成するのに使用した機器、ならびに本研究で考案した映像教示方法の順に

述べる。 

 

３.１.１ 使用機器について 

 

本研究では、移動機構として Active Media 社製の２輪移動ロボット Pioneer2、映像投

影機構として NEC のミラー投射型プロジェクタ WT600 を使用した。図 5 にそれぞれの

外観を、表 1 にプロジェクタと投影画像の関係を示す。 

 

    
(a)ロボット           (b)ミラー投射型プロジェクタ 

図 5 Pioneer2 とミラー投射型プロジェクタ 

 

 

表 1 ミラー投射型プロジェクタと投影画像の関係 

スクリーンとの間隔(ｍｍ) 映像の大きさ(ｍｍ) 像の高さ(ｍｍ) 

250 960×1160 480 

500 1315×1620 660 

750 1645×2115 775 
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このロボットは、シリアルポートを用いてコンピュータ端末と通信を行い、専用のラ

イブラリを用いて移動プログラムを作成することにより、任意の方向に動かすことが可

能である。プログラムの作成には VC++を使用しており、現在位置からｘ、ｙ座標をｍ

ｍ単位で設定して、操作する。また、投影機器の選定は、映像表示ロボットが、スクリ

ーンとプロジェクタの両方を搭載することを考慮して、短い距離で大画面を投影できる

ミラー投射型にしている。また、被験者の動きを妨げないようコンパクトである点、な

らびに被験者に対して見えやすい大きさの映像を考慮してスクリーンの大きさを決定

している。本研究では表 1 より、スクリーンとの間隔を 36ｍｍとした。 

本研究で使用する映像表示ロボットは、上記の投影機器を移動型ロボットの上に搭載

することで構成されている。全体図を図 6 に示す。 

 

図 6 映像表示ロボットの全体像 

実際に映像表示ロボットを構成する際には、移動型ロボットにかかる重量負荷が原因

となって車輪のスリップによる移動距離の誤差が生じてしまうことを考慮し、移動型ロ

ボットの重量負荷を緩和するため、4 つの補助輪をもつスチール製フレームを作成し、

搭載している。また、プロジェクタで投影している映像の制御、ならびに移動型ロボッ

トの制御に 1 台ずつパソコンを使用する。 
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３.１.２ 映像教示方法 

 

・ スクリーンの移動方法 

映像表示方式におけるロボットの移動パターンとして、本研究では２つのモードを提

案する。一つは並進教示モードといい、踊りを全く知らない初心者に対して動きを教え

るためのモードである。並進教示モードでは、移動型ロボットが舞踊のディジタルデー

タの移動情報に対して忠実に動くため、本来映像では理解できなかった動きの度合いを

明確に教示することができる。もう一方は動作表示モードといい、ある程度動きを覚え

た被験者に対して、一人で踊りを練習するためのモードのことである。この場合、ロボ

ットは映像を被験者から見て良く見えるように動く。言い換えれば、並進教示モードで

は見本となる舞踊の動きに合わせて動き、動作表示モードでは被験者にとって画面が良

く見えるように動く。この２つの移動方式の様子を図 7 に示す。 

 

(a)並進教示モード           (b)動作表示モード 

図 7 ロボットの移動方式 

 舞踊教示システムの一部として実際に使用する際には､初心者に対して舞踊の動きを

手取り足取り教えるように教示する場合に並進教示を用い､ある程度動きに慣れて個人

による反復練習をしたい場合に動作表示モードを使用することを想定している。 

 

・ 表示する映像 

表示する映像の動きを読み取ろうとしたときに、一番見やすい視点は後方からの視点

と言われている。これは、後方以外の視点からでは、目から見た映像を頭の中で変換し

なくてはならず、自分の動いているイメージを想像する過程において、負荷となってし

まうためである。その点、後ろから見たときは自分が目から見た映像をそのまま自分の

動きのイメージとして捉えやすいので、映像教示に有効であると考えられる。そこで、
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表示する映像の視点に関しても、前述のロボットの移動方式と合わせて提案する。 

前述の並進教示モードでは、初心者に対して舞踊の動作を手取り足取り教えるように

教示することを想定しているため、体の向き､ならびに移動距離はロボットによる移動

で分けることを考えれば、映像が教示するべき情報は画面内のモデルの大きさを一定と

して手足の動きを近距離で示す方が望ましい。そこで、映像を表示する際の視点を舞踊

者の後方に、かつ一定距離を保ちながら舞踊者に追従する、すなわち、被験者が常に後

方から見ているような映像を表示する。 

一方で動作表示モードでは、ある程度舞踊の動作に慣れた被験者に対して個人練習す

る環境を提供することを想定しているため､映像が教示すべき情報は舞踊全体の客観的

な動きであると考えられる。そこで、映像の視点位置を経験者の後方として固定し､被

験者の動きをその位置から捉えた映像を表示する。以下に映像の視点と舞踊モデルの関

係を図 8 に示す。 

 
(a)並進教示モード                      (b)動作表示モード 

図 8 ロボットの動作による映像の視点の違い 

 

３.２ 振動デバイスによる教示 
 

前章で述べた視覚以外の情報教示手法として、本研究では振動デバイスを作成した。

以下に振動デバイスの内容を述べる。振動デバイスの外観を図 9 に示す。 

構成は、黒のマジックテープを重ね合わせたものをベルトとして使用し、４つの振動

モータをそのテープの任意の位置に装着させることができるようにしている。また、表

側には制御用の回路が装着されており、全体の制御はノートパソコンのパラレルポート

を用いて行う。 

使用する際には、被験者の体の一部に巻きつけ、ディジタル処理化された舞踊データ

を元に、振動させるモータを選択して振動させることにより、被験者に対して動かすべ

き体の部位と振動方向を教示する。 
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図 9 アクティブデバイスの外観(腕用) 

 

第４章 実験 
 

４.１ 映像教示方法の有効性の検証 
 

４.１.１ 実験目的 

 

本実験では簡易舞踊教示システムの基礎実験として、第３章で述べた映像表示ロボッ

トによる映像教示は有効であるかについて主観、客観的側面から検証する。主観的側面

として被験者に対して行うアンケート結果、ならびに客観的側面として映像教示ロボッ

ト、映像のみの２つの教示方法に対して測定した被験者の移動距離の結果から検証する。 

 

４.１.２ 実験方法 

 

今回の実験現場の配置状態、ならびに実験の様子を図 10、11 に示す。 
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図 10 実験場の全体図 

 

(a)固定スクリーン            (b)映像表示ロボット 

図 11 本実験実施中の様子 

映像表示ロボットによる教示効果の検証のため、固定スクリーンを用いた映像のみに

よる教示の場合、そして映像表示ロボットによる教示の場合にわけて実験を行った。 

図 10 に示す通り、映像表示ロボットによる並進教示の場合は被験者とスクリーンの

間隔は 1.5ｍに設定しており、もう一方の映像のみによる教示の場合は、どちらの場合
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もスタート位置から見た映像の大きさをできるだけ同じ大きさに見えるように、生じる

映像の大きさを考慮して７ｍの距離に設定している。 

実験では、前進手による簡単な振付を取り入れたサンプル舞踊データを作成する。こ

の際、奥行き情報を正確に伝達しているかを検証するために映像のみによる教示、なら

びに映像表示ロボットによる教示のそれぞれにおいて歩幅の大、小２種類ずつ計４種類

のサンプル映像を作成する。なお、いずれのサンプル画像も移動距離は共通で 5ｍであ

る。以下、図 12～15 に４種類のサンプル映像を示す。 

 

 

   

   

  

図 12 サンプル映像（映像のみ 歩幅：大） 
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図 13 サンプル映像(映像のみ 歩幅：小) 
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図 14 サンプル映像(映像表示ロボット 歩幅：大) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

   

   

   

   

図 15 サンプル映像(映像表示ロボット 歩幅：小) 

 

以下に実験手順を示す。 

 

１．最初に映像のみによる教示を行う。まず、被験者に動きを見てもらう。 

２．練習として、歩幅大、歩幅小の場合について、それぞれ一回ずつ教示実験を行う。 

３．もう一度歩幅大、歩幅小の場合について、それぞれ一回ずつ教示実験を行い、この

とき被験者の移動距離を計測する。 

４．次にロボットによる並進教示を行う。先ほどと同様に被験者に真似する動きを見て

もらう。 

５．被験者に歩幅大、歩幅小の場合についてそれぞれ一回ずつ教示実験を行い、このと
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き被験者の移動距離を計測する。 

 

以上の流れで実験を行い、最後にそれぞれの教示方法について、わかりやすかったか

どうかを５段階評価で評価する主観的アンケートを実施した。 

 

４.１.３ 実験結果ならびに考察 

 

固定スクリーンによる映像教示と、映像表示ロボットによる並進教示の２つの場合に

おいて測定した結果を図 14、15 に、ならびに舞踊データで教示していた正確な距離と

測定結果との差の絶対値を誤差として表 2 に示す。 

 

表 2 ２つの映像教示方法についての移動実験の結果 

映像のみ 映像表示ロボット 
 歩幅：小[m] 歩幅：大[m] 歩幅：小[m] 歩幅：大[m] 

被験者 結果[m] 誤差[m] 結果[m] 誤差[m] 結果[m] 誤差[m] 結果[m] 誤差[m]

A 6.16 1.16 5.10 0.1 5.10 0.1 4.67 0.33 

B 3.40 1.60 4.55 0.45 4.89 0.11 4.90 0.1 

C 4.69 0.31 4.70 0.3 5.12 0.12 4.83 0.17 

D 6.52 1.52 6.72 1.72 4.88 0.12 4.45 0.55 

E 3.92 1.08 4.84 0.16 4.88 0.12 4.30 0.7 

F 6.51 1.51 4.79 0.21 5.12 0.12 4.89 0.11 

G 4.69 0.31 4.11 0.89 4.79 0.21 4.20 0.8 

H 3.80 1.20 3.67 1.33 4.45 0.55 4.21 0.79 

I 5.92 0.92 4.93 0.07 4.62 0.38 4.40 0.6 

J 3.93 1.07 4.98 0.02 4.81 0.19 4.77 0.23 

平均値 4.96 1.07 4.84 0.53 4.87 0.20 4.56 0.44 

分散 1.47 0.21 0.63 0.35 0.05 0.02 0.08 0.08 

標準偏差 1.21 0.46 0.79 0.59 0.22 0.15 0.28 0.28 

(サンプルデータ上の移動距離：５ｍ) 
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図 14 固定スクリーンの場合における各被験者の移動距離 

 

図 15 映像表示ロボットの場合における各被験者の移動距離 

図 14、15 を比較すると、各被験者の移動距離のばらつきが抑えられていることが見

て取れる。これは表 2 の結果からも明らかで、映像教示ロボットによる教示において歩

幅の大、小どちらの場合においても、誤差の分散が映像のみの場合の約 10～20％、標準

偏差では約 50％の値を示している。このことから、映像表示ロボットによる並進教示は

映像のみの教示方法より、データの安定性の面で優れていると言える。 
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ここで、実験後に各被験者に対して行った主観的アンケートの結果について表 3、図

16 に示す。 

表 3 ２つの映像教示方法に対する被験者から見た主観評価結果 

被験者 A B C D E F G H I J 中間値 

映像のみ 4 3 3 4 2 2 2 3 5 3 3 

映像教示ロボット 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 

 

図 16 舞踊教示の理解しやすさに対する被験者の主観的評価の割合 

 

表 3 の結果を見ると、映像のみの場合と映像表示ロボットによる並進教示に対する評

価において、映像のみによる教示よりロボットによる並進教示の評価が高い被験者が 10

命中 7 名、逆に映像のみの場合の方に高い評価をつけている人が 10 人中 2 人であるこ

とがわかる。 

さらに、図 16 を見ると、映像のみによる教示では評価が２、３をつける被験者が 70％

にも及んでいるが、映像表示ロボットによる並進教示においては、評価で２をつける人

がいなくなっており、それと別に 4 をつける被験者の割合が 70％まで上昇していること

が見て取れる。以上のことから、被験者の主観的評価の面から、個人差はあるものの、

全体として映像のみによる教示より、移動型ロボットによる並進教示の方式がわかりや

すいという見解が得られる。 

以上、検証実験の結果から、簡易舞踊教示システムの映像教示方法において実際の測

定結果と被験者からの主観的評価の両面から、映像表示ロボットによる並進教示方式は、

映像のみによる教示より有効であると言える。 
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４.２ 振動デバイスの有効性の検証 
 

４.２.１ 実験目的 

 

本実験では、振動教示システムの有効性を検証することを目的としている。舞踊教示

システムにおける振動デバイスの役割は、映像等の視覚教示では伝えにくい要素である

体の各部位の動きを振動方向、パターンで教示することであるから、本実験では振動デ

バイスを用いて動き出すタイミング、動く方向を教示する方法を提案し、検証実験とし

て､映像上の動きを真似る際に振動デバイスによる教示の有無により、被験者の動きの

エラー数に変化があるのかを調べる。 

 

４.２.２ 実験方法 

 

被験者６人を対象に３人ずつ２つのグループに分ける。それぞれのグループについて映

像のみによる教示、映像と振動デバイスによる教示実験を２回ずつ受けてもらう。なお、

どちらの場合も２回目にカメラによる撮影を行い、得られたデータに対して予め舞踊デ

ータから得た、体の各部位が動き出す時間を計測したデータを元にして評価を行い、動

きのエラー数を計測する。判断基準の決定法を図 17 に示す。 

 

図 17 本実験でのエラーの判断基準 

エラーの判断基準は、体の各部分が動き出す時間の前後 500ms の範囲を基準としてお

り、その時間内に模範演舞者と同じ方向に動き出していれば success とする。同様にし

て時間内に別の方向に動いている、または全く動きがなかった場合を wrong とする。最

後に、判断基準から遅れた後に模範演舞者と同じ方向に動き出していた場合、delay とす
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る。以上の評価基準を元に、教示する舞踊データの中から 3７の動きについてエラー数

を計算し、評価を行う。 

 

４.２.３ 実験結果ならびに考察 

 

本実験で得られた success、wrong、delay の数、ならびに各被験者についての分布状況

について表 3、図 18 に示す。なお、図 18 の etc は判定部位がカメラから隠れてしまい、

計測が不可能であった場合を示している。 

表 3 振動教示の有無による評価数 

 デバイス有(with) デバイス無(without) 

被験者 wrong Delay Success wrong delay success 

A 2 15 18 0 0 36 

B 1 9 27 0 13 24 

C 1 9 27 0 6 31 

D 0 16 19 0 9 28 

E 0 12 22 0 7 29 

F 2 17 18 0 15 22 

平均値 0 8.33 28.33 1 13 21.83 

不偏分散 0 28.67 25.07 0.8 12.4 18.17 

 

図 18 各被験者における success,wrong,delay の割合 
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図 18 を見ると、振動デバイスによる教示がある場合には wrong が解消され、ほとん

どの被験者に対して、delay が減少し、success が増えている事が見て取れる。この結果

は、表 3 の結果より、success 判定の平均値が約 30％上昇しているからも読み取れる。

しかし、表 3 の success、delay 判定における標準偏差の値を比較すると、デバイス有の

場合の値がデバイス無の場合を上回っている点から、振動デバイスによる教示効果にば

らつきが生じているということが読み取れる。この原因としては、各被験者の触覚の個

人差が原因で生じるものであると考えられる。 

以上のことから、各被験者に個人差が生じるものの、振動デバイスによる教示は舞踊

動作において動き出すタイミングの教示という面で有効であると言える。 

 

第５章 結論 
 

５.１ 結論 
 

本研究で導き出された結果を以下にまとめる。 

 

・ 移動型ロボットを用いた並進移動教示システムの検証 

簡易舞踊教示システムにおける映像教示手法に関して、移動型ロボットによる並進移動

教示システムを提案し、被験者の移動距離のばらつきを抑え、安定化させることができ

た。また、被験者から見て、映像のみの教示よりもわかりやすいという評価が得られた。

以上の２点から、映像教示手法として映像のみの教示より提案手法の方が有効であると

導き出される。 

 

・ 振動デバイスによる装着部位の動作教示システムの検証 

本研究では、映像教示では伝えにくい要素である体の各部位の動く方向、タイミングの

教示方法として振動デバイスによる振動教示を提案し、検証した結果、個人差が生じる

ものの映像を伴った教示において、振動デバイスによる教示が存在することにより教示

が存在しなかったときよりも成功率が全体の 18％ほど上昇した。このことから、振動デ

バイスによる動きの教示は、体の各部位の動き出す方向の指示、ならびにタイミング教

示の点において有効であると言える。 
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５.２ 今後の展望 
 

本研究では、未経験者や、子供を対象とした簡易舞踊教示システムを提案し、一部の

教示方法に関して、有効性を検証する基礎研究を行った。 

今後の展望を以下にまとめる。 

 

○ 移動型ロボットによる映像教示方法 

・ フレームの軽量化、ならびにコンパクト化 

・ 使用する移動型ロボットの種類を再検討 

・ 移動のスムーズ化 

 

○ 振動デバイスによる装着部位に対する動作教示 

・ 振動モータの配置場所の検討 

・ 振動をよりピンポイントに与える方法の模索 

 

この他に、舞踊教示システムとして、全部の教示方法を組み合わせて使用した際の効果

をこれから検証し、未経験者や子供にも伝えられるシステムにすることも重要である。 
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