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論文概要 

近年の情報技術の急速な発展により，文化財をモデル化してディジタル情報の形でコン

ピュータに保存する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

れている．文化財のディジタルコンテンツ化では，古来の建造物や大仏，工芸品などの有

形文化財と呼ばれるものの他に，人間により伝承される音楽や踊りといった無形文化財も

重要な対象である．本研究では，無形文化財の中で日本の伝統舞踊を題材に取り上げる．

一般に無形文化財は形がないため保存が難しいが，さらに，それらは人間の技量や感性的

な要素で構成されているため，その保存についても，単にデータとして形的に保存するの

ではなく，技術の伝承，つまり後進者の育成，教育に役立つものでなくてはならない． 
そこで本研究では，舞踊後継の担い手である初心者を対象として，舞踊に慣れ親しんで

もらうために，学習者が模範演技者の演技を模倣して踊れるように指導する手法を提案す

る．光学式モーションキャプチャシステムで取得した模範演技者の舞踊データを利用して，

固定スクリーンだけではなく，移動ロボット上に搭載したディスプレイに表示される映像，

足元に投影される足跡，振動を用いて動作を指示する振動デバイス等，複数インタフェー

スを利用したマルチモーダルな教示システムを提案し，開発を行った．本教示システムに

おける情報提示手法によって，以前から存在するビデオによる見取り学習とは異なり，学

習者はその場でリアルタイムに手取り足取りの感覚で舞踊を学ぶことが出来る． 
 本論文では，そのシステムの中でも，特に舞踊教示のためのコンピュータグラフィックス

による映像と足跡表示，多数の振動モータを搭載した振動デバイスを中心に手法について

述べる．模範演技者のモーションキャプチャデータより運動を解析し，提示動作を各時系

列ごとに算出，視覚に加えて体感に対しても教示を行うことで，より直感的な舞踊理解が

可能としている． 
舞踊初心者に対して，複雑かつ難解な動作を含む舞踊サンプルデータ「津軽じょんがら

節」を用いて，本システムでいくつかの舞踊の教示実験を行い，主観的，客観的な見解か

ら評価を行う．検討，考察より，本システムの有効性及びマルチモーダルな情報提示手法

による動作教示の有用性と問題点について述べる． 
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Abstract 

In recent year, digital archiving of cultural heritage has attracted research interest 
because it has been important to preserve them. Cultural properties are mainly divided 
into two categories: tangible and intangible. Tangible ones are Great Buddha, ancient 
temples, craft and so on. Intangible ones are music or dance that handed it down by 
human. They are targeted to important for digital archiving too. In particular, we deal 
with Japanese traditional dances. Concerning intangible cultural heritage, it is 
difficult to store them because they have no shapes and consist of human techniques 
and sensibility element. 

Then, this paper presents a multi-modal information presentation method for a basic 
dance training system. The system targets on beginners and enables them to learn 
basics of dances easily.  

In this paper, the technique is described around the active vibro-device equipped 
with a lot of vibrating motors especially image by the computer graphics for the dance 
teaching, footprint display, in the system. By analyzing the movement from example 
acting person's motion capture data, calculating the presentation operation of each 
time series, and teaching the experience in addition to the sight. Thus, this system 
presents students more intuitive dance understanding  

The experiment of the instruction of some dances is conducted with this system by 
using dance sample data including a complex, difficult movement "Tsugaru 
jongarabushi" for the dance beginner, and it evaluates effectiveness from a subjective, 
objective opinion. The utility of teaching the movement  by the technique of the 
maltimodal presentation of dance information of this system ,and the problem are 
described from the examination and consideration. 
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第 1 章 序論 

1.1 研究の背景 

 
近年の IT 技術の急速な発展により，文化財をモデル化してディジタル情報の形でコンピュ

ータに保存する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て

いる[1]．ここでいう文化財とは我が国の文化的な所産であり，歴史上または芸術上，価値

が高いものを指す言葉である．それらはまた，わが国の歴史，伝統，文化等の理解のため

に欠くことのできないものであると同時に，将来の文化の向上，発展の基礎を成すものと

なる．一般に，ディジタル化処理を行った際の利点として，保存性，安定性，検索性，加

工性の向上などが挙げられる．この利点を文化財に対しても生かすことにより，文化財の

記録保存や新たな発展が可能になると考えられる． 
文化財のディジタルコンテンツ化では，古来の建造物や大仏，工芸品などの有形文化財

と呼ばれるものの他に，人間により伝承される音楽や踊りといった無形文化財も重要な対

象である．無形文化財は有形文化財に比べ形が無く，人間の技量や感性的な要素を含んで

いるため，保存が難しく，また，再現に関しても簡易に行うことができない．本研究では

無形文化財のディジタルコンテンツ化の一環として日本の伝統舞踊を扱い，ディジタル保

存の手法について模索する． 
 
 近年では，伝統舞踊のディジタルコンテンツ化についての研究も他の文化財を対象とし

たものと同様，盛んに行われている．文化財のディジタルコンテンツ化の研究については

図１に示すとおりの３段階の流れがある． 
 
・ 舞踊データの取得 
・ 舞踊データの解析及び保存 
・ 舞踊データの再利用 

 
・舞踊データの取得 
 
 舞踊データの取得は，模範演技者の舞踊情報を舞踊データとしてディジタル情報の形で
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取得する段階である．主に取得の方法としては，ビデオ映像による取得とモーションキャ

プチャによる運動情報の取得が挙げられる．ビデオ映像は主に舞踊の外見に対する情報を

動画データとして取得できるが，舞踊の衣装の中などの情報に関しては取得することがで

きない．対して，モーションキャプチャシステムは人間の運動情報を３次元時系列座標デ

ータとして取得することができる．モーションキャプチャシステムは，現在は映画やＣＧ

などの分野で人間の自然な動作を表現するために利用されている．モーションキャプチャ

方式には主に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

り，計測に時間がかからないためリアルタイム処理ができ，衣服や障害物などの隠れに対

応できる．しかし，計測が環境に左右されやすく，大規模な機材を必要とするなどの欠点

がある． 
 光学式モーションキャプチャとは全身の部位に光を反射するマーカを取り付け複数方向

からカメラで撮影し，３次元データを復元する方法で，リアルタイム処理はできないもの

の，ケーブル類の身体への装着は一切無いため，激しい踊りでも計測することができる．

しかし，キャリブレーションが必要であり，オクルージョンなどによるデータ取得のエラ

ーが起こりやすい． 
 その他のモーションキャプチャシステムとしては，身体に加速度センサを取り付け，位

置を算出するものや，機械式に関節の曲がり具合などを読み取る装置を用いたものもある． 
 また，モーションキャプチャ以外での舞踊データ取得の方法としては，筋電位の計測に

よる筋肉弛緩情報の取得や加圧センサによる体重心の位置の計測などがある．これらは近

年の神経科学，スポーツ医科学やトレーニング科学で用いられている手法であり，ゴルフ

や野球のスイングの矯正などに用いられている． 
 舞踊は，幾何学的運動情報に加え，様々な人間の感性的な要素を含めた，とても高次元

な情報である．よって，単一の機材により，取得するべき情報をすべて網羅することは不

可能であり，舞踊データの取得に関しても，目的に応じ様々な方法が考えられて，利用さ

れている． 
 
・舞踊データの解析，保存 
 
 舞踊データの解析，保存は取得された舞踊データから，動作やその踊りについての何ら

かの特性について解析し，意味を持たせた数値的データもしくは他の形式のデータで保存

する段階である．舞踊データの取得により得られたデータは単に時系列の位置情報や力覚

情報であり，舞踊の本質的な情報とは隔たりがある．なぜなら，舞踊は人間の動作である

ため個人性があり，その個人性の中に評価されるべき側面（熟達度，巧みさ，感情表現等）

があり，演技者にはそれを高めるための研鑽が求められる．よって，一般鑑賞者にしてみ

るとその舞踊の個人性に対する主観的な批評，価値の評価が重要な関心事となる．つまり，
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一般に舞踊のディジタル保存を考えた場合にも，唯のデータと個人性などの現実上の主観

的な感性情報の関連付けが大きな問題となる．吉村らは舞踊の定量的把握の一環として，

データの運動情報とその場合の感性情報の計測，分析を行い，舞踊中の特定の基本動作の

抽出や特性の定量化，感性的にデータを扱えるような手法を開発することを試みている

[2][3][4]． 
 
 舞踊の保存形式として有名なものに，身体運動一般を記述する Labanotation（舞踊譜）

と呼ばれるものがある．これは音楽に当てはめると楽譜のようなものである．Labanotation
は単一の動きを示す舞踊符（これは音楽で言う音符に相当）によって踊りを記述すること

が出来るために，自然言語では困難と思われる具体的で詳細な舞踊の記録を残すことがで

きる．よって，舞踊の定式化や舞踊中のセグメンテーションなどにも利用されている．加

えて，クラシックバレエやヨーロッパの民族舞踊など，世界で一般的に用いられている表

記方法を用いるため，汎用性，有用性はとても高い． 
 Labanotation に関連した伝統舞踊のディジタルコンテンツ化の研究としては，（株）わら

び座による３次元デジタル舞踊譜の開発[5]や服部らによるモーションキャプチャデータと

Labanotation の相互変換を行う研究[6]，などがある． 
 しかし，Labanotation には以下のような問題点がある． 
1) 従来から用いられている動きの名前のような抽象的概念（間，ため，余韻など）との結

びつきが難しいため，踊りの師匠が生徒を指導する場合には自然言語に頼らざるを得ず，

実際の舞踊との連携が取れにくい． 
2) 譜の解読の際，2 次元的な表現から踊りの３次元的な構造を頭の中で再構成しなければ

ならず，学習者が実際の演技として構築するにはそのための能力（ノウハウ）の習得，

及びインタラクティブ性が必要となる． 
つまり，Labanotation は舞踊をかたちとして形式的に保存するためには，とても有効な

ものであるが，あくまで形式的なものに過ぎず，利用性は高いとはいえない．初心者を含

む後進者に対して利用しやすいものでなければ，人間の技術により成り立っている無形文

化財の保存としては不完全だといえる． 
 

・舞踊データの再利用 
 
 舞踊データの再利用の研究は，モーションキャプチャにより取得され，解析したデータ

を舞踊の伝承，創作，教育，娯楽などを目的として，いかにして新しく利用性の高いコン

テンツを作成しようかという研究である．これは，ごく最近から行われ始めたアプローチ

であり，単に形としての無形文化財の保存の目的から一歩発展させ，文化としての舞踊の

伝承や新しい舞踊の創作などを考えたものであり，無形文化財の保存でとても重要なアプ

ローチである． 
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このカテゴリにおける関連研究として，中澤らは，娯楽などの目的として日本の伝統舞

踊を二足歩行ロボットに躍らせる試みやその一環としての舞踊中の各部位の動作の認識や

動作によるセグメントなどのデータ処理の技術についての研究を行っている[7][8][9][10] 
[11]．また，中村らはモーションデータ，ビデオ映像などとの同期処理技術を用いて

Labanotation を初心者に馴染みやすくするための教育用マルチメディア教材の開発を行っ

ている[12]．村上らはモーションデータと映像との融合により外見情報，運動情報を統合的

に保持できる利用性の高いコンテンツの開発を試みた[13][14]．庭山らは複数のモーション

データをつなぎ合わせて新たな舞踊データを創作するコンポーザの開発を行った[15]．その

他にも，任意のフレーム及び任意の視点から CG 映像を再生できる，（株）わらび座の舞踊

教育用 DVD“DVD でおぼえるシリーズ”[16]などがある． 
 本研究もこのアプローチに属する．本研究では舞踊データを初心者をはじめとする後継

者の教育に役立てることを目的として研究を行った．舞踊教育は，後進者に対して舞踊の

熟練者の技術を伝えることであり，無形文化財の保存において直接的かつ本質的に最も重

要なアプローチであると考えたからである． 
 

 

図 1 舞踊のディジタルコンテンツ化の流れ 

1.2 舞踊教育における問題点 

 舞踊教育はとても重要であることは先に述べたが，ここでは現在の舞踊教育の抱えてい
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る問題点について述べる．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

言えることだが，熟練者になるほど高齢かつ人数も少なくなっていく．よって，家元が舞

踊の初心者を漏れなく一人一人指導することは心身ともに大変な疲労を伴い負担が大きい

ものとなる．現在はこの理由により，家元が直接初心者に教示する機会は少なく，初心者

と家元などの熟練者の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．中間層の舞踊技術者にしてみれば自身の技術の

修練とともに初心者への教育を行わなければならないためとても負担が大きくなる． 
 このような理由から，現在，すべての初心者が舞踊を技術保持者より学習できる環境は

理想的なものではなく，教示を行う舞踊教育者の負担を軽減することが早急に必要となっ

ている． 
 

1.3 研究の目的 

 本研究では，舞踊のディジタルコンテンツ化の一環として，舞踊データを再利用するこ

とに着目し，舞踊の教育に役立てるシステムを提案し，開発を行った．舞踊教育者の負担

を軽減するためには，舞踊を学ぶ初心者の裾野を広げ，彼らが自発的に舞踊の上達に興味

を持つことが重要であると考える． 
 そこで，初心者が舞踊に慣れ親しむことができるように，学習者が模範演技者の演技を

模倣し，表面的にはそっくりに踊れるように指導する手法，システムを提案する． 

1.4 論文構成 

 本論文の構成を以下に述べる．2 章では開発を行っている舞踊教育支援システム全体につ

いて述べる．3 章では 2 章で述べたシステムの一環として開発を行った，映像と振動デバイ

スによる舞踊教示支援システムについて述べる．4 章ではシステムについての性能，妥当性，

有効性をいくつかの実験を通して検証すると共に，さらに有効的な手法に関しての検討も

行う．最後に第 5 章では，本論文のまとめと今後の課題について述べる． 
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第 2 章 教育支援のための舞踊情報提示システム 

2.1 はじめに 

 システムの内容について述べる前に，システム開発の背景と前書きについて述べる． 
初心者が舞踊学習の初期段階として行うことは，模範演技者の模倣である．ただ真似を

するとしても身体の一部の動きを合わせることはできても身体全体として同じ外見を再現

することは難しい．そのため，学習者の動きをリアルタイムにとらえ，解析，その場で直

接的に指導することが重要となる．舞踊は総合的な運動であるため，教示方法としては大

局的な動きのほかに部分的な動き，ステップや奥行き移動情報等を複合的に提示し，学習

者が欲する情報を的確に選択，取得できることを可能にすることが必要である．また，振

り付けを覚えても，舞踊を再現しようとして実際に体が頭で思うように動くとは限らない．

従来は，演技者，指導者の動作を見ての「見取り」学習が主であったが，「手取り足取り」

の感覚でリアルタイムで直接的に指示を受けられれば習得速度が向上すると考えられる． 
 
 従来からある計算機を用いた仮想現実技術(Virtual Reality Technology)を発展させ，仮想

と現実を一体化させるような技術を複合現実感技術(Mixed Reality Technology)という．最

近は，複合現実感技術の研究が盛んに行われているが，当研究の大部分は HMD（ヘッドマ

ウントディスプレイ）などを用いて視覚的に仮想と現実を混合させたものである．Philo ら

は太極拳の姿勢の教示のためにこの技術を利用していて，HMD のなかで VR 環境を構築し，

実空間と組み合わせることで，リアルタイムの教示システムに適用している[17]．しかし，

これらを考える場合，一体化させるべき仮想と現実との差が問題となる．実際，Philo らの

研究では HMD の小さい画像と現実とのギャップが問題となり，学習者の学習実験のアンケ

ートによる主観的に有意な評価は得ることができなかった．さらに，舞踊のような様々な

要素から構成される高次元的運動情報を教示する場合，この問題は深刻化してしまう． 
 本研究では，舞踊の総合情報を視覚的にのみ教示するには限界があると考え，体感的に

動作を教示するデバイスを開発し，このシステムに組み入れた．五感に刺激を与える教示

によって，学習者が手取り足取りの感覚で舞踊を覚えることが出来ることを目指す． 
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2.2 システムの概要 

 本研究で提案するシステムの全体概要図を図２に示す． 
 本システムは図に示すように，スクリーン（前部に設置するモニタ），移動ロボット，振

動アクティブデバイス，投影足跡など複数インタフェースからなる舞踊演技者の教示情報

を元に模倣の感覚で演技し，学習者の動き情報はシステムにより取得される． 
 このシステムは 2.1 で述べた以下の点を実現している． 
・初心者が手軽に舞踊経験者の模倣を行うことが可能 
・マルチモーダルかつ手取り足取りの教示 
・その場で悪い部分を指摘できる 
 

 

図 2 舞踊簡易教育支援システムの全体概要図 

  



 15

2.3 システムの構成 

ここでは，システムの構成について述べる．システムは，モーションキャプチャシステ

ム，スクリーン（前部に設置するモニタ），移動ロボット，振動アクティブデバイス，足跡

投影用のプロジェクタから成る． 

2.3.1 カメラを搭載したモーションキャプチャシステム 

学習者は複数カメラを搭載した，モーションキャプチャシステムによりリアルタイムで

練習中の動作情報をキャプチャリングされる．キャプチャリングされた画像は後の参照で

悪い部分や模範者との相違の検討に用いることはもちろん，その場でリアルタイムに解析

し，模範演技者と比較され，学習者に対し悪い部分即時的に指摘することが出来ることを

可能にする． 

2.3.2 スクリーン表示 

舞踊全体についての大まかな動き，振りや，移動情報などを概略として学習者に伝える

ために学習者の前方に大きな模範演技者のＣＧ映像を投影する．ＣＧ映像は模範演技者の

モーションキャプチャデータを基にオフライン運動解析を行った後，OpenGL を用いてリ

アルタイムでモデリングしたものである．これにより任意視点からの投影が可能になると

共に，未来の振り表示や運動学的な強調表示など，様々な表示体系が可能になる． 

2.3.3 移動ロボットの舞踊表示 

 移動ロボットにモニタを乗せて，舞踊にあわせてロボットを表示することにより，学習

者の移動に即した舞踊教示が可能になる（図 3）．固定スクリーンでは，学習者が舞踊学習

中に移動等が生じ，スクリーンが見えなくなった場合などは，リアルタイムの教示が不可

能になる．移動ロボットは模範演技者と学習者の動きに応じて移動し，常に学習者に対し

て舞踊の映像を提示することにより固定スクリーンによる情報提示漏れを補う働きをする． 
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図 3 移動ロボットの説明図 

2.3.4 振動デバイスによる教示補助 

映像などでは分からない，局所的な動き，動作のタイミングなどを教示するために身体

各部に振動を与え，体感的に刺激を与える振動デバイスを用いる．（図 4）また，このデバ

イスは，悪い部分の指摘の際にも有効に利用できる．例えば，「右腕先をもう少し上」とい

った指示は頭で分かっても，踊りの最中に部位を特定して実行することは困難である．踊

りに限らず頭で分かっていても体ではよくわからない，動かない，といったことがスポー

ツではよくあることである．体感的な教示を用いることで，より直感的な運動理解が可能

になると考えられる． 



 17

 

図 4 振動デバイスの説明図 

2.3.5 足跡表示 

 映像など他のインタフェースではわかりにくい脚の 3 次元の奥行き位置情報を斜め上方

からプロジェクタで投影する．学習者は速やかに次ステップの認識が可能となり，大まか

な動作把握が可能となる．また，学習者は視覚的に実際の３次元奥行き情報を把握できる

ため，より空間的，現実的な感覚で舞踊の学習をすることが出来る． 
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第３章 映像と振動デバイスを用いた舞踊教示シス

テム 

 ３章では，２章で述べたシステムの一環として開発を行った，モニタや足跡に表示され

る映像と振動デバイスを用いた舞踊の教示システムについて述べる．具体的にはモーショ

ンデータの取得と解析について，OpenGL による VR 環境の構築や足跡表示インタフェー

スについて，また，視覚に対してだけではなく，体感的にも教示を行うことの出来る体感

振動デバイスについて述べる．システムにおけるソフトウェアはすべて Microsoft 社の

Visual C++6.0 を用いて開発を行った． 

3.1 舞踊データの取得と解析 

3.1.1 舞踊データの取得 

 舞踊データの取得には光学式モーションキャプチャシステムと Motion Analysis 社のデ

ータ処理ソフト EVaRT4.2 を用いる．全身にマーカと呼ばれる赤外線を反射する球を取り

付け，マーカの画像を６台のカメラで撮り，3 次元時系列座標データに変換している．変換

後のデータはLANで接続されたクライアントのマシンに送られソフトウェア上で処理され

る．図５，図６，図 7 にそれぞれ使用したカメラの外観，モーションキャプチャシステム

の外観，本システムでのデータ取得のためにカメラを設置した室内の外観を示す． 
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図 5 使用したカメラの外観 

 

 
図 6 モーションキャプチャシステム（Motion Analysis 社製） 
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図 7 カメラを設置した室内の様子 

 
 
モーションデータの取得の例を図 8 に示す．図８は 20 点のマーカを用いてダンスのモーシ

ョンの取得を行っている例である．取得したモーションデータは avi のビデオ映像データと

EVaRT のソフトウェア上で同期が取られ，同時に保存される．モーションデータは様々な

形式で取り扱えるが，本研究では，オフラインデータとして取得した位置座標は，一端 TRC
形式でデータベース上に保存している．TRC 形式とはテキスト形式の一種であり，ヘッダ

部分とデータ部分に分かれている．ヘッダ部分には，データレートやマーカ数，総フレー

ム数，また各マーカの名前などが記述されている．データ部分にはデータ測定開始後の経

過時間，各マーカの 3 次元座標が順に記されており，1 行に 1 フレームのデータが記述され

ている．CSV 形式と類似した様式で，リアルタイムにおける教示や解析の際に頻繁に参照

を行うときに，読み書きが容易に行えることと各教示モジュール間のデータの交換に便利

であることより，本システムの中でのデータ形式は TRC 形式を用いている． 
 



 21

 

図 8 モーションデータの取得の例 

3.1.2 模範演技者の運動情報の取得 

 光学式モーションキャプチャで得られたデータはオクルージョンやその他の理由により

少なからず誤りデータを含む．そのため，CSV 形式でオフラインで保存をした後，軌道が

不連続なフレームを検出し，スプライン関数を用いて補完を行う．（スプライン補完に関し

ては付録を参照） 
補完をして得られたモーションデータより，模範演技者の様々な運動情報を算出する．

本システムで教示に用いるために，リアルタイムでモーションデータより算出している情

報は以下の通りである．これらの情報を算出したのは，単体動作ごとのセグメントやＶＲ

環境のモデリングの際に用いるためである．モーションデータは時系列上の位置座標

),,( iii ZYX )(n （ i はフレーム番号，n はマーカの位置の要素番号）の二次元配列として得

ることができる． 
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・空間座標での各部位の速度，加速度 
 
・肩の関節角度空間での肘，手首の速度，加速度 
 
・腰座標から見た，両太腿，両足首の速度，加速度 
 
・進行方向及び姿勢方向 

3.1.3 単体動作ごとのセグメントによる舞踊動作の切り出

し 

 一つの舞踊は複数の振りと呼ばれる基本動作により構成されている．舞踊の教示の際は，

学習者に対し，その基本動作を一つ一つ提示することが必要となる．そのためには，事前

にオフラインでモーションデータより基本動作を検出し，オンラインでその時系列軸上に

リアルタイムで提示することが必要である．ここではモーションデータからの基本動作の

抽出手法についてのアルゴリズムを示す． 
 体の個々の部位に注目し，部位の静止状態→速度上昇→速度減少→静止（静止に近い状

態）の一つのサイクルを一つの基本動作と定義する．本システムではこの状態の変化をモ

ーションデータから検出することにより，モーションデータを動作ごとにラベル付けをし，

分割する．図 9 に右手のモーションデータについての単体の動作の検出の例を示す．（図中

の楕円はその区域を一つの動作としてみなしていることを示す．） 
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図 9 モーションデータから一つの動作の抽出 

 
以下に，速度の状態変化を用いてモーションデータから単体動作を抽出するアルゴリズム

を示す．本アルゴリズムは速度の変化に注目して動作の区切りを表す候補点を抽出してい

るが，モーションデータの中には図 9 のグラフのようにしばしば細かい微妙な揺れが起こ

るため，それだけでは，候補点が実際よりも多数検出してしまう結果となる．よって，候

補点の検出の後，速度の絶対値の距離の変化を用いて過検出された点の削除を行っている．

具体的なアルゴリズムは以下の通りである． 
  
処理１．セグメント開始，中間位置，終了位置の候補点の検出 

 
モーションデータを演技開始位置より順にシーキングをする．  

i フレームにおいて，３次元時系列座標データ ),,( iii ZYX から速度に相当する微分係数

z
Z

y
Y

x
X iii

∂
∂

∂
∂

∂
∂

,, を zyx ,, 各軸について求め，１フレーム前の微分係数と比較し，その微分係

数が正から負，負から正，正から零，零から正，負から零，零から負に変化する点をすべ

て検出し，セグメント候補点集合として保存する． 
つまり， x 成分， y 成分， z 成分それぞれにおいて， 
(( 1−iV < 0) && ( iV >0))||(( 1−iV >0) && ( iV < 0)) 
||(( 1−iV =0) && ( iV < 0))||(( 1−iV =0) && ( iV >0)) 
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||(( 1−iV < 0) && ( iV =0))||(( 1−iV >0) && ( iV =0)) 
のとき 
Point[num]= i ;（候補点集合に要素番号を格納） num++; 
とする． 
 
処理２．過検出された候補点の削除 
 
 処理１で得られた点集合 Point[]の最初の要素より順番に開始点 S，中点 M，終点 E とラ

ベル付けをする．次に，S，Ｍ，Ｅの位置においてのそれぞれの速度の絶対値

222

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

z
Z

y
Y

x
X

の距離を比較する．そして，中点 M が開始点 S から最も速度

の距離が遠い点でなく，かつ，終点 E から最も速度の距離が遠い点でなければ，中点 M を

点集合から削除する．なぜなら，この状態は，Ｍが一つの動作中の速度の極大値となりえ

ないことを表している（図 10）．よって，静止状態→速度上昇→速度減少→静止状態という

単一基本動作のサイクルを考えた場合，この場合におけるＳ，Ｍ，Ｅから成り立つ動作は

あり得ないことになるので，候補点から削除できる． 
つまり， 
Ｓ= num; M = num+1; E = num+2;とし，速度間の距離をそれぞれ D(s-m)，D(s-e)，D(m-e)
とすると， 
(1)D(s-m)<D(s-e)||D(s-e)>D(m-e)のとき， 
M = E ,E = E+1 （中点 M の削除） 
とし，処理２の処理を繰り返す． 
(2)D(s-m)>D(s-e)&&D(s-e)<D(m-e)のとき， 
Furi [fri_num] =S,M,E; fri_num++; 
S=S+1;M=S+1;E=M+1;（基本動作の要素番号の取得，次フレームへポインタを移動） 
とし，処理２の処理を繰り返す． 
以上の処理を，点集合の終端まで行うと，単一動作を示す配列 Furi[]（動作の開始点，中

点，終点を保持）が得られる． 
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図 10 モーションのラベル付け 

 
 

3.2 リアルタイム舞踊教示のための映像表示 

3.2.1 CG による仮想現実（VR）環境の構築 

 OpenGL を用いて舞踊データより VR 環境で復元を行う．開発した CG 映像を図 11 に示

す．人体モデルの開発には，スティックピクチャのモデリング原理を利用しているが，ス

ティックピクチャでは舞踊中の 3 次元奥行き方向の感覚が非常に得ることが難しい画像に

なってしまうため，球体，直方体などのプリミティブ図形を用いて人体モデルを作成した．

デフォルトにおける OpenGL ライブラリ処理内の 3 次元空間内の縮度は現実空間の 600 分

の１でありサブウィンドウに示されているCGオブジェクトの縮度はメインウィンドウの5
分の 1 とした．これらの数値は任意により変更でき，ディスプレイで提示するか，プロジ

ェクタで提示するかなど，インタフェースハードウェアの特性によって適宜適応できる． 
  
 視点はキーボード，マウスにより X 軸回転，Y 軸回転，Z 軸回転，モデルに接近，モデ

ルから遠ざかるなどの任意の変更がいつでもできる仕様とした．また，OpenGL の CG 作

成処理に時間が掛かり，PC のスペックにより CG モデルの再生が遅れることがあるので，

時系列上で正しく意図した定量的な再生が行えるよう，処理速度を算出し，読み出し時の

モーションデータのフレームを間引く処理を行っている．再生スピードも数倍から数分の
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一までの様々に変更することができる． 
 

 

図 11 CG 映像 

 

3.2.2 VR 環境の視点，視野の制御 

 舞踊教育者の話によると，実際の教育現場では，学習者は模範演技者の斜め後ろおよそ

45°の位置に立ち，視野に見える平面的な動き情報に加え空間的奥行き情報も統合的に認

識できる環境で舞踊を学ぶ．ＣＧ映像ではその教育現場の様子を VR 環境において，限りな

く再現するためにデフォルトモードではリアルタイムで視点の位置を変更している． 
 
  
視点変更の様子を図 12 に示す．図は舞踊サンプルデータの一つで，腕を上下に動かしなが

ら左にターンをするシーンである．模範者の姿勢と位置より舞踊が最も効率的に情報が得

ることのできる位置へ視点が推移していく．なお，この視点情報は移動ロボットモジュー

ルに送られ，ロボットの移動情報の決定に利用される．映像に適したポジションと移動経
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路がロボットモジュールで計算されロボットは移動し，視覚的にも学習者に負担の無い情

報提示が行われる． 
 

 

 

図 12 視点変更の様子（400ms ごとに撮影） 

 

3.2.3 遅延を考慮したリアルタイム教示用のモデリング 

 学習者がリアルタイムに模範演技者と同等の動きを演じるためには，次の動作の認識等

にかかる遅延を考慮してその事前に情報を提示する必要がある．Philo ら[17]の研究の中で

行われた実験では，CG と全く同じ時間で同じ動作をするよう命じられて，模倣して演じた

40 人の被験者の演技の遅延を観察したところ，各動作においての全員の演技の遅れの平均

は 610[ms]であった．ただ，この認知能力には個人差があることから，絶対的な遅延時間量

を定義することはできないが，学習者がある一定時間後の動作を予期できるような提示が

求められる． 
 このことを踏まえ，本システムの中では，現在の動きを提示したメインウィンドウの周
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りに一つの動作中の未来の動きを提示したサブウィンドウを設けた．全体的な大まかな未

来の動作はこれらにより教示できる． 
 しかし，詳細は４章の実験で述べるが，振動デバイスで行う予定であった部分的な動作

の教示は，振動デバイスのみでは，特に動作の方向教示において不十分であることが確か

められた．そのため，それらの情報提示について映像モジュールで補佐を行う必要がある．

現在はこの方法について模索している． 

3.2.4 移動ロボットによる表示 

 上述のような手法で作成した CG をロボットに搭載したプロジェクタでロボットに設置

したスクリーンに投影している様子を図 13 に示す．ここで使用しているロボットは米国

ActivMEDIA 社の PioneerⅡである．移動ロボットは模範演技者と学習者の動きに応じて

移動し，常に学習者に対して舞踊の映像を提示することにより舞踊の外形情報に加え，移

動情報を視覚に対して現実的，空間的に提示する． 
 

 

図 13 移動ロボットによる表示 
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3.3 体感教示のための Vibro-active デバイス 

3.3.1 デバイスに用いた振動モータ 

 振動デバイスの開発に用いた小型振動モータの外観および機構図を図 14 に示す．使用し

たモータはシコー技研製の超偏平コアレス振動モータ F203C で，市販の携帯電話やポケッ

トベルに組み込まれている円平状の形式のものである．同社の製品には他の形式において，

用途に応じて複数タイプのモータが市販されているが，本研究においては運動教示を行う

目的であるため，軽量モータの中で出力が最大のものを選択している（付録を参照）． 

 

 
図 14 デバイスに使用したモータ(F203C-シコー技研(株)) 

 

3.3.2 振動デバイスの構成 

振動デバイスの回路図を図 15，図 16 に示す． 
この回路は制御モジュールを搭載した PC のパラレルポートを用いて制御する．パラレルポ

ートより発信される 256 ビットの信号をデマルチプレクサを用いて分配化し，フリップフ

ロップを用いてクロックにより保持することにより多数の振動モータを個別制御すること

が可能としている． 
なお，紙面の都合上，この回路は 1 セットのデバイス制御（振動モータ８個で構成）用の
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回路であるとともに回路上の重複の部分を省略したものになっている．パラレルポートの

出力ピン 9 ピンを最大限利用することにより，本システムでは一度に最大で 5 セットの振

動デバイス（振動モータ 40 個分）まで，同時に個別に制御することができる． 
 （回路における交線上の点は接点を表し，点が無い交線は非接点を表す．）  
 
 

 

図 15 振動デバイスの回路図（１） 
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図 16 振動デバイスの回路図（２） 

 
振動デバイスの外観を図 17 に示す．円平状の小型振動モータを一枚の帯状の布に 4 個取

り付ける．この 4 個の振動モータは関節から見た座標系で上下左右に情報を送れることを

意味している．これを全身に，特に舞踊で重要といわれている腕や足などに取り付ける．

デバイスを装着した図を図 18 に示す． 
 

 

図 17 振動デバイスの外観 
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図 18 振動デバイスの装着図 

 

3.3.3 遅延を考慮した振動デバイスの制御 

 解析モジュールでモーションデータより算出された動作の開始時間がデバイスの制御モ

ジュールに送られる．リアルタイム教示を想定した場合，振動キューに関しても認知の際

の遅延を考慮した制御が必要となる．それらは映像の知覚の際の遅延と同様にかなりの個

人差があると思われる．今回はデフォルトモードでは Philo[17]らの実験のデータと数名に

より振動デバイスの試用実験を行った際の結果を基にして，誰でも概ね問題ないと思われ

る 500[ms]前の発信と仮定し，値の細かい上下は任意に設定できるものとした． 
 

3.4 足跡軌跡の表示 

3.4.1 投影上の歪みに対する射影変換 

 投射する平面と、地面に投影される正確な平面を対応付ける射影変換行列を以下のよう

に求める。投射する仮想現実上の任意の点を ),( ii yx 、それに対応した正確に投影される

複合現実上の平面の点を ),( ii YX とおき、射影行列をＰとおくと、 
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Ｐを８個の自由度の３×３の正方行列Ｐ(|P|=1)で表すとこの射影変換は 
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のように定式化できる．Ｐを算出するアルゴリズムとして用いている手法は Rahul ら[19]
の手法である． 
対応付けを行いたい２つの平面上の点｛ ),( ii yx ),( ii YX ｝において，既知の対応点より，

次の２ｎ×９の行列Ａを定義する。 
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この行列の転置行列
TA を用意し，

TA Aの計算をすることにより正則化し，
TA Aの固有

値問題を解き，固有値中の最小の固有値より，その対応する固有ベクトルを行列 P にあて

はめる． 
 時系列上のデータごとにこの演算を繰り返すことにより，複合現実空間上のリアルタイ

ムの対応付けが可能になる． 

3.4.2 認知遅延の考慮 

 ステップの教示をリアルタイムで行うときには，学習者は場所の認知と脚の移動の両方

に遅延が起きるため，未来の情報提示の閾値を映像モジュール，振動デバイスモジュール

に比べ，少し大きめに設定する．また，脚の移動方向によってもその時間が定性的に異な

るため，方角により任意に設定することにする． 
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3.5 教示支援システムを用いた教示の様子 

3.5.1 映像と振動デバイスによる教示の様子 

 映像と振動デバイスを用いた舞踊の教示の様子を図 19 に示す． 
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図 19 映像と振動デバイスによる教示の様子 

3.5.2 足跡表示による教示の様子 

 足跡表示によるステップの教示の様子を図 20 に示す． 
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図 20 足跡表示によるステップ教示の様子 

第 4章 実験 

本章では，２章，3 章で述べたシステムにおいて映像と振動デバイスを組み合わせた実験と

それらの結果から検討を行う．本論文においては，主に映像と振動デバイスによる複合教

示について，本システムにおける効果的な制御方法の思索，システムの妥当性，有効性の

評価のために以下の４つの実験を行った． 
 

4.1 実験に用いたモーションデータ 

 実験に用いたデータは青森県の伝統舞踊「津軽じょんがら節」の一部分であり，両手を

用いて印象的で複雑かつ難解な動作を複数含む部分である. 
サンプル 1 は区間全体で 70[s]の長さで，両腕にあわせて 37 個の基本動作を含んでいる． 
サンプル 2 は区間全体で 60[s]の長さで，両腕にあわせて 33 個の基本動作を含んでいる． 
実験４．２，４．３，４，４ではサンプル 1 を用いて行った．図 21 にこの部分の舞踊の演

技の様子を示す． 
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図 21 津軽じょんがら節 

 

4.2 有効な振動パターンの検証 

4.2.1 実験の目的 

本実験では，システムの基礎実験として，振動デバイスから発信される振動キューにつ

いて，どのようなキューが舞踊をリアルタイムで教示するために効果的なのか検証するた

めに行った． 
舞踊の教示においてリアルタイム性を損なわないようにするには，振動キューには，す

べての時系列上において舞踊教示の補佐を的確に行い，又，知覚的にも演技に邪魔になら
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ないことが要求される．それには振動デバイスが人体に与える刺激の特性を探り，教示に

適した振動制御を行うことが必要である．振動の長さ，種類，などを変更した３つのテス

ト振動パターンにより，それぞれについて実際の教示実験を行い，舞踊がわかりやすかっ

たかどうかの 5 段階アンケートを採取し，検討を行った． 
 

4.2.2 実験の手順 

 本実験では被験者 10 名に対し，CG + Vibro-active デバイスを用いて教示実験を行った．

振動のテストサンプルパターンとしては以下の 3 つの mode を作成した． 
 
Mode(1)—Pulse Mode 
各動作に対し，教示対象箇所から動作方向にあるモータで短いパルス（500ms）を与え

る．このモードでは各動作において，動作開始のキューのみを動作箇所に与える．短いパ

ルスを与えた後は，次の動作が来るまでデバイスのモータは停止する．（図 22） 
 

Mode(2)—Repulsive Mode  
 各動作に対し，動作方向とは逆の方向にあるモータで，動作を行う間，永続的に続く長

いパルスを与える．このモードでは，動作開始のキューを与えた後その動作が終了するま

でデバイスのモータは駆動し続け，動作終了時に停止する．（図 22，図 23） 
 
Mode(3)—Attractive Mode 
 各動作に対し，動作方向と同じ方向にあるモータで，動作を行う間，永続的に続く長い

パルスを与える．このモードでは Repulsive Mode と同様に，動作開始のキューを与えた後

その動作が終了するまでデバイスのモータは駆動し続け，動作終了時に停止する．（図 22，
図 23） 
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図 22 各 mode における振動モータの駆動時間 

 
 

 

図 23 repulsive-mode と attractive-mode 
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 被験者はそれぞれ上記の３つのモードに対し順不同に１回ずつ，計３回学習実験を行う．

その度，学習を終えた被験者より，舞踊が分かりやすいと感じたかどうかについて「わか

りやすいと感じた」を 5「わかりにくいと感じた」を１とする 5 段階評価のアンケートを採

取し，結果を検討する． 
 

4.2.3 結果と考察 

 各被験者のそれぞれの mode における５段階評価の結果を表１に，各 mode ごとの評価の

分布の割合を図 24 に示す． 
 

 (1) pulse (2) repulsive (3) attractive 
被験者１ 2 3 5 
被験者２ 5 4 4 
被験者３ 2 4 5 
被験者４ 2 4 4 
被験者５ 3 4 3 
被験者６ 2 4 4 
被験者７ 1 4 3 
被験者８ 2 3 5 
被験者９ 3 4 5 
被験者 10 2 4 4 

表 1 各被験者のそれぞれの mode における 5 段階評価の結果 
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図 24 各 mode における 5 段階評価の分布 

 
 実験における３つのモードにおける中央値の結果を表２に示す．またこのアンケートの

回答については順序尺度であることを考慮し，数値は大小関係のみに意味があるとみなす．

本解答結果に対しノンパラメトリック手法である Friedman 検定を行ったところ P = 0.0076

となり有意水準 5%において有意な差が現れた．更に，Tukey の方法による多重検定で群間

の有意差を調べたところ，表３に示す結果となった．（表中の*は有意水準 5%で有意な差が

あること，-は差が無いことを示す．） 

 

  

  pulse repulsive attractive
median  2 4 4 

表 2 各 mode における中央値 

 
 pulse repulsive

repulsive *  
attractive * - 

表 3 Tukey の方法による多重検定の結果 
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表２，表 3 の結果より教示を行うための振動制御には pulse mode は適していないとい

うことが確かめられた．振動により運動方向を教示するためには継続的な振動が効率的

だということであるが，これには大きく２つの要因が考えられる． 
 
１）人間の皮膚の振動に関する感覚力の脆弱性 
 
 振動による刺激を感じるか感じないかという事項に対する人間の知覚能力は，その他の

体の刺激に対する知覚能力（押す，引っ張る，たたく等）に比べて，当初の予想よりも弱

いことが実験を通してわかった．500ms のパルスでは振動に気付かないことが度々起こり，

舞踊全体に関してもわかりにくいという意見が生じてしまう．長時間の継続的なパルスで

なければ確実に知覚の際の見落としをしないとは言えず，repulsive mode，attractive mode
ではpulse modeに比べ単純に長時間継続のパルスの数が多いためこのような結果が生じた

と考えられる． 
 
２）複数の同じ信号と複数の異なる信号に対する情報提示力の違い 
  
舞踊は一つの踊りの中で大きな動作，小さな動作など複数の様々なプリミティブな動きか

ら形成され，学習者はそれを大小，概ねの動きのイメージとして知覚する．pulse mode に

おける一定の信号では動作の初動時はわかるが，その先の多様な動き情報に対しての提示

力はない．repulsive mode，attractive mode では，動作ごとに長い振動，短い振動を組み

合わせて多様に提示できることで舞踊全体のイメージも浮かびやすくなったと考えられる． 
 
 ただ，被験者の中には少数だが，pulse mode の方が他の２つの mode よりも動きやすい

のでよいという意見や，何度も試す間に次第に pulse mode の方がわかりやすくなってきた

という意見もあり，多少個人差や学習効果の存在が見られた．しかし，初心者に舞踊を手

取り足取りの感覚でわかりやすくという観点から言えば pulse mode よりも repulsive 
mode，attractive mode の方が完全に適していることが本実験で確認できた． 
 
 また，repulsive mode と attractive mode の間には有意な差が見られなかった．評価値

とは別に，被験者の意見の中でも，repulsive mode の方が良かったという意見，attractive 
mode の方が良かったという意見，どちらでも良いという意見が三様に分かれた．もう一度

やってみたら逆の方がよかったという意見もあったため，これらの違いは主に実験時にお

ける個人の観念や好みの違いと思われる． 
 
 なお，この実験において振動により舞踊の把握や演技をするのに阻害されたというよう
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な意見は聞かれなかった．振動の特性として感じたことは，振動刺激は舞踊の邪魔をする

ほど害外的ではなく人体に作用するが，人間の知覚的な部分などが原因で，舞踊の教示を

するには若干弱い部分もあるということである．映像を使用せずに振動デバイスのみでシ

ステムを構成するのは無理であるが，デバイスをあくまで舞踊教示の補佐に用いるのなら

十分機能すると考えられる． 

4.3 アンケートによる主観的評価実験 

4.3.1 実験の目的 

 本実験は振動デバイスを用いた教示補佐は主観的見解から見て舞踊を学習する最に有効

であるかどうかを検証するために行う．つまり，リアルタイム教示において映像では伝わ

りにくい要素が振動デバイスを用いることで補うことが可能になっているかどうかを評価

する．本実験において，被験者が舞踊を複数観点から見て，分かりやすいと思ったかどう

かという主観アンケートによる結果により検討を行った． 

3.3.2 実験の手順 

 被験者は踊りの初心者 10 人で，システムにより学習実験を行い，その後，被験者より複

数項目からなるアンケートを採取した．ただし，Vibration モードは前実験で定義した

attractive mode, repulsive modeの中からどちらか各人で自由に選択してよいことにした．

本実験におけるアンケートの項目は以下の通りである． 
 
映像と振動デバイスを用いた本システムについて 
 
A: 舞踊の全体の動きはわかりやすいか．   （わかりやすい→５，わかりにくい→１） 
B: 舞踊の部分的な動きはわかりやすいか．   （わかりやすい→５，わかりにくい→１） 
C: 次動作がわかりやすいか．    （わかりやすい→５，わかりにくい→１） 
D: 舞踊の振りの流れはわかりやすいか．  （わかりやすい→５，わかりにくい→１） 
E: 複雑な動きでもわかりやすいか．  （わかりやすい→５，わかりにくい→１） 
F: 動作のタイミングはわかりやすいか．  （わかりやすい→５，わかりにくい→１） 
G: 重量はどうか．    （問題なし→５，問題あり→１） 
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H: 装着感はどうか．    （問題なし→５，問題あり→１） 
 
 なお，上記のように，アンケートはシステム全体，使用感などを含む複数項目から構成

した．これは被験者の中の無意識的な主観による評価を引き出すためである．この実験に

おいての本当に知りたい事項は，マルチモーダルな提示システムを想定した場合，視覚の

みに教示した場合では伝えることが出来なかった要素が，振動デバイスを用いることによ

って補完できるかどうかである．つまり，このアンケートにおける最も重要な項目は，B:
踊りの部分的な動き，C:次動作，F:タイミングとなる．これらの項目が高い評価値で得られ

れば振動デバイス教示の主観的な有効性を示すことができる． 

4.3.3 結果と考察 

 被験者ごとの５段階評価アンケートの結果を表４に，各項目ごとの評価の分布を図 25 に

示す． 
 

 A:全体 B:部分 C:次動作 D:流れ E:複雑

F:タイミン

グ G:重量 H:装着感

被験者１ 5 4 4 5 2 4 5 3 
被験者２ 4 3 2 4 2 2 4 3 
被験者３ 2 3 2 2 4 3 4 3 
被験者４ 3 3 5 4 2 4 5 5 
被験者５ 3 2 2 3 1 4 4 3 
被験者６ 4 3 4 3 2 2 5 3 
被験者７ 3 2 4 3 1 3 4 4 
被験者８ 3 2 2 3 2 3 4 3 
被験者９ 2 1 2 1 1 4 5 2 
被験者 10 2 4 5 4 2 5 4 4 

表 4 5 段階評価アンケートの結果 
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図 25 5 段階評価アンケート結果の分布 

 
 アンケートの集計後，回答の有意性についての検定を行った．検定では，今回のアンケ

ートについて「わかりやすいともわかりにくいともどちらともいえない」を表す 3 から有

意な差をもつか否かを確認する．方法としては，前回の実験と同様にアンケートの回答は

順序尺度であることを考慮し，ノンパラメトリック手法である Mann-Whitney の U 検定を

用いる． 
 被験者 10 人分のデータと「どちらともいえない」という結果を比較する．例えば，項目

「A：舞踊の全体の動きはわかりやすいか」の場合｛5，4，2，3，3，4，3，3，2，2｝と

｛3，3，3，3，3，3，3，3，3，3｝（すべて「どちらともいえない」を表すデータ）の２

つのデータ列に対し U 検定を用いる．中央値及び統計量 z（絶対値）と有意確率 P を求め

た結果を表５に示す．本実験では，アンケート結果が大小のどちらに偏って差をもつか不

明であるので両側検定とした．有意水準 5%で検定した場合， 05.0>P の場合は有意な差が

あるとは言えず， 05.0≤P の場合は有意な差がある．（表中の*は有意水準 5%で有意な差が

あること，-は差が無いことを示す．） 

 

 

  A B C D 
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median  3 3 3 3 
z  0 0.935 0 0.934 
P  1 0.35 1 0.35 
  - - - - 
      
  E F G H 

median  2 3.5 4 3 
Z  3.29* 1.34 4.12* 1.08 
P  1.01E-03 0.181 3.81E-05 0.279 
  difficult - good - 

表 5 Mann-Whitney の U 検定 

 
 図のグラフより，各項目における評価値は個人によって様々であることがわかる．全体

的に高い評価だけのものもあれば，極端に低い評価だけのものや，全体的にどちらでもな

いと取れる評価のものもあり，全体を通して個人の感性に評価が左右される形となった．

検定における有意差が現れたのは E，G の２項目のみであり，「舞踊中の複雑な動きはわか

りにくい」という事項と「振動デバイスの重量は問題ない」という事項のみしか確認する

ことができなかった． 
振動デバイスによる舞踊の教示はとても分かり易いという意見もあれば，無い方がよい

という意見もあった．評価が分かれた理由には以下の２つの理由が考えられる． 
 

１）人間の皮膚の振動に関する感覚力の脆弱性及び個人差の存在 
 
 前回の実験における考察でも述べたが，振動による刺激を感じるか感じないかというこ

とに対する人間の知覚能力は，当初の想定よりも低いことが確認された．加えて，その能

力は個人差が非常に大きいこともわかった．振動をあまり感じなかったという意見とは別

に，振動が大きすぎるという意見もあり，振動知覚能力が個々によりばらばらであること

がうかがい知れた．このように，本実験において，被験者の振動に対する感受能力の違い

が，伝わる情報に質的な誤差を生じてしまい，的確に信号を感受できたかどうかにより，

評価が分かれる要因となったと考えられる． 
 対策としては，情報の相補性を強化することにより，学習者の個々の知覚する情報の誤

差を軽減することが考えられる．振動で伝わり難い要素は，他のインタフェース（例えば

モニタの映像など）により補うことで，システム全体の教示効率を高めることが必要であ

る． 
 
２）マルチモーダルな情報提示手法における弊害の発生 
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 本システムで用いているマルチモーダルな情報提示手法における最大の利点は，情報の

相補性を利用することにより，複雑かつ多次元な情報でも提示を可能にできる点である．

舞踊のような多次元性，多自由度性に満ちた情報でも映像，ロボット，デバイス，足跡表

示等，複数のインタフェースを用いることでなるべく次元数を減らすことが少なく，高次

数の情報の状態で，提示が出来る．しかし，それは意識によっては，同時に情報の複雑化，

洪水化の要因となることがある．本実験においても，わずか２つのインタフェースを同時

に起動しただけであるが，時々，映像を見ることに着目していればよいのか，それとも振

動を気にしていればよいのか混乱してしまうことが起こったという意見が聞かれた．この

状態が起こるか起こらないかは個々の意識と感受性により変わってくることであり，かな

りの個人差があるものと思われる． 
 この現象の対策として考えられることは，本システムの中で，ある１つのインタフェー

スによる情報の軸を設定することである．時系列上の各動作ごとの時間で，学習者の中に

得るべき情報の優先順位を設定することで，このような弊害も軽減すると考えられる．複

数インタフェースによる多量の情報の中から学習者が無意識的に，最も分かりやすいイン

タフェースを適宜選択し，効率的な情報取得ができるような工夫が必要である． 
 
実験手順で述べた，最も重要な項目である B:踊りの部分的な動き，C:次動作，F:タイミ

ングについて調べてみると，結果列に対する中央値はそれぞれ 3，3，3.5 と，よくも無い

が悪くもなく，検定においても，「どちらでもない」との評価との間に有意な差が見られな

かった． 
 このように，残念ながら本実験においては主観的な見解からみて本システムにおいて有

意な評価は得ることが出来なかった．主観的に見て誰もが分かりやすいような教示システ

ムには構築することができなかったということである．上で述べた２つの原因をなるべく

軽減するようなシステム構成が必要である． 

4.4 映像のみによる教示との客観的エラー量測定比較実験 

4.4.1 実験の目的 

 本実験では，システムの中でデバイスによる教示補佐がある場合とない場合において，

模範演技者の動きを模倣する際，カメラでキャプチャリングした際のエラーの量はどのよ

うに変化しているのか測定を行う．つまり，映像に加えて振動デバイスを用いることによ

り，実際に舞踊学習の補佐が行われているかどうかを客観的に検証することを目的とする． 
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 被験者は CG のみによる教示と CG と振動デバイスを組み合わせた教示の両方を受け，

それぞれのエラー量の変化により振動デバイスの有効性を検討する． 

4.4.2 実験の手順 

 舞踊が未経験である 6 人の被験者 A～F に対し，A～C，D～F の３人ずつ１群と 2 群に

分割する．1 群 2 群それぞれにおいて図 26 に示す順番で４回教示を行う．2 回目と４回目

にカメラでのキャプチャリングを行い，動作エラー数，遅れの数などを計測する．キャプ

チャリングの前に一回づつ練習の機会を設けたのは，明らかな人間の学習能力の個人差に

よるデータのばらつきを軽減するためである． 
 

 

図 26 客観エラー測定実験の手順 

 
キャプチャリングで得られた学習者の舞踊データの中から，動作の間違い及び動作開始

の遅れの数を測定する．本実験では模範者の動作データから正確な動作開始時間を求め，

その前後 500ms 間に模範者と同様の動作が行われていれば success とする．すなわち，各

動作箇所に対し，その指定時間内で模範演技者と同様の方向に加速度及び速度が発生して

いれば同様の動作が行われていると判断する．又，その区間内で異なる動作が行われてい

る，すなわち別な方向に加速度及び速度が発生している，又は発生していない場合は wrong
とし，その区間以後に正しい動作が開始されていれば delay とする．（図 27）実験に用いた

舞踊データのサンプル 1 における 37 の動作において，success，wrong，delay の数を計測
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した． 
 

 

図 27 success, wrong, delay の定義 

4.4.3 結果と考察 

本実験の各被験者の動作の分布図を図 28 に，各被験者，各グループにおける成功数，遅れ

数，エラー数と平均値，不偏分散の値を表６に示す（デバイス装着時( )内の数値は非装着時

との各数値との差異を示す）． 
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図 28 被験者の動作の分布 

  
 

    デバイス非装着時  デバイス装着時  

    success delay wrong success delay wrong 

１群  被験者 A  18 15 2 36(+18) 0(-15) 0 
（装着→  被験者 B  27 9 1 24(-3) 13(+4) 0 
非装着）  被験者 C  27 9 1 31(+4) 6(-3) 0 

２群  被験者 D  19 16 0 28(+9) 9(-7) 0 
（非装着  被験者 E  22 12 0 29(+7) 7(-5) 0 
→装着）  被験者 F  18 17 2 22(+4) 15(-2) 0 

１群  平均数  24 11 1.33 30.33(+6.3) 6.33(-4.7) 0 
  不偏分散  27 12 0.33 36.33 42.33 0 

２群  平均数  19.67 15 0.67 26.33(+6.7)10.33(-4.7) 0 
  不偏分散  4.33 7 1.33 14.33 17.33 0 

平均数  21.83 13 1 28.33(+6.5) 8.33(-4.7) 0 全体 

 

 

 不偏分散  18.17 12.4 0.8 25.07 28.67 0 

表 6 各被験者，各群の結果と平均，不偏分散の推移 

 
結果を算出後，デバイス装着時と非装着時に対して結果に有意な差があるかどうかの検定
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を行った．本実験における結果値は距離尺度であるが，結果による個人差がランダムであ

ることを考慮して，当分散性を仮定せずに，検定はノンパラメトリックテストで対応のあ

る 2 群の比較手法である Wilcoxon の符号化順位検定を用いた．また，本検定は成功数の平

均が既知であるため片側検定とし，今回は各被験者の success の数を用いて尺度水準とした． 
 
検定の結果，統計量 z（絶対値）と有意確率 P を求めた結果を表７に示す．有意水準 5%で

検定した場合， 05.0>P の場合は有意な差があるとは言えず， 05.0≤P の場合は有意な差

がある．（本論文中の表中の*は有意水準 5%で有意な差があること，-は差が無いことを示

す．） 
 

Z 1.9972 
p 0.0312 
 * 

表 7 Wilcoxon の符号化順位検定 

 
 実験前の想定では error の値もばらつきが出ることを想定したが，計数上の error のばら

つきは 0～2 とあまり出なかったので，これは有効数字とみなさずに結果の解析を行った． 
図のグラフ，表より，振動デバイスを装着した時と装着しない時では，個人差はあるもの

の動作の成功数や遅れの数に明らかに差が生じた．振動デバイスを装着した場合，6 名中 1
名を除いて全員が delay 数が減少し，success 数が増加した．全体平均として見ると，動作

の成功数が 6.5 増加し，動作の遅れは 4.7 減少する結果となった．最初に振動デバイスを装

着せずに学習し，次に装着して学習した場合，全員が delay 数が減少し，success 数が増加

した．検定の結果，有意水準 5%で振動デバイスの有効性が確かめられた． 
 ただし，表を見ると，振動デバイスを装着した教示の場合において，ＣＧのみの教示の

時に比べ，不偏分散の値が非常に高くなっていることがわかる．これは，振動デバイスの

効果が対象とする学習者により個人差がとても高いことを示していると考えられる．この

原因には，前実験，前々実験において考察で述べた人間の皮膚の振動に関する感覚力の脆

弱性及び個人差の存在が考えられる． 
 本実験により，振動デバイスによる教示は客観的な見解から見て十分効果的であること

が確かめられた．特に，遅れ数の減少などから考察して，動作タイミングの教示にはとて

も有効であることが考えられる． 
しかし，被験者のコメントや主観的アンケートより，振動の鳴り始めはわかるが，どち

らの方向に鳴っているのかがわからないことが多いということがわかった．部分的な動作

の教示の中で，振動デバイスは動作タイミングの教示には向いているが，動作方向教示に

は向いていないということが推察できる．動作の方向教示には振動デバイスではなく他の

インタフェースにより主眼的に教示し，これを補うことが必要であると考えられる． 
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4.5 表示による動作補佐についての教示実験 

4.5.1 実験の目的 

 前回までの実験で，振動デバイスを用いた教示は動作の教示において，主観的なアンケ

ートでは有意な評価は得ることができなかったが，客観的なエラー測定実験では有効性が

確かめられた．前回までの実験を通して，振動デバイスは動作のタイミングの教示には適

しているが，動作の方向の教示には適していないという結果になった． 
 本実験では，振動デバイスでは有効的に教えることができなかった動作の方向の教示に

ついて，映像インタフェースより補完してやることで，主観的にも有意な評価が得ること

ができるかどうかの実験を行う． 
 しかし，映像では 2 次元スクリーンであるため，物理的に３次元的な奥行き方向がわか

りにくい．奥行き方向でも動作がわかりやすい表示方法を模索する．モーションキャプチ

ャデータより模範演技者の現在及び未来の運動情報はオフライン動作解析より算出できる．

それに基づいた表示を行うことで，動作について有効な教示はできるかどうかの実験を行

う． 

4.5.2 実験の手順 

 被験者人に対し，最初に補佐表示を付けないＣＧを見せた後，順不同に４つの異なる特

殊表示による動作の補佐を施した映像モードを元に舞踊の学習実験を行う． 
１）vector mode 
 各部位の現時点の動作の方向，速度に比例したベクトルを動作箇所に表示する． 
２）spline mode 
 各部位の現時点より 5 までの未来の動きの軌跡をスプラインでその対象箇所に表示する． 
３）emphasize mode 
 各部位の加速度に基づき，形状をストレッチしたＣＧを表示する．動作の速度が速くな

るとその箇所は太く誇張されて表示される． 
４）ghost mode 
 透過処理を処理をした未来の様子を追加で表示する． 
評価は主観的なアンケートを主体とし，客観的なエラー測定実験も行う．それにバイブレ

ーションの組み合わせたときと組み合わせないときの差異も検出する予定である． 
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4.5.3 結果と考察 

結果に関しては現在，データの取得を行っている最中である．部分的な方向教示にはどの

ような教示方法がよいのか定量的に判断するために，なるべく多数の被験者に対して学習

実験を行いたいと思っている． 
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第 5 章 まとめ 

5.1 結論 

本研究では，伝統舞踊のディジタルコンテンツ化の一環として，舞踊後継の担い手である

初心者を対象として，舞踊に慣れ親しんでもらうために，マルチモーダルな情報の提示に

よって，学習者が模範演技者の演技を容易に模倣して踊れるように指導する手法を提案し

た． 
そして，光学式モーションキャプチャシステムで取得した模範演技者の舞踊データを利

用して，固定スクリーンだけではなく，移動ロボット上に搭載したディスプレイに表示さ

れる映像，足元に投影される足跡，振動を用いて動作を指示する振動デバイス等，複数イ

ンタフェースを利用したマルチモーダルな教示システムを提案した．  
本論文では，そのシステムの中でも，特に舞踊教示のためのコンピュータグラフィック

スによる映像と足跡表示，多数の振動モータを搭載した振動デバイスを中心に手法につい

て述べた．模範演技者のモーションキャプチャデータより運動を解析し，提示動作を各時

系列ごとに算出，視覚に加えて体感に対しても教示を行うことで，より直感的な舞踊理解

が可能としている． 
 
本システムの有効性，有用性を確かめるために，舞踊初心者に対して，本システムでいく

つかの舞踊の教示実験を行い，主観的，客観的な見解から評価を行った．主観的なアンケ

ートによる評価実験では，個人差により評価がばらつき，あまり有意な評価を得ることが

できなかった．客観的なエラー測定実験では，個人差も多数確認されたものの，客観的指

標より十分効果は確認できた． 
 
実験の検討を踏まえ，システムの表示部分を改良し，舞踊の大まかな外形の教示に加え，

部分的な動きの教示の補佐も表示部分で行う仕様とした．現在はこれらを統合し，心ｓテ

ム全体の有効性，有用性を確かめる実験を行っている． 
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5.2 今後の展望 

本論文で述べたシステムに関して，今後の展望としては以下の事が考えられる． 
 
（１）各インタフェース間のコンビネーションの改善，及びリアルタイムで効果的な情報

の優先順位を求めるアルゴリズムの開発 
 
（２）キャプチャした学習者の運動情報の解析及び模範者との比較をリアルタイムで行い

教示情報に反映させる． 
 
（３）筋肉の弛緩情報や重心の掛け具合などキャプチャデータを増やすことにより教示情

報を拡充する． 
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