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(b) 研究目的 

本プロジェクトでは、舞踊を中心とする無形文

化財の保存と解析を主たる研究テーマにおき、光

学式モーションキャプチャ・システムを利用した

舞踊のデジタル・アーカイブ化とデータ解析の研

究を行っている。 

人間の身体を使った芸術的・感性的表現である

「舞踊」はもちろん、日常生活での自然な動作、

作業中の動作，コミュニケーション際の動作など、

人間はさまざまな身体動作を行っている。これら

の身体動作を情報処理の対象とすることは、さま

ざまな分野から注目され研究・開発が行われてき

ている。たとえば、自律ロボットの動作生成と対

人動作識別、キャラクタアニメーション、セキュ

リティ課題における人間の異常行動の検出、バイ

オメカにクス、スポーツにおけるトレーニング、

医学におけるリハビリテーションなどである。 

これらに共通の課題として、動作の計測で得ら

れたデータの解析がある。われわれは、この中で、

無形文化財としての舞踊や工芸、演劇などにおけ

る身体動作を対象としている。また、舞踊の範疇

としても、必ずしも伝統的なものだけでなく、

近の若者文化を象徴する、ヒップホップなどのコ

ンテンポラリダンスの動作解析も手掛けている。 

キャプチャして得た各種の舞踊動作データは

解析や処理の研究に使うだけでなく、CG などでコ

ンテンツとして作成し、教育や広報活動の素材と

しても利用する。また、新しい芸術表現の可能性

を探るものとして、コンピュータグラフィックス

（CG）による舞踊動作の表示を、仮想現実感（バ

ーチャルリアリティ：VR）の環境下で活用するこ

とも視野に入れて研究活動を行う。 

図１に能の仕舞のモーションキャプチャの様

子を示す。 

 

図１ 能の仕舞のモーションキャプチャ 

 

(c) 本年度の成果 

【1】はじめに 

 本研究プロジェクトでは、上述のとおり、モー

ションキャプチャを利用した舞踊動作の記録と

解析およびデータの応用という観点で、さまざま

な方向性の研究を行っている。以下、それぞれの

テーマごとに述べる。それぞれの成果の詳細につ



いては、業績リストにあげた論文を参照されたい。 

 

【2】舞踊動作のセグメンテーション 

舞踊における身体動作に対して、動作の比較な

どの各種の定量的解析を行う際には、一般的に，

単位となる動作を切り出す（セグメンテーショ

ン）処理が必要になる。ここでは，舞踊動作のセ

グメンテーションの手法について検討した。 

今までに、身体各部の速度の変化パターンと身

体運動方向の変化パターン、身体が形作る空間の

体積の変動パターンの３種類の情報をもとに、ひ

とまとまりの動作として区切る区分点を抽出す

る研究を行ってきた。 

今年度はニューラルネットワークによる学習

と識別の方法を試みた。各時点での動作データか

ら得られる特徴量に従って、その時点（フレーム）

が動作の切れ目（セグメンテーション点）として

認められるか、それ以外の点かをニューラルネッ

トに学習させる。一般に、セグメンテーション点

のフレーム数はそれ以外のフレーム数に比べて、

非常に少ないのでサンプル数のアンバランスに

より、学習がうまく働かない。このため、ここで

は SMOTE と呼ばれる手法で、セグメンテーショ

ン点の回りにダミーのサンプルデータを発生さ

せ、誤った学習結果が生じるのを避けることを試

みた。図 2 に処理例を示す。 

 

図2 2 Step 動作のセグメンテーション（フレー
ム 930と1001にセグメンテーションポイ
ントを検出している．） 

 

以上の結果を、人間が目で見て判断した場合の

結果と比較して評価したものを表１に示している。 

 

表１ 提案手法の精度と再現率 

 

SMOTE 法により、良好な結果を得ることがで

きた。これらの手法と結果は、国際会議において

発表した。 

 

【3】モーションデータの類似検索手法 

 本プロジェクトでは、すでに多くの種類の舞踊

などの身体動作データを蓄積してきており、これ

らのデータの管理が大きな課題となってきてい

る。本プロジェクトだけでなく、これからの無形

文化財のデジタル・アーカイブ化を進める上で、

このような身体動作データの効率的な情報検索

手法の開発が望まれている。 

 もちろん、舞踊の種類や舞踊家の属性など、い

わゆる文字によるメタデータを用いた検索手法

は基本的なものであるが、これらだけでは判断す

ることのできない、身体の動作そのものの類似性

に基づくデータ検索が大きな課題である。 

 現在のモーションキャプチャによる身体動作

データは、身体各部の要所（通常は体につけたマ

ーカ）の３次元空間での位置情報の時間系列の形

で表現される、マルチストリームの形式となるの

で、これを対象とするデータ検索の手法の開発が

必要である。 

 このような動作データの類似性に基づく検索

には、DTW（Dynamic Time Warping）と呼ばれる

手法がよく使われるが，この手法により、アーカ



イブされたすべてのデータを調べるのは、多大の

時間を必要とする。 

 したがって、ここでは、このような DTW など

による正確なマッチングの前に、高速な検索を可

能にする Quick Filtering の手法を提案する。 

Quick filtering により、対象データを絞り込み、

得られたデータの中で精密な検索を行うという

手法である。 

 ここでは、図 2 に示すように、上半身・下半身

などと大まかに分類した身体各部の動作を、平均

値と分散の値で大雑把に表現し、この時間変化で

対象動作の概略表現情報を作成する。 

 この情報の時間変化データに基づいて、データ

ベース中の身体動作データと検索の質問データ

との間の類似性を判定する。これには、対象デー

タの Minimal Bounding Envelope (MBE)と質問デー

タの間の類似性を、質問データがこの MBE の中

に含まれる割合を基本に判定する（図 3）。 

 実験により本方法の有用性が確かめられてお

り、本研究はすでに国際会議で発表している。今

後は、大量のデータを対象とした検索実験で実用

性を評価する必要がある。 

 

図２ CAAVによる特徴抽出 

 

図 3 MBE と LCSS による２つのカーブの 
類似性判定 

【4】コンテンポラリダンスにおける動作識別 

 本プロジェクトでは、図４に示すような、実際

のダンサーとバーチャルダンサーとが協調して

ダンスコラボレーションを行うための手法とシ

ステムの構築の研究を行っている。 

 

図4 ダンスコラボレーションシステムの構成 

 

 実ダンサーの動作はモーションキャプチャシ

ステムによりリアルタイムに計測し、その動作に

従って、ＣＧアニメーションによるバーチャルダ

ンサーの動作を生成し、画面に表示する。このバ

ーチャルダンサーの動きを見て、実ダンサーは次

のダンス動作を決める。この繰り返しでコラボレ

ーションを行う。 

 このようなシステムを構築するためには、リア

ルタイムに実ダンサーの動作を識別することが

必要になる。従来、本研究プロジェクトでは、や

や簡便な方法として、ある時間区間内における動

作データ（たとえばある部位の速さ）の平均値や

標準偏差の値を利用し、これを主成分分析により

次元低減し、学習と識別を行ってきた。 

 しかしこの方法では、処理に一定の時間を必要

とし、また、時々刻々の動作の変化をとらえると

いう時間推移のパターンを扱うことができない

など、認識性能に限界があることがわかった。 

 このため、今回は、隠れマルコフモデル(HMM)

による、時間推移を考慮に入れたダンス動作の識

別を試みた。すなわち、モーションキャプチャに

よるダンサーの動作データから特徴量を抽出し、



これらを成分とする特徴ベクトルに対してベク

トル量子化を行い、隠れマルコフモデルによりダ

ンス動作の識別を行う。  

 図 5 に学習と識別の流れを示し、図 6 には学習

により作成されたあるダンスステップのための

ＨＭＭの例を示す。 

 

図5 ＨＭＭを用いたダンス動作の学習と識別 

 

図6 学習により作成されたＨＭＭの例 

 

 以上の方法により、各ダンスステップ１サイク

ル分のデータを集めたデータ集合については良

好な識別結果を得ることができた。 

ダンスコラボレーションシステムでは、実ダン

サーはいくつかのステップを、その場その場で連

続的に変えながらダンスを踊る。このように順次

異なるステップのデータがリアルタイムに流れ

てくる場合には、上記の処理だけでは不十分であ

る。また、ステップの切り替わるところでは、2

つのステップのデータが混在することになるの

で、当然のことながらこの時点では正しい結果を

得ることはできない。 

 ここでは、これらのことに対処するために、図

７に示すように、あるステップの認識結果が何回

か連続して得られるときにそのステップを識別

結果として返すような方式を取った。 

 

図7 連続する動作の識別法 

 

 これにより、ステップの識別精度は、ＨＭＭの

学習に使ったデータを用いた識別実験では 100%

の識別率が得られることが分かった。一方、学習

に使われていない、しかも学習時とは違うダンサ

ーの動作を用いた識別実験では、以下の表２のよ

うな結果を得た。これはリアルタイムダンスコラ

ボレーションのためには十分なものだと考えて

いる。 

 

表2 未学習データの識別結果 

 

 本研究の成果は、学会論文誌に投稿し、現在査

読中である。 

 

【5】舞踊動作の感性情報処理 

 本研究は演技者の感性的表現と動作の物理的

特徴量との関連を抽出することを目的とし、演技

者が舞踊動作により表現しようとしている感性



的要素を身体動作から識別する手法を開発する

ことを試みた。 

 ここでは、ヒップホップダンスの基本的なステ

ップである「2 Step」「Crab」「Runing man」を用

い、これらに、それぞれ「基本」「明るい」「暗い」

「激しい」「緩やか」という 5 つの感性的要素を

付与した動作をダンサーに演じてもらい、これら

のモーションデータを対象とした。 

 ここでは、ニューラルネットワークを用いて、

対象動作データに対して識別実験を行った。 

 図 8に使用したニューラルネットワークの構成

を示す。 

 

図８ 使用したニューラルネットワーク 

 

 表3に識別実験の結果を示す。構築したシステム

での識別率は高く、身体動作で表現される感性を

抽出するために有用な方法であることが分かっ

た。 

 

表3 識別実験の結果 

 

 本研究の成果は、学会論文誌に投稿し、現在査

読中である。 

 

【6】ダンスコラボレーションのためのバーチャ

ルダンサーのための動作生成 

上述したように、本プロジェクトでは、仮想現

実感技術を利用して CG による仮想的演者（バー

チャルダンサー）と実際の演者とが、コラボレー

ションを行うシステムの研究と開発を行ってい

る。 

このための要素技術として、一つは実ダンサー

の動作の認識があげられるが、これも前述したと

おりである。もう一つは、バーチャルダンサーの

動作をどのようにして決定し生成するかが問題

である。われわれはバーチャルダンサーの動作は、

すでにキャプチャしてデータベース中に保存さ

れている動作データを使うことを前提としてお

り、実ダンサーの動作に対して、コラボレーショ

ンとしてふさわしい動作データをデータベース

中から選択し、これを順次切り替えてバーチャル

キャラクタに与える。 

このとき、常に同じ動作データでは、変化に乏

しいものとなる恐れがある。したがって、そのよ

うな動作データを、さらに実ダンサーの踊ってい

るダンスの感性表現に応じて、感性的に変更した

動作データに変更して、画面に表示して実ダンサ

ーに呈示することを考えている。  

すなわち、既存のダンス動作データをたとえば、

より「明るく」とか、より「激しく」などの感性的

なパラメータで変更することが研究の課題とな

る。 

まずダンスステップの動作が見る人に与える

感性的な影響と動作の特徴についての関連につ

いて、感性情報処理の手法および、ダンス経験者

からの聞き取り調査により、どの部位をどのよう

に動かせば、ある感性を与える効果があるとのデ

ータを得て、これに従って、バーバチャルダンサ

ーの CG アニメーションを変更するプログラムを



作成した。 

これを我々は，Emotional Motion Editor (EME)

と呼んでいる。図 9 に EME の表示画面を示す。

EME では特定の関節の角度変化に対して、振幅を

増減させたり、時間変化にたとえば、微分効果、

平滑化効果を与えるなどの加工を施すことがで

きる。 

図 10 と 11 に、感性的に変更して生成したダン

スステップの動作を示す。 

 

 

図9 Emotional Motion Editor(EME) の画面 

 

 

図10「明るい」に変更した2 Step の動作 

 

図11「激しい」に変更した2 Step の動作 

 

このようにして人為的に変更した動作データ

に対して、それが見る人に有意にはたらいている

かどうかについても、評価実験により確認した。 

以上の成果は、学術雑誌に論文として投稿し、

採択された。 

 

【7】Second Life での能の展示 

 ネット上で、ユーザの参加できるインタラクテ

ィブな仮想空間を一般にメタバースと呼ぶが、こ

の中でも、Second Life（SL）が も有名で広く利

用されている。Second Life は、公開当初、各種ビ

ジネスでの利用が期待されたが、さまざまな理由

により、これは現在はあまり広がっておらず、む

しろ、学術的な分野での情報公開の場として、次

第に期待されるようになってきている。 

 本プロジェクトでは、日本の伝統芸能である能

を、この SL 環境下で公開展開することを考えて

いる。SL 上で、仮想世界を構築するにはさまざま

な制約があり、伝統芸能のように、CG 映像だけ

でなく、音声、言語、動作などの正確忠実な再現

が必要な分野での応用は、困難な部分が多い。そ

れでも、世界的にはあまり知られていない日本の

伝統芸能を公開するのには一定の役割があると

考えている。 

 ここでは、SL 環境下での歴史的建築物などの有



形文化財の公開に実績のある、ロンドン大学キン

グスカレッジの King’s Visualization Lab. との共

同により、能の仕舞のコンテンツを SL に載せ公

開できるようにすることに成功した。 

 特長としては、謡の音声、仕舞の動作、謡の詞

章の文字表示などの同期が完全にとれること、ま

た、すでに作成していた、西本願寺国宝北能舞台

の CG モデルの上で、仕舞を演ずることを可能に

したことである。図 12 に、SL における能舞台と

仕舞のアニメーションの様子を示す。 

 現在さらに、舞台の構造の説明、仕舞の含まれ

る能の演目のストーリーの紹介などを日・英のバ

イリンガルで解説を加えることを行っている。 

 本システムについては、すでに国際会議で発表

しているが、上記のような情報を完全にした上で、

論文誌にも投稿する計画である。 

 

 

図12 SL 環境下における能の仕舞の 

アニメーション表示 

 

【8】Labanotation による能の形の表現 

舞踊の身体動作を譜面として記述する手法と

して、Labanotation が知られており、バレエや現

代舞踊などで、諸外国ではよくつかわれている。

この記法では、各指のこまかな動き方まで記述で

きる仕組みが考えられているが、実際には、これ

ほど細かい記述は譜面が複雑になり、ほとんど使

われない。一般的には基本的な身体部位の動作を、

水平方向に９方向、垂直方向に３方向の２７方向

に分解して記述する、ラフな記述が用いられる。 

我々はすでに以前より Labanotation を対話的に

記述・編集し、また、その結果の譜面に対応する

身体動作をＣＧアニメーションとして再現表示

するためのソフト LabanEditor を開発してきてい

る。 

本研究では、この舞踊譜 Labanotation と

LabanEditor を用いて、能の基本動作である「形」

の動作を記述することを試みた。これには、譜面

に使用して動作を記述する図式記号と、能の特有

の動作との関係を LabanEditor 内の対応表を書き

換えることにより行うもので、Labanotation の基

本的な記述方法で、すり足や構えなどの能特有の

動作や姿勢を表現することを可能にした。  

さらにこれをもとに、「形」と呼ばれる能の基

本動作のうち 11 種類のものを Labanotation で記

述することができた（図 13）。その中の一つの例

として、「正へ出」と呼ばれる形の動作を表示し

たものを図 14 示している。 

もちろん、以上のもので完全というわけではな

いが、実際に能の動作をモーションキャプチャし

たデータから得られる CG のアニメーションの動

作と比較したところ、特徴をとらえた表現が可能

になっていることが確認できた。 

本研究もすでに学術雑誌論文として投稿し、審

査中である。 

 



 

図13 Labanotation による11種類の「形」の記述 

 

 

図14 「形」の動作表示例（「正へ出」） 

 

【9】音楽演奏によるマリオネットの動作表現 

 舞踊と音楽との間には強い関連がある。音楽の

もつ感性的要素を抽出し、これをたとえば、上述

のダンスコラボレーションに応用することも重

要な課題である。 

 このような観点から、音楽演奏からいくつかの

特徴を抽出し、これに応じて、CG で作成される

マリオネット（操り人形）にさまざまな動作をさ

せること、また、その評価を行った。 

 図 15 に、システムの全景を、図16 に生成される

マリオネットの動作のスナップショットを示す。 

 

 

図15 ピアノ演奏に従って動くマリオネット 

 

 

図16 マリオネットの動作表示 

 

和音や、音の強弱、音高などの音楽の特徴に応

じて、マリオネットの身体各部の動作を対応づけ

ている。現在のところ、まだ細かい感性は表現で

きないが、音楽の視覚化として、他にない試みと

考えている。 

本研究は、フランスで開催された国際会議の論

文として採択され、発表を行った。また、国内会

議では、デモセッションで実際に参加者にデモを

行うことができた。 

 

【10】祭りなどにおける複数人の連携動作の記録

と表現 

今まで、無形文化財としての舞踊を対象として、

主に、一人の演技者による身体動作を計測・解析

してきた。今後は，複数人で行うダンス、伝統行



事などの身体動作の記録と、人間同士のお互いの

動作の関連性の解析などを行っていきたいと考

えている。 

 本年度では、その一つの試みとして、京都の祇

園祭における山鉾巡行の行事をとりあげ、鉾を曳

く人、鉾の上で様々な特徴的な動作をする人、ひ

かれて動く鉾の進行方向やスピードを管理する

人たちの連携動作などを計測・解析・再現するこ

とを開始した。 

 

 

図17 バーチャル山鉾巡行 

 

 図 17 に示すものは試験的に作成したものでは

あるが、多くの観客の動作、山や鉾の動きを表現

し、さらには、音場の記録と再現の研究者との共

同により、忠実音響をつけた 3D（立体視）CG ア

ニメーションの表示により、きわめて臨場感と迫

力のある映像コンテンツを作成することができ

た。 

 鉾の曳き手、音頭取り、車方の動きはすでに収

録し、単独でのアニメーションは可能になってい

るので、次年度にはこれらを合成して，リアリテ

ィの高い 3D 映像とすることを考えている。 

 

 

 

図18 「曳き方」が鉾を曳く動作のアニメーション 

 

【11】今後の予定 

 以上のような、さまざまな観点から舞踊の動作

解析、モーションデータのバーチャルリアリティ

への応用などの観点で研究を行ってきた。それぞ

れの成果はまだ必ずしも完全なものではないが、

研究の方向性をつかむことができたと考えてい

る。今後、舞踊や祭事、各種行事などにおける複

数人の身体動作の関連性の記録と解析、さらには

CG 再現、VR での活用などについて、研究を進め

る予定である。 

 

(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 

例年と同様に，2010 年 1 月 23 日に、国際シン

ポジウム” Human Body Motion Analysis with 

Motion Capture” を本プロジェクトの主催で開

催した。今年は BKC で開催し、米国・ジョージ

ア大学から、David Saltz 教授を招待講演者とし

て招き、Saltz 教授が中心となって開発された、

19 世紀に広く流行したアメリカの寄席とも言え

るボードビルを CG により忠実に再現し

た”Virtual Vaudeville” システムの紹介をして頂



いた。 

また、米国 Motion Analysis Studios 社の J. 

Price 氏によるモーションキャプチャの 新技術

についての特別講演も行った。 

さらに、本プロジェクトメンバーの研究発表を

行った。研究発表と討論はすべて英語で行ったが、

参加者との間で盛んな議論と意見交換が行われ

た。のべ約 70 名の参加者を得、本プロジェクト

にとって、大変有意義なシンポジウムであった。

この国際シンポジウムは来年度以降も、引き続き

継続していく予定である。 

当日の発表資料をまとめた、冊子版の論文集を

作成しており。講演者，参加者には配布済みであ

る。 
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