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あらまし  CG ソフトウェアや動画検索サービスを提供されてきている．しかしながら自然言語を用いて動画を

簡単に作成する機能の提供はあまりされてない．そこで本研究では，人体モーションデータとその動作の日本語

の説明付したデータを XML データベース上に構築し，データベースから日本語文の自然言語に類似するモーショ

ンの合成法について提案する． 
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Abstract   Recently computer graphic software and movie search services on web site have been offered.  

However, a natural language is not used for an animation making. In this paper, we construct an animation 

server on XML server with human motion data and its Japanese explanation. We propose a method for 

partial synthesis of similar animation to an input Japanese sentence. 
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１． はじめに 

 テレビや映画などにおいて CG（コンピュータグ

ラフィクス）による映像をみる機会は格段に増えて

おり，その映像技術の進化も目を見張るものがある．

CG による映像のひとつには，3DCG（3-Dimension 

Computer Graphics の略で縦，横，奥行きのある

３次元空間をコンピュータ上で表現したもの）によ

る映像があり，これもコンピュータにより仮想の空

間や人を作成し，映像化したものである．3DCG に

よる映像は，実際の人間の動作をデータ化するモー

ションキャプチャシステムを用いて作成することが

多く，個人でモーションキャプチャシステムを利用

することは難しく，滑らかできれいな映像を作成す

るためには莫大な労力が必要となる． 

そこで，3DCG 作成ソフトによる映像作成の支援

として，これまでにモーションキャプチャデータに

テキスト形式で記述されており，階層的なデータで

ある BVH（BioVision Hierarchical data）形式[1]

のデータを用いてモーションデータを XML サーバ

上にデータベース化し，モーションの結合や部分的

な合成などの加工機能を備えたモーションキャプチ

ャの加工システムを作成した[4]． 

しかしながら，これまでに作成したシステムでは，

Web サーバ上の XML データベースに登録されてい

るモーションの情報からユーザが求めるモーション

をそれぞれの加工機能とその加工に応じたモーショ



   

 

ンを選択して作成する必要があり，容易に求めるモ

ーション作成ができない場合が多い． 

そこで本研究では，ユーザによるより容易で柔軟

な加工を行うために，データベースに BVH 形式よ

るモーションデータとそれに対するモーションの特

徴を部位ごとに動作情報として登録しておき，ユー

ザがほしいモーションを日本語の文で入力し，それ

に類似するモーションを必要に応じて合成するシス

テムを作成した．特に，類似する全体的なモーショ

ンの作成には，入力文の係り受け解析，体の各部位

における動作の一致するモーションの選択，動作の

様子を表わす副詞の抽出を行い，それらの情報から

新たにモーションを生成する機能をシステムに実現

している．  

 

２． モーションの合成システムの概要 

 本研究において作成するモーションの合成システ

ムの構成，機能，処理手続は以下の通りである． 

(1) システムの構成 

XML データベースに Xpriori[2]を使用し，アニメ

ーションや BVH ファイル（図２）の情報とモーシ

ョンの部位や動作情報を記述した XML ファイルを

格納する．表１には，データベースに登録する情報

を記述した XML タグを示す． 

ユーザから結合，部分合成などの加工の要求があ

れば，任意に加工の種類と登録されているデータを

選択し，サーバ上で CGI によって加工し，登録する． 

また，ユーザが求めるモーションを日本語の文で

入力し，入力された文を日本語係り受け解析器であ

る CaboCha[3]を用いて解析する． 

(2)システムの機能 

 日本文と類似するモーションの生成機能 

 モーションの部分合成機能 

 モーションの速度変化等の加工機能 

 モーションの登録，削除機能 

 登録情報の削除，変更機能 

(3)システムの機処理手続 

図１はシステムの構成を示し，図中①～⑤はユー

ザが求めるモーションを文によって生成する手順で

ある． 

① ユーザが求めるモーションを日本語の文で入力 

② 入力文を CaboCha を用いて形態素解析，係り受

け解析をし，解析結果から体の部位ごとの動作と

動作の様子を表す副詞を抽出 

③ ②で抽出した動作から，XML データベースに登

録されているモーションデータの動作と類似す

るモーションを選択 

④ 副詞情報から CGI の加工機能を用いてモーショ

ンを加工し，部位ごとに選択したモーションを部

分合成して新たなモーションを生成 

⑤ 新たに生成したモーションをユーザが取得 

 

図１ システムの概要図 

 

図２ BVH ファイル 

 

表１ 部位や動作情報を記述した XML タグ 

タグ 記述内容

<BVH id = ""> 登録日時

<フレーム数> BVHファイルのフレーム数
<タイトル> モーションごとのタイトル

<部分> 特徴ある体の部位（頭，胴，右腕等）

<動作> 体の部位ごとの動作（振る，歩く等）  



   

 

３． 文に類似するモーションの生成 

 本研究で作成するモーションの合成システムは，

体を「足」，「胴」，「右腕」，「左腕」，「頭」の５つの

部位に分割して管理している（図３）．入力文に類似

するモーションの生成では，入力文を解析，部位ご

とに動作を抽出し，抽出した動作に係る副詞の情報

を取り出す．各部位ごとの動作をモーションデータ

のデータベースから最も類似している部位の動作を

取り出し，副詞に関しては，「ゆっくり」や「速く」

などの動き方の調整をして，最終的にモーションの

各部位ごとに合成して出力している．次のような流

れでモーションの生成する． 

Step1：入力文解析 

 入力文を形態素解析，係り受け解析をし，解析結

果より体を分割して管理している５つの部位につい

ての動作を抽出する．同様に解析結果から動作の様

子を説明している副詞を抽出する（詳細は第 3.1 節）．  

Step2：得点付けによる全体的なモーションの抽出 

 Step1 によって得られた体の部位ごとの動作と，

モーションデータのデータベースに登録されている

モーションの動作を比較し動作の類似しているモー

ションをデータベースより抽出する（詳細は第 3.2

節）．  

Step3：副詞によるモーションの調整 

 入力文において，Step2 で抽出したモーションの

動作の様子が副詞で説明されているとき，副詞を用

いてモーションの加工機能を用いてモーションを調

整する（詳細は第 3.3 節）． 

Step4：部分合成によるモーションの生成 

 Step2，Step3 で抽出した部位ごとの候補を任意

に選択・部分合成し，入力文に類似するモーション

を生成する． 

 

３．１  入力文解析 

 入力文に含まれる部位ごとの動作情報の抽出を行

う．次に例文を用いて入力文解析の手順を示す． 

 

例文「トムはゆっくり腕を挙げて速く歩く．」 

 

図３ 部位ごとに分割 

 

Step1：入力文に対する形態素解析と係り受け解析

を CaboCha を用いて行なう．例文に対する形態素

解析，係り受け解析の結果を図４に示す． 

Step2：Step1 で得られた係り受けの情報から，動

詞とそれに係る人体の部位と動作の様子を示す副詞

を抽出する．  

例文の場合，動作「挙げて」に係る情報は，部位

情報として「腕を」があり，動作に対する付加情報

として「ゆっくり」がある．また，動作「歩く」に

係る情報は，動作に対する付加情報として「速く」

があり，固有名詞の人名を表す「トム」が含まれる

分節「トムは」が「歩く」に係っていることから，

全体としての動作が「歩く」で，動作主が「トム」

であるという情報が得られる．抽出した情報を図示

したものを図５に示す． 

 

 

図４ 係り受け情報 

 

 

図５ 解析結果から情報 

 



   

 

３．２  部位ごとの得点付けによる全体的なモー

ションの抽出 

 入力文の解析によって得られた情報から部分合成

により新たなモーションを作成するために，各部位

ごとに得点付けを行いデータベースから動作が類似

するモーションを選択する． 

Step1：ユーザの求めるモーションを記述した入力

文の解析の結果から部位ごとの動作を抽出する． 

(1) 第 3.1 節の入力文解析を用いて，５つに分けた

体の部位ごとに動作を抽出する． 

(2) (1)で抽出した動作に対して，「腕」においては，

入力文に「両腕」とある時「右腕」と「左腕」

を同一の動作とする．「腕」となっている場合に

は，「右腕」の動作とする．また，「足」におい

ては，抽出する部位情報に「足」が含まれる場

合以外にも，あらかじめ作成しておいた部位情

報として「歩く」，「蹴る」，「走る」なども足を

用いた動作を「足」の部位での動作とする． 

(3) 入力文解析によって情報が得られなかった部位

での動作を「なし」とする． 

Step2：作成するモーションをより滑らかな動作と

するために人体の部位ごとに階層構造（図６）を持

たせて各部位ごとに得点付けする． 

Step1 で得られた入力文からの動作情報とデータ

ベース内に登録してあるモーションデータについて

の動作情報を各部位ごとに比較する．抽出した各部

位の動作情報をもとに，「頭」，「胴」，「右腕」，「左腕」，

「足」各部位の得点をそれぞれ hx , tx , rax , lax , lx と

して以下のように得点付けする． 

1hx  「頭」の動作が一致 

8.0hx  「頭」の動作が「なし」の場合 

5.0hx  「胴」の動作が一致 

25.0hx  「足」の動作が一致 

axr , axl も同様に処理 

1tx  「胴」の動作が一致 

0.8tx  「胴」の動作が「なし」の場合 

5.0tx  「足」の動作が一致 

larathl xxxxx   「足」の動作が一致 

 

図６ 部位の階層 

 

表２ 副詞の分類

登録副詞 加工の種類
速い フレーム変化（速度変化）
遅い フレーム変化（速度変化）

ゆっくり フレーム変化（速度変化）
大きく 大きさ変化・

・
・

・
・
・

 

 

Step3：部分合成の候補を抽出する． 

hx , tx , rax , lax , lx のそれぞれについて，Step2 での

得点の高いほうから順にモーションの合成候補とし

て各部位ごとに抽出する． 

 

３．３  副詞を用いたモーションの調整 

 入力文と類似したモーションを作成するために動

作の様子を表す副詞，または動詞を形容する形容詞

を副詞として抽出しモーション作成に利用する． 

 副詞によるモーションの調整は，副詞をあらかじ

め表２のように加工の種類別に分類し，データベー

スを作成しておき，各部位の動作が副詞によって動

作の様子が説明されているとき，副詞の分類を利用

してモーションを調整する． 

Step1：入力文の解析結果から抽出した体の部位ご

との動作に副詞が係っているとき，第 3.2 節で得点

付けして得られたモーションの候補を副詞によって

加工し，加工後のモーションを合成するモーション

の候補とする．第 3.1 節の例文では，「右腕」の部位

の「挙げる」動作が「ゆっくり」で，「足」の部位の

「歩く」動作が「速く」が得られる．第 3.2 節で計

算された得点が 0 以上の部分合成の候補について，

副詞の分類を利用して「右腕」の動作を速度変化で

「ゆっくり」に，「足」動作を速度変化で「速く」に

hx

tx



   

 

加工し，部分合成するモーションの候補としている． 

Step2：入力文に対応する部位の動作がないモーシ

ョンを生成する場合，部位の階層構造（図６）を用

いて「足」を基準として上位の階層に合わせて，副

詞によって加工したモーションを部分合成の候補と

する． 

第 3.1 節の例文では，「頭」，「胴」，「左腕」の部位

は入力文に動作がないので，部位の階層構造を用い

て副詞によりモーションを調整する．「頭」，「胴」，

「左腕」の部位はいずれも「足」の部位の下位階層

であるので，第 3.2 節で得点付けして得られた部分

合成の候補となるモーションを「足」の動作の様子

を表す「速く」にしたがって，それぞれ部位での部

分合成するモーションの候補を速度変化で「速く」

に加工し，加工後のモーションを新たに部分合成の

候補とする． 

 

４． モーション合成の結果と考察 

 本研究で作成した動画データベースに登録されて

いるモーションのファイルごとの情報を表５に示す．

生成する入力文として，第 3.1 節の例文「トムはゆ

っくり腕を挙げて速く歩く．」を用いて得点付けし，

得点が 0 以上になる合成の候補を各部位ごとの表と

して出力すると表６～表１０のようになる． 

ここで合成の候補は各部位ごとに出力しており，

任意に選択し合成するので，各部位ごとの得点の合

計を用いて合成する．この合計得点の高いモーショ

ンAと低いモーションBの２つの合成モーションを

作成した．表３，４はモーション A，B の各部位ご

とに合成するモーションファイルとその得点を示す． 

①モーション A：キャラクタが右腕をゆっくり挙げ，

速く歩くモーション 

表３ モーション A 

部位 ファイル名 動作 得点
頭 notscale-ip001m なし 1.55
胴 notscale-ip001m なし 1.3
右腕 notscale-ip008m 挙げる 1.75
左腕 notscale-ip001m なし 1.55
足 notscale-ip008m 歩行 4.6
合計 10.75  

 

②モーション B：キャラクタが右腕をゆっくり挙げ，

左腕と頭を回し，速く歩くモーション 

表４ モーション B 

部位 ファイル名 動作 得点
頭 notscale-ACM008 なし 0.8
胴 notscale-f06 なし 0.8
右腕 notscale-ip008m 挙げる 1.75
左腕 notscale-ip012m なし 1.3
足 notscale-ip009m 歩行 1.3
合計 5.95  

 

 上記２つの合成モーションと同様に，合計得点が

高いモーションの合成では，入力文に類似したモー

ションの生成ができており，得点の低いモーション

では，通常の人間のモーションとしては考えられな

いモーションになっている．上位の階層の部位での

モーションが似ているモーションファイルを優先的

に候補とするように得点付けしているため，腰や胴

の位置に急激な変化のあるモーションは得点が低い

候補となり，合計得点の高い合成モーションがより

入力文に類似したモーションとなり，得点付けによ

って入力文に類似したモーションの合成ができてい

ると考えられる． 

 また，第 3.3 節で副詞を用いてモーションの調整

を行っているため，副詞を用いず合成した場合に比

べて，より入力文に類似したモーションの合成がで

きていると考えられる． 

 

表５ ファイルごとの登録情報 
ファイル名 頭 胴 右腕 左腕 足

notscale-ACM001 振る ひねる 回転 回転 開く

notscale-ACM002 回転 ひねる 回転 回転 開く

notscale-ACM003 なし なし 回転 回転 着地

notscale-ACM004 なし 回転 振る 振る 滑走

notscale-ACM005 なし ひねる 回転 回転 ステップ

notscale-ACM006 なし 回転 開く 開く 回し蹴り

notscale-ACM007 振り返る 回転 開く 開く 回し蹴り

notscale-ACM008 なし 回転 パンチ パンチ ターン

notscale-ACM009 回す ひねる 振る 振る 蹴り

notscale-ACM010 なし 回転 開く 開く 回し蹴り

notscale-ACM011 なし 半回転 開く 開く 回し蹴り

notscale-ACM012 なし 回転 突き出す 回転 回し蹴り

notscale-f06 なし なし 突き出す 突き出す 曲げる

notscale-ip001m なし なし なし なし 歩行

notscale-ip003m なし なし なし なし 歩行

notscale-ip005m なし なし なし なし 歩行

notscale-ip007m 曲げる なし なし なし 歩行

notscale-ip008m 振る なし 挙げる なし 歩行

notscale-ip009m 下げる なし 曲げる 曲げる 歩行

notscale-ip010m 振り返る ひねる なし なし 歩行

notscale-ip011m なし なし なし なし 座る

notscale-ip012m なし なし なし なし 歩行



   

 

表６ 「頭」の部分合成の候補 

頭 得点(　 )
notscale-ip001m 1.55
notscale-ip003m 1.55
notscale-ip005m 1.55

notscale-ACM003 1.3
notscale-f06 1.3

notscale-ip011m 1.3
notscale-ip012m 1.3

notscale-ACM004 0.8
notscale-ACM005 0.8
notscale-ACM006 0.8
notscale-ACM008 0.8
notscale-ACM010 0.8
notscale-ACM011 0.8
notscale-ACM012 0.8

hx

 

 

表７ 「胴」の部分合成の候補 

頭 得点(　 )
notscale-ip001m 1.55
notscale-ip003m 1.55
notscale-ip005m 1.55

notscale-ACM003 1.3
notscale-f06 1.3

notscale-ip011m 1.3
notscale-ip012m 1.3

notscale-ACM004 0.8
notscale-ACM005 0.8
notscale-ACM006 0.8
notscale-ACM008 0.8
notscale-ACM010 0.8
notscale-ACM011 0.8
notscale-ACM012 0.8

hx

 

 

表８ 「右腕」の部分合成の候補 

右腕 得点(　 )
notscale-ip008m 1.75

rax

rax

 

表９ 「左腕」の部分合成の候補 

左腕 得点( 　)
notscale-ip001m 1.55
notscale-ip003m 1.55
notscale-ip005m 1.55
notscale-ip007m 1.55
notscale-ip008m 1.55
notscale-ip011m 1.3
notscale-ip012m 1.3
notscale-ip010m 0.8

lax

 

 

表１０ 「足」の部分合成の候補 

足 得点(　 )
notscale-ip008m 4.6
notscale-ip001m 4.4
notscale-ip003m 4.4
notscale-ip005m 4.4
notscale-ip007m 2.85
notscale-ip009m 1.3
notscale-ip010m 0.8

lx

 

５． まとめと今後の課題 

本研究では，日本文に類似する部位ごとに最適な

モーションの選択ができるように，人間の動作の特

徴から階層構造を用いて各部位ごとにモーションに

得点付けを行い，順位づけをして出力するようにし

た．また，動作情報を修飾する副詞を分類して登録

することで，分類ごとにモーションを加工してから

部分合成できるようになっている． 

 今後の課題としては，以下のものが考えられる． 

 日本文に動作情報の部位の情報が含まれていな

いときに動作を表す動詞などから部位情報の推

定． 

 「名詞」＋「する」などの一つの動詞で動作を抽

出することができない文章についての動作を構

造的に分類することで推定できるようにする． 

 一連の動作をおこなうモーション以外の二つ以

上の動作をするモーションへの対応をさせる． 

 得点付けの見直し． 

 副詞によるモーションの調整に利用できる加工

を充実する． 
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