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研究成果の概要（和文）：伝統技能の「間」と「按配」に着目して、その保存継承のための多機能アーカイブを構築す
ることを目的とした。対象とする匠の技の作業について、同時計測する生体信号（脳波・心電・眼球運動・血流など）
と動作および筋電との関連性やタイミングとリズムを定量的に評価し、多機能アーカイブを構築するためのデータを収
集した。また「間」と「按配」に関する身体動作学・生体力学・および生理学的データを分析し匠の技を構成する技能
素を抽出した。茶道のお点前を対象として「間」に着目した基本動作が低次の周波数成分のみで比較的容易に抽出が可
能なことを明らかにした。さらに多機能アーカイブにおける「間」と「按配」のモデルを構築した。

研究成果の概要（英文）：A certain rhythm or pose that strongly influence to beauty and performance of craf
ts is present in the behavior of proficient artisan.  The purpose of this study is to construct a multifun
ction archives for the saving inheritance based on analysis of skill focused on between pose and power dis
tribution of traditional proficient artisans.
 Biological signals (EEG, ECG, EMG) and human behavior are simultaneously measured for making a multi-func
tional archive.  Elementary proficiency that makes up the craftsmanship has been extracted by analyzing th
e physiological data and biomechanics on pose and power distribution.  We showed relationship between prof
iciency and the adaptive capacity to changes of environment.  Also we proposed the model of pose and power
 distribution in a multi-function archives, the virtual mirror system that can represent intuitively both 
pose and power distribution by coloring method, and humanoid robot system for imitating hand movement by r
einforcement learning.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 技術を有する熟練者の高齢化に伴い技術
を伝承する機会が徐々に減少し、後代に残す
べき伝統技術は消失の危機にある。伝統技術
の多くは言語化されていない暗黙知技術の
集合であり、それらを継承するのは難しいた
め、これらの継承を支援する技術の実現が急
務となっている。これまで伝統技能に関する
データをアーカイブ化した動作から「こつ」
を「技能素」として抽出することで、初心者
に伝統技能の動作を教授する匠伯楽システ
ムの開発などの一連の研究を行ってきたが、
その研究を通して製作される物の出来ばえ
は一連の作業における「間」と「按配」に大
きく左右されることが示唆された。このため
「間」と「按配」の関係を明らかにする事が
技能素の解明ならびに伝統技能の保存継承
のために重要と考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、「間」と「按配」の観点
から伝統技能の分析を行い「技能素」のより
本質的な要因を解明し、これまで蓄積した伝
統技能に関するデータを多機能アーカイブ
として再構築するとともにその応用可能性
を示すことである。下記のテーマについて研
究を行う。 
①データ収集・分析：「間」と「按配」に関
する身体動作学、生体力学および生理学的デ
ータを分析し、環境変化に対する適応能と技
能素との関係を明らかにする。また、技能習
熟過程における精神生理状態と行動特性の関
係について検討する。 
②多機能アーカイブ設計および伝統技能教示
用インタラクティブコンテンツ研究：「間」
と「案配」の定量的分析手法の提案を行う。
また「間」のアノテーション情報を基にバー
チャルエージェントを用いた実演出力に対し
て、明示的に「間」の存在を示す情報を自動
的に付加するソフトウェアを開発する。 
③仮想鏡技能習得システム研究：仮想鏡技能
習得システムを構築しそれの学習効果に関す
る評価実験を行う。 
④ロボットによる動作再現システム研究：ヒ
ューマノイドロボット用いて動作の模倣獲
得について検討する。 
  
３．研究の方法 
①「間」と「按配」に焦点を絞った技能素の
解明〜環境変化に対する適応能と技能素と
の関係：多機能アーカイブを構築するための
基盤となるデータを提供するため、匠の技を
所有する熟練技能者に共通する作業時の特
徴を「間」と「按配」に焦点を絞って抽出す
る。また、日本舞踊の技を支える技能素につ
いて、熟練者を対象に踊り時に計測した生体
信号（心拍数／酸素摂取量）から、運動強度
やエネルギー消費量を算出する。さらに、環
境変化に対する適応能と技能素との関係に
ついて作業環境における温度条件と作業動

作時の出力パワーとの関係を検討する。そし
て、技能習熟によって形成されてゆく「間」
と「按配」に関わる精神生理状態と行動特性
を計測し定量的な検討を行う。 
②「間」に関する文献調査、茶道のお点前に
おける「間」の分析を行い、グラフ理論等に
よる「間」の表現を行う。また、茶道のお点
前を対象として、音声・動画・バーチャルエ
ージェントを用いたマルチモーダル対話に
よる動作学習支援システムを開発するため
に、XML でタグ付けしたコンテンツから動作
学習の対話パターンを自動生成する手法に
ついて試作を用いて検討する。 
③開発中の仮想鏡システムを用いて、動作の
「間」と「案配」の視覚化と熟練者の動作学
習を支援するための要件に関する被験者実
験と行い、何をどう教えるかを検討する。 
④動作獲得のためのロボットエージェント
を模倣モジュール、強化学習モジュール、
行動選択モジュールで構成し、塗り動作を
対象としてこれの強化学習を行い、動作獲
得手法について検討する。 
 
４．研究成果 
①「間」と「按配」に焦点を絞った技能素の
解明〜環境変化に対する適応能と技能素との
関係および技能習熟過程における精神生理状
態と行動特性の定量的評価方法の検討 
(1)熟練者における日本舞踊（１曲約５分）の
運動強度は「ゆっくりとしたウォーキング」
と同様であり、極めて少ないエネルギー消費
量で1曲の踊りを完成させていることが明ら
かになった。さらに、日本舞踊における熟練
者の踊り（匠の技）について、計測した生体
信号（心電・エネルギ消費）と動作（ビデオ
動画分析）の関連性やタイミングとリズムに
関連する踊りの特徴を検討した結果、心拍数
の大きな変動は少なく、時間経過に伴って心
拍数は漸進的に上昇した。また、ビデオ動画
分析から得られた動きの程度と心拍数との関
連性は少なく、踊りの「間」と「按配」は自
律性循環機能に大きく影響しないことが明ら
かになった。 
(2) 環境変化に対する適応能と技能素との
関係については、水循環スーツによって身体
表面の温度条件を変化させ、自転車運動時の
主動部位である大腿・下腿部の温度（筋組織
温）を 32℃〜38℃に設定した条件下における
自転車運動時のパワー出力を測定した結果、
筋組織温が低下するとパワー出力も低下し
た。活動筋温が高い場合、ATP の分解速度，
組織内でのガス交換速度、及び神経の伝達速
度が向上するため筋組織温が上昇するとパ
ワー出力も大きくなると考えられる。しかし
38℃程度の筋組織温はパワー出力が高いが
発汗量や心拍数も高く温熱ストレスを高め
ることが示された。作業環境の変化に対する
適応能と技能素とは密接に関係し、温熱スト
レスを軽減して自転車運動のパワー出力に
関する技能素を高く維持するための至適組



織温度の存在が示唆された。 
(3)技能習熟過程における精神生理状態と行
動特性の定量的評価方法を検討するために
「間」と「按配」の構成要素として、行動特
性と精神生理状態にも着目した。技能習熟過
程を計測・評価することで、技能習熟によっ
て形成されてゆく「間」と「按配」に関わる
精神生理状態と行動特性を定量的に抽出す
ることを試みた。動作形態の異なる 2 種類の
技能作業を対象とし、成果物の質に関わる技
能習熟過程について生体信号や主観評価な
どを用いて検討を行った。 
 まず、手や指による技能を必要とする組み
紐結びを作業課題とし、作業時の心電図、脳
血流量（NIRS 信号）、皮膚血流量、手首活動
量、主観評価、量的作業成績、質的作業成績
を計測、評価した。そして、成果物の質に関
わる技能習熟過程に着目するため、組み紐結
びが完成しなかった作業群（量上昇群）と、
完成した作業群（精度向上群）に分け、各群
について解析を行った。その結果、量上昇群
では、量的作業成績の向上に伴い手首活動量
の増加がみとめられた。一方、精度向上群で
は、質的作業成績の向上に伴い手首活動量と
心拍数の減少がみとめられた。NIRS 信号で
は、作業成績と有意な相関関係は認められな
かった。質的作業成績と相関関係がみとめら
れた手首活動量や心拍数と相関関係が認め
られ、手首活動量や心拍数が少ないほど、
NIRS 信号は大きかった。技能習熟により、
行動特性としては不要な手の動きが減少し、
精神生理状態としては不要な交感神経活動
が抑制されることが定量的に明らかとなっ
た。 
 次に、腕による技能を必要とする模擬漆塗
りを作業課題とし、作業時の眼電図（EOG）
を計測、評価した。精神生理状態と行動特性
の両方を反映すると考えられる瞬目と眼球
運動（視線移動）について、各回数と出現周
期を求めた。その結果、描画量で表される量
的作業成績が高いほど、瞬目回数と眼球運動
回数が多かった。さらに、筆圧分散で表され
る質的作業成績が高いほど、眼球運動の出現
周期が安定する傾向であった。質的作業成績
の向上に伴う精神生理状態と行動特性の変
化は、眼球運動の出現周期により定量的に評
価できる可能性と、技能習熟により眼球運動
の出現周期が安定することが示唆された。 
 さらに、成果物の質に関わる「間」と「按
配」を定量的に評価するための EOG 時系列
変動の解析を行った。その結果、筆圧分散で
表される質的作業成績が高いほど、EOG 時
系列変動リズムの安定性が増す関係が認め
られた。作業量が安定した精度向上段階にお
いては、腕の動作に伴った眼球運動のリズム、
および、精神生理状態を反映するサッカード
や注視の出現パターンが、質的作業成績の向
上に伴い安定していったと考えられる。しか
し、紐結び作業のような眼球運動が少ない、
または小さい作業においては、EOG 時系列

変動を指標として用いることは適さないと
考えられる。以上のことより、「間」と「按
配」の構成要素である行動特性や精神生理状
態は、手首活動量、心拍数、EOG によって
定量的に評価できることが明らかとなった。 
②多機能アーカイブ設計および伝統技能教示
用インタラクティブコンテンツに関する研究 
(1)「間」の観点からのデータの分析、ならび
に、類似の動きの効率的な表現・操作につい
て検討した。まず、動きデータの内容をアー
カイビングするためのグラフに基づくデータ
モデルにおいて、汎化と特化の導入を行った。
これにより類似の動きを一般化して捉えるこ
とや、類似の動きをまとめて管理することが
可能となった。次に、動き等をグラフで表現
するデータモデルにおける技能の動作の表現
方法（再帰的な構造の表現法、「間」の表現
方法、意味的汎化）を提案した。再帰的な構
造を表現可能とすることにより、入れ子にな
った事物や事象の表現が可能となった。また、
「間」の表現方法では、動作のみではなく、
休止状態を陽に表現すべきであることを示し
た。さらに、意味的汎化では、意味的な共通
要素を汎化するという手法を提案し、より柔
軟な汎化が可能となった。次に、演説、音楽、
動作における「間」について考察し「間」の
種類を明確化した。また、茶道のお点前にお
ける「間」について分析し、通常の「間」と
短い「間」が多数見られることを示した。さ
らに、短い「間」がお点前において重要では
ないかということを指摘した。また、金網を
編む動作における「間」の時間も短いことか
ら、技能の伝承には短い「間」の解析が重要
と考えられることを指摘した。 
 動き等をグラフで表現するデータモデルに
おいて意味的汎化の対となる意味的特化を提
案した。また、意味的な汎化を陽に指定可能
とするように機能拡張を行った。さらに、ク
ラス内特化というこれまでにはない特化を提
案した。次に、茶道のお点前を対象として「間」
の基本動作の抽出を試みた。時間的な動きを
周波数空間に変換して抽出を試みた。低次の
周波数成分のみで比較的容易に抽出が可能で
あることを示した。抽出の精度を良くするた
めの、適切な区間長、おおまかな動きの程度、
ならびに、類似か否かを判断する閾値を明確
化し、これらの値が妥当であることを示した。
これらの値を使用して、茶道のお点前におい
て基本的な動作の一つと考えられる動作に類
似の動作を求めた。その結果、類似の区間を
ほぼすべて求めることができた（図 1）。 

図 1 検索の結果得られた区間の一部 



 次に、お点前に「間」として繰り返し現れ
る動作に共通する動きを基本動作として抽
出した。速度が徐々に遅くなって、開始から
0.8 秒で最低になり、その後、もとの速度に
戻った。速度が最低になるまでに、全体（1.2
秒）の 3 分の 2 の時間を要している。つまり、
速度が遅くなるときはゆっくり遅くなって
いることを示している。これは道具を丁寧に
扱うためと考えられ、茶道のお点前における
基本動作の一つと考えられることを示した。
さらに、テンポを変化させて表情付けや感情
込めをする演奏・動作を「間」ととらえ、そ
の開始と終了についての考察を行い、「早く
開始」、「遅れて開始」、ならびに、「遅れて終
了」が使用されていることを示した。 
(2) マルチモーダル対話による動作学習支
援システムの実装を目的として、コンテンツ
から学習対話パターンの自動生成と間の明
示的表現手法を提案する。一般に、マルチモ
ーダルコンテンツの作成に当たっては、提示
するコンテンツの制御情報や、それぞれの場
面において想定される対話記述など、詳細な
設定が必要であり、実験用のプロトタイプ作
成にすら多大な時間を要する作業であった。
この問題に対して、セマンティック web で利
用されているメタデータ記述に基づいた XML
コンテンツから、マルチモーダル動作学習支
援システムのプロトタイプを自動生成する
手法を開発した。これにより、開発者はコン
テンツを用意するだけで、自動的に基本的な
対話的学習が行えるシステムを実装するこ
とができる。また、実演時に、「間」の存在
をユーザにわかりやすく提示する手法を開
発した。本研究では動作学習の対象として、
茶道の薄茶点前を取り上げた。動作学習のシ
ステムであるので、ユーザは提示された動作
を行いながら、システムの制御を行う必要が
ある。XML でタグ付けされたコンテンツから、
動作学習の対話パターンを自動生成する手
法を提案した。動作学習支援システムの生成
は、図 2 に示す手順で行われる。コンテンツ
の XML タグ名をフィールド名とした関係デ
ータベーステーブルを作成し、システムのバ
ックエンドとする。 

 
図２ 動作学習支援システムの生成手順 

 
 バーチャルエージェントによる「間」の表
現は、動作学習用のコンテンツに対してタグ

付けツール ANVIL を用いて「間」のアノテー
ションを行い、そのタグ情報を基にバーチャ
ルエージェントを用いた実演出力に対して、
明示的に「間」の存在を示す情報を自動的に
付加する。次に XML ファイルに含まれた情報
を解析し、「間」の間隔と持続時間を計算し
て、実演用のバーチャルエージェントの動作
定義を行う照明と背景の切り替えコマンド
およびタイマー制御コマンドを自動生成し
た。その際、照明の変化と背景の変化を組み
合わせることで「間」の存在を明確に提示で
きるようにした。 
③開発中の仮想鏡は熟練者の動作を単純に
記録し提示することだけを実現したシステ
ムであるため、暗黙知の中に含まれている
と考えられる「間」や「案配」のような動
作の「こつ」を明示的に教示することはで
きない。しかし、初心者が学習や技能向上
を目指す際には、この「こつ」を何らかの
形で取得・教示できることが望ましい。そ
こで本研究では動作の「こつ」の視覚化を
主軸とし、初心者のさらなる動作の理解に
つながる「こつ」情報の提示手法の検討お
よび効果の検証を行った。仮想鏡に動作所
作の重要なポイントを学習者に提示するこ
とにより、学習の効率化を狙う。具体的に
は身体部位の加速度情報と速度情報をそれ
ぞれ「動き出し」と「静止」にあたるタイ
ミングで提示することにより動作所作の重
要なポイントを示す。評価実験のための学
習は各週 2 回，1 回 20 分ずつ被験者に仮想
鏡を利用させて行わせた。ただし、仮想鏡
は  (a)提案した動作所作の重要なポイント
の視覚化を有する仮想鏡 と (b)既存の模倣
のみを支援する仮想鏡 のいずれかを使わ
せた。毎回の最後に学習した動作を一通り
行い、学習度合いを示す客観的指標を測定
した。客観的指標として、被験者の動作と
教師動作との差分を、位置・速度・加速度
それぞれについてすべての関節位置ごとに
取得した。実験の結果、加速度差分におい
て(a)を使用したグループと(b)を使用した
グループの間に差が見られたが有意ではな
かった。特に仮想鏡のスクリーン奥行き方
向における加速度差分が小さくなっている
ことがわかった。 (b)を用いたある学習者の
Z 軸加速度差分を分析すると、静止が必要
な場面において正しく静止を行っておらず、
学習が進んでいないことなどが明らかにな
った。さらに，熟練者が動作をより洗練す
ることを支援する手法を提案して評価実験
を行った。速度変化などが経験や個性に影
響を受けていることがわかった。しかし、
「理想的な動作」を示すパラメータは明ら
かにできなかった。 
④「間」と「按配」に着目して、ロボット
に模倣による技能獲得をさせる。観測した
行動に対してどのような観点に注目して模
倣すればよいかを学習過程で会得すること
が重要なので、複数の観点候補から学習に

 



よって重要な観点候補を会得し、重要と判
断された観点に基づいて模倣することによ
り行動を獲得する模倣学習モデルを提案し
た。このモデルでは、行動は複数の観点で
観測されるが、すべての観点候補は等しく
重要であるわけではない。各観点候補に重
要度を与え、ロボットはそれらの重要度に
基づいて模倣を行う。各観点候補の重要度
は模倣した行動によって環境から与えられ
る評価に基づいて決定する。一方、ロボッ
トが自律的に行動獲得できるようにするた
めに強化学習を採用した。ロボットは強化
学習によって、報酬が得られる行動を試行
錯誤的に獲得する。ロボットエージェント
の全体構成は、模倣モジュール、強化学習
モジュール、行動選択モジュールから成る。
まず、仮想空間（離散的な空間）上のシミ
ュレータを用いて、提案モデルの基本機能
の実装評価を行った。行動の観点候補とし
ては、行動の種類、行動がなされる絶対的
な位置、行動がなされる相対的な位置、行
動がなされる物体の種類、ならびに行動を
行うエージェントが持っている物体の種類
の 5 つを採用した。評価実験の結果、提案
モデルが実装されたロボットは、注目すべ
き観点の学習を行いながら行動を獲得する
ことが可能なことを示した。 
 次に、提案モデルを伝統技能伝承に適用
することを念頭におき、提案モデルが連続
空間を扱えるように拡張した。提案モデル
を実世界の問題に適用しようと考えた際、
学習空間をすべて離散的に数え上げること
はその広さや必要な計算量の観点から実用
的ではないので、何らかの形で連続空間を
扱う必要がある。本研究では学習空間をニ
ューラルネットで近似し、行動選択には正
規分布による確率的な行動選択を採用する
ことで、提案モデルを連続的な学習空間に
対応させた。評価実験の結果、連続空間へ
の拡張を行った学習モデルにおいてもロボ
ットは、注目すべき観点の学習を行いなが
ら行動を獲得することが可能であることを
示した。さらに、実空間内のロボットを用
いて基本機能の実装評価を行った。ヒュー
マノイドロボットとタブレットを用いて、
塗り動作の模倣において注目すべき観点を
学習する実験を行った。観点の獲得が実世
界においても可能であることを示すために、
動作の観点候補として、塗り位置の絶対座
標や相対座標など、単純な幾何学的特徴を
選んだ。塗り技能においては、観測した塗
り位置と相対座標が一致するように塗るこ
とが重要であったが、評価実験の結果、相
対座標の重要度が高くなり、注目すべき観
点の学習が適切に行われたことが分かった。 
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