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Generative Adversarial Networks を用いた
キーポーズからのキャラクタ動作生成
渡辺 祐貴1,a)

中澤 篤志1,b)

幸村 琢2,c)

概要：本論文では，Generative Adversarial Networks(GAN) を利用した，キーポーズを入力とするキャラ
クタ動作生成手法を提案する．GAN は主に画像分野において優れた性能を示している手法であり，複数の
ネットワークの敵対的学習により多様かつ質の高い生成を行うことが出来る．提案手法では，この GAN
のフレームワークを動作生成に取り入れることで，疎なキーポーズの入力をもとに多様な動作を生成する
ことが可能となった．また，GAN の学習は一般に安定しづらく，特にある程度以上長い動作の学習・生
成は困難であった．そこで本手法で用いるネットワークでは，Wasserstein GAN (WGAN) や Progressive
Growing GAN (PGGAN) といった画像分野で開発された新たな手法を応用することで，長い系列の生成
に対して安定した学習と質の高い生成を可能にした．

Keypose-based character motion synthesis
using generative adversarial networks
Yuki Watanabe1,a)
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Abstract: This paper shows a novel human motion synthesis method based on Generative Adversarial Networks (GANs). GANs is a framework for generating new examples by obtaining generative models through
the training a pair of adversarial neural networks, which shows remarkable progress in image generation. We
introduce this framework to character motion synthesis and archive various high-quality motion synthesis
from sparse key poses. The proposed method includes several techniques for stably training model that are
shown in previous GANs methods for image generation such as Wasserstein GAN and Progressive Growing
GAN, which results in successful training of networks for generating long series of frames in character motion.
Keywords: character animation, motion synthesis, generative adversarial network (GAN)

1. はじめに
近年ビデオゲームや映画などでは 3DCG アニメーショ

かかる上，十分な設備や技術が要求される．そのため，そ
れらの作業を自動化するべく，キャラクタ動作の自動生成
の研究が数多くなされている．

ンが広く用いられている．それらのアニメーションにおけ

キャラクタ動作の自動生成では，これまでキネマティク

るキャラクタの動作は，アニメータによる手作業あるいは

スやダイナミクスに基づくルールベースでの生成が多く

モーションキャプチャによって作成されるのが主となって

研究されてきたが，一方で近年では機械学習を用いた学習

いるが，アニメーションに登場する多くのキャラクタに対

ベースの手法が広く研究されている．例えば Ghosh ら [4]

してそれらの方法でモーションをつけるには高いコストが

は Recurrent Neural Network (RNN) を用いたモーション
キャプチャデータの教師あり学習により，固定ポーズの始
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点フレームに対してそれ以降の動作の生成を行う手法を提
案した．また，Peng らの手法 [11] では，強化学習を用い
て環境やタスクに適合した動作の生成を行った．これらの
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手法ではいずれも質の高いキャラクタ動作生成を実現して

うための工夫が提案されている．

いるが，実際にアニメーション制作の現場での応用を想定

WGAN[2] では，Generator の目的関数として学習データ

すると，生成される動作に対するユーザのコントローラビ

分布との Wasserstein 距離を採用することでネットワークの

リティが不十分であるという問題がある．

学習を安定化させる．このとき，Discriminator は Wasser-

そこで本研究では，生成される動作に対する制約とし

stein 距離を最大化問題として近似算出し，Generator は

て，アニメーション制作で広く用いられるキーポーズを用

その出力を最小化するように学習する．ただし，このとき

いる．キーポーズとはキャラクタの動作を規定する複数の

Discriminator が表現する関数は 1-Lipschitz を満たす必要

ポーズであり，実際に人手でキャラクタの動作を作成する

があるため，Dicsriminator の重みをある範囲でクリッピ

際も最初にいくつかのキーポーズを指定するのが一般的で

ングする．また，WGAN を改良した Gulrajani らの手法

ある．本研究では疎なキーポーズを入力とし，その間を自

WGAN-GP[6] では，この制約を Gradient Penalty(重みの

動で補間生成することで，ユーザのコントローラビリティ

勾配のノルムに対する制約）に変更することで，勾配消失・

を下げずに低コストでの生成を実現する．

爆発の問題を解決した．

キーポーズ間の動作生成として，本研究では生成モデル

PGGAN[9] は，GAN のネットワークを学習過程で段階

として近年画像分野で大きな成果を挙げている Generative

的に深くしていく手法である．一般に，より高解像度の

Adversarial Networks (GAN)[5] を用いる．GAN は複数の

画像を生成するためにネットワークのパラメータを増や

ネットワークの敵対的学習を行うことで，多様かつ質の高

し層を深くすると，学習は不安定で難しくなる．そこで，

い生成を実現する手法であり，本研究ではこの GAN のフ

PGGAN では段階的にネットワーク層を追加していくこと

レームワークをキャラクタ動作生成に取り入れることで，

で，深いネットワークの安定した学習を可能にした．

ルールベースの生成や従来手法では行えなかった多様な
動作の生成を実現した．また，疎なキーポーズの入力から

2.2 動力学シミュレーションに基づくキャラクタ動作生成

長いモーション系列の生成を行うにあたり，Wasserstein

Geijtenbeek らの手法 [3] では，キャラクタをいくつかの

GAN[2] や Progressive Growing GAN[9] の学習手法を応用

剛体とそれらを接続するジョイントの集合として捉え，動

することで安定した学習を行うことが出来た．

力学シミュレーションに基づく動作生成を行った．人型以

2. 関連研究
2.1 Generative Adversarial Networks (GAN)
GAN [5] は Goodfellow らにより提案された深層学習フ

外の様々なキャラクタに対して，バランスを崩さない歩行
モーションの生成を行ったほか，他の物体との接触や歩行
方向の限定などといった外部環境とのインタラクティブな
生成を実現している．

レームワークであり，学習データの分布を学習しそれに

Zordan らの手法 [13] では，キャラクタ同士の接触によ

基づいて新しいデータを生成する「生成モデル」の学習

る衝撃・反発など，モーションキャプチャで直接収録する

を目的とする．GAN では Generator と Disciminator の２

ことが難しい動作を生成するために動力学シミュレーショ

つのネットワークを設け，Discminator は学習データと

ンを利用した．

Generator の生成データを識別するように，Generator は

また，動力学シミュレーションと強化学習を利用した教

Discriminator がそれを識別できないように学習していく．

師なし学習による動作生成を行った研究として，Peng ら

このような敵対的学習により，最終的に Generator がデー

の手法 [11] が挙げられる．Peng らの手法では，決められ

タ分布を学習した生成モデルとして得られる．

た道筋をたどる・サッカーのドリブルをする，などのタス

GAN を改良・応用した手法としては，Radford らの Deep

クに沿った歩行動作を生成するために，歩行の長さやボー

Convolutional GAN (DCGAN)[12]，Arjovsky らの Wasser-

ルの動きなどをそれぞれ報酬に設定して強化学習を行う．

steinGAN (WGAN)[2]，Karras らの Progressive Growing

一般にこれらのような高レベルな報酬に対して各関節の動

GAN (PGGAN)[9] などがある．

きのような低レベルなパラメータを直接学習するは難しい

DCGAN[12] では Generator および Discriminator のネッ

とされるが，この手法では高レベル (低周波) な動作と低レ

トワークに畳み込みを導入するとともに，いくつかの工夫

ベル (高周波) の動作をそれぞれ別のユニットで学習・生成

を取り入れることで一般に難しいとされる高解像度な画像

を行うことで，高レベルなタスク設定に沿った動作の生成

の生成を可能とした．1 つは Batch Normalization[8] と呼

を可能にした．

ばれる手法で，ネットワークの各層の出力でデータ分布を
正規化することで，収束を早くしつつ過学習を抑制する．
その他にも，活性化関数に Leaky ReLU を利用する，ネッ

2.3 深層学習を用いたキャラクタ動作生成
キャラクタ動作に深層学習を応用した手法としては，

トワークの全結合層を Global Average Pooling に置き換え

Holden らの手法 [7] が挙げられる．Holden らは，複数の

るなど，高解像度での画像生成に対して安定した学習を行

畳み込み層から成るオートエンコーダを構成，モーション
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loss，Key consistency loss という 2 つのロスに従う．これ
Real Motion

Motion Capture Data
extract

Adversarial loss

Key Pose
𝑝𝑝𝑝0,𝑡𝑡𝑘𝑘1 ,𝑡𝑡𝑘𝑘2 ,…𝑇𝑇
Noise

Z

らについては 3.4.2 節にて説明する．

𝑝𝑝0,1,2,…𝑇𝑇,

Discriminator

A

3.2 入力の前処理
本研究では BioVision Hierarchy(BVH) フォーマットで

Fake Motion

Generator
K

＋

𝑝𝑝′̅ 0,1,2,…,𝑇𝑇

S

Smooth loss

究で利用するデータでは全関節数は 27 であり，各関節の角

Key consistent loss
Back Propagation

記述されたモーションキャプチャデータを利用する．本研
度（３次元の Euler 角）に加えてルート座標として腰の関

＋

図 1 提案手法の全体図．実動作としてはモーションキャプチャデー

節の 3 次元座標，合わせて 84 個のパラメータが各フレー
ムについて記述されている．これをネットワークの入力に

タを利用し，Generator はそこから適当にサンプリングした

用いるにあたって，以下の前処理・正規化を行う．

疎なキーポーズと潜在変数 z から，キーポーズ間のキャラク

( 1 ) Euler 角から 3 次元座標に変換

タ動作を補間生成する．損失関数としては，Discriminator の

BVH フォーマットでは，各関節に接する 2 本のボー

出力に基づく Adversarial loss に加え，動作の滑らかさを表

ンの角度を 3 次元オイラー角で表すことで，各フレー

す Smooth loss，生成動作がキーポーズに従うための制約と
なる Key consistency loss を合計したものを用いる．

ムでのポーズを規定している．しかし，オイラー角に
よる表現は一意でなく，また特異点が存在するため，

キャプチャデータを学習することでキャラクタ動作の多様

学習に用いるパラメータとしては不適切だと考えら

体学習を行うことで，ある動作に対して類似した多様な動

れる．そこで，腰関節の座標を原点とし，関節角度と

作を生成することを可能にした．

Ghosh らの手法 [4] では Recurrent Neural Network の派
生である Long-short Term Memory (LSTM) を利用した

ボーンの長さから各関節の 3 次元座標を計算，これを
パラメータとして利用する．

( 2 ) キャラクタの体格に関する正規化

次フレーム予測手法を提案，過去フレームとの長・短期依

モーションキャプチャーデータは様々な Subject につ

存に基づく先の動作の予測生成を可能にした．またこの手

いて収録されたものを含んでいるため，Subject の体

法では，LSTM が出力したポーズからノイズを取り除くた

格について正規化を行う．具体的には，各ボーンの長

めに，事前学習を行ったオートエンコーダを利用する．事

さが均等に 1 となるように原点である腰関節から座標

前学習で入力ポーズ中の一部関節をドロップアウトさせる
ことで，ノイズが乗ったポーズに対しても適切にノイズ除
去を行うことが出来る．

3. 提案手法

を再計算する．

( 3 ) 各座標値のスケーリング
最後に，全てのモーションキャプチャデータにおける
各関節座標の最大値および最小値を計算し，それらを
用いて各パラメータを 0 から 1 の範囲に正規化する．

3.1 手法の概要
本章では，はじめに提案手法全体について概説を行い，

3.3 ネットワーク構造

その後入力データの前処理やネットワーク構造，損失関数

提案手法では，Progressive Growing GAN の手法に基づ

の設計といった細部について説明していく．図 1 に提案手

き，Generator と Discriminator それぞれのネットワーク

法の全体図を示す．

を学習過程で段階的に深くしていくことで，安定した学習

提案手法では，通常の GAN のフレームワーク同様に

を実現する．ネットワークは複数の層を含むブロック単位

Generator と Discriminator の２つのネットワークの敵対

で構成され，実際にはこのブロックを追加していくことで

的学習を行う．学習データとしてはモーションキャプ

ネットワークを深くしていく．最終的な各ネットワークの

チャデータを利用する．Generator は，キーポーズとして

構造及びブロックの構成を図 2(a)(b) に示す．

モーションキャプチャデータに含まれるある動作（ポー
ズ系列）(p0 , p1 , p2 , · · · , pT ) から等間隔で選択した疎な

3.3.1 Generator

ポーズ系列 (p0 , ptk1 , ptk2 , · · · , pT ) と，多次元標準正規分

Generator は図 2(b) に示されるように，最初と最後にそ

布からサンプリングした潜在変数 z を入力として，生

れぞれ１層の畳み込み (convolution)，転置畳み込み (de-

成動作 (p˜0 , p˜1 , p˜2 , · · · , p˜T ) を出力する．一方 Discimina-

convolution) 層と，その間に複数のブロック (GBlock) を

tor は，Generator の生成動作 (p˜0 , p˜1 , p˜2 , · · · , p˜T ) と実動作

持つ．ブロック数は任意に増やすことが出来るが，簡単の

(p′0 , p′1 , p′2 , · · ·

, p′T ) との Wasserstein 距離を近似算出するよ

ため図中ではブロック数を 3 にした場合のネットワーク示

うに学習する．また，Generator の学習は Discriminator の

す．入力直後の畳み込み層は関節パラメータを 81 次元か

出力から計算される Adversarial loss だけでなく，Smooth

ら 27 次元へと圧縮する役割を持ち，圧縮された特徴はブ
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(a)

(b)

GBlock

Generator

Discriminator

図 2 (a) Generator を構成するブロックの内部構造．入力に対して 2 つの異なるフィルタサ
イズの畳み込みにより，それぞれ局所特徴と大域特徴の抽出を行い，最後に転置畳み込
みによるアップサンプリングを行う．(b)Generator と Discriminator の構造．前述の
ようなブロックを複数直列した構造をとる．

ロックでの処理ののち最後の転置畳み込み層で再度 81 次

Global feature extraction

元に復元される．

Convolution
3×27

GBlock の構造を図 2(a) に示す．GBlock では入力され
た特徴マップについて，図 3 に示される２つの異なるフィル

Output feature map

Input feature map
×108ch

タサイズでの畳み込みを行い，それらの出力を結合してい
る．これは各関節の動きとしての局所特徴 (local feature)

×4ch

Concatenate

Local feature extraction

に加えて，キャラクタ全体の連動という大域特徴 (global

×N+4ch

feature) をとらえるためであり，またこれらの特徴を別々
のフィルタで抽出することで，全体のパラメータ数を抑え

Convolution 3×1

×Nch

ることができる．そして最後にストライド 2 の転置畳み込
み層を通してフレーム数を 2 倍にアップサンプリングし，
次のブロックあるいは出力層へ出力する．

図 3 ネットワークのブロック内で行われている畳み込み処理の詳
細．前述のように，入力された特徴マップに対して，大域特徴

なお，Generator では出力の直前を除く全ての畳み込み，

と局所特徴を両方抽出するために 2 種類の異なるサイズでの

転置畳み込み層の直後で Batch Normalization[8] を行い，

畳み込みを行う．大域特徴の抽出では，特徴マップと同じ高

活性化関数には LeakyReLU を用いる．各層の重みの初期

さ (関節方向) のフィルタによって，すべての関節間の依存を

化はスケールを 1/(チャンネル数×フィルタ面積 ) とした

考慮した特徴抽出を行う．こうして出力される特徴マップは

連続一様分布からのサンプリングにより行う．

高さが 1 であるため，各チャンネルの特徴マップを連結して
元と同じ高さ 27 の特徴マップに変換する．これはすなわち，
各フィルタがある関節について他の全関節との依存を学習す

3.3.2 Discriminator

るということである．一方局所特徴については高さ 1 の畳み

Discriminator は図 2(b) に示されるように，概ね Gener-

込みにより関節ごとに独立した特徴を抽出する．最後に局所・

ator と対称の構造をとる．相違点としては，出力の直前の

大域の特徴マップをチャンネル方向に連結し，続く転置畳み込

転置畳み込み層が全結合層に置き換わる点，各ブロック内

み層の入力とする．関節間の依存関係を学習するためには大き

でダウンサンプリング処理のためにストライド 2 の畳み込

なフィルタでの畳み込みが必要でありパラメータを多くする

みを行う点，そして各層で Batch Normalization を行わな
い点が挙げられる．また，Generator が 2 次元データで表

要因となるが，局所特徴と大域特徴を別々に抽出し後者のチャ
ンネル数を必要最低限にすることで，表現力を落とさずにパラ
メータ数を抑えることができる．

現されるポーズ系列を出力するのに対して，Discriminator
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生成された動作 (p˜0 , p˜1 , p˜2 , ·, p˜T ) について，上式 4 の

は 1 次元の値のみを出力する．

損失項を計算する．

3.4 損失関数の設計
提案手法では，先述の Generator と Disciminator の 2 つ

これらの３つの損失の重み付き和を取ったものが Gener-

のネットワークについて敵対的学習を行う．両ネットワー

ator の最終的な損失関数であり，以下の式 5 で表される．

クの損失関数について以下で述べる．

提案手法では，λsmooth = 0.01，λkey = 1.0 とした．

LG = Ladv + λsmooth Lsmooth + λkey Lkey

3.4.1 Discriminator の損失関数
提案手法では学習の安定化のため，Discriminator D の
ロス関数として Wasserstein 距離を採用し，さらに勾配ノ

(5)

4. 実験

ルムに対する制約項を設ける．具体的には，実モーション

提案手法を評価するにあたり，実際のモーションキャプ

集合 P∖ , および生成モーション集合 Pð に対し，以下式 1

チャデータを用いて学習及び生成を行った．本章では学習

の損失関数を最小化する．右辺第三項が勾配に対する制約

の詳細および生成結果について説明する．

項に当たり，実動作と生成動作をランダムな割合で混合し
たサンプル x̂ について，Discriminator の勾配ノルムを 1
に近づけるように制約する．

学習データとしては，CMU Graphics Lab Motion Cap2

LD = E [D(x̃)]− E [D(x)]+λ E [(||∇x̂ D(x̂)||2 − 1) ]
x∼Pr

x̃∼Pg

4.1 学習データ

x̂∼Px̂

(1)
ϵ ∼ U [0, 1], x ∼ Pr , x̃ ∼ Pg x̂ = ϵx + (1 − ϵ)x̃

ture Database[1] の中から Locomotion (walking, running,
jumping, varied) カテゴリのものを使用した．各データは
120fps であり，実験では 60 フレーム間隔 (0.5 秒間隔) で
キーポーズを抽出，目的の FPS にダウンサンプリングし
たものを用いた．またキーポーズ及び実動作はモーション

3.4.2 Generator の損失関数
Generator の損失関数は，Adversarial loss，Smooth loss,
Key consistency loss の３つのロスの合計で表される．

キャプチャデータの中から任意のフレームを始点としてサ
ンプリングしたが，類似したデータが多くならないよう，
始点フレームが最低でも 10 フレーム以上異なるようにサン
プリングした．こうして，モーションキャプチャデータ全

Adversarial Loss

体から 39368 個のキーポーズ系列とそれに対応する実動作

Ladv = − E [D(x̃)]
x̃∼Pg

(2)

を抽出し，学習データとして利用した．またテスト用デー
タとして，CMU Graphics Lab Motion Capture Database

Adversarial loss は生成モーションに対する Discrimi-

同カテゴリに含まれる別のモーションキャプチャファイル

nator D の出力を用いて上式 2 で表される．

から，同様の方法でキーポーズをサンプリングした．

Smooth loss

4.2 学習

Lsmooth = E

x̃∼Pg

T
∑

本手法では，前述のように学習過程で段階的にネット

||pt − pt−1 ||2

(3)

t=1

ワークにブロックを追加して深くしていく学習方法を採
用しており，本実験の学習でもその方法に従った．ブロッ

x̃ = (p˜0 , p˜1 , p˜2 , ·, p˜T )

ク数は最大で 3(以下ブロック数を depth と呼ぶ) とし，

Smooth loss は生成動作の滑らかさを制約するための

最終的なモデルとしてキーフレームに対して 8 倍のアッ

損失関数である．具体的には，生成動作の各フレーム

プサンプリングを行うネットワークを得る．学習のイテ

において前フレームとの差分 (L2 ノルム) を計算し上

レーションは depth=1 の段階で 30000 回，depth=2 の段

式 3 で表される制約として加える．

階で 40000 回，depth=3 の段階で 100000 回行い，また
各 depth におけるバッチサイズはいずれも 256 とした．
また，最適化手法には Adam[10] を用い，Generator に関

Key consistency loss
Lkey = E

x̃∼Pg

∑

しては α = 0.0001, β1 = 0.5，Discriminator に関しては

||p˜t − pt ||2

(4)

t=0,tk1 ,tk2 ,·,T

α = 0.00005, β1 = 0.5 と設定することで，学習のバランス
を安定化した．

生成された動作がキーポーズで指定したものとなるこ
とを保証するために， Key consistency loss を導入す
る．具体的には，キーポーズ (p0 , ptk1 , ptk2 , ·, pT ) から
ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan

4.3 生成結果
テスト用に抽出したキーポーズから補間生成した動作の
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Key Pose

図 5 に示した 2 つのモーションは，モーションキャプ

Key Pose

チャデータの走行動作に含まれる同一のキーポーズを始
点・終点に指定しているが，それぞれ異なる潜在変数を入

(a)

力して生成している．どちらの場合でも，キーポーズの制
約を満たしながら連続的な補間がなされているが，赤い丸
で囲んだ部分に顕著に見られるように，所々で潜在変数に
よる差異が現れている．このように，同一のキーポーズに

(b)

対しても，潜在変数を変化させることで，制約を満たしな
がら多様な動作を生成することが出来る．

5. 結論・今後の課題

(c)

本研究では，Generative Adversarial Networks (GAN)
を利用したヒューマンモーション生成手法を提案，モー
ションキャプチャデータを用いた半教師あり学習を行うこ
とで多様な動作生成を可能にするとともに，キーポーズの

(d)

入力で生成動作に制約をかけることで高いコントローラ
ビリティを実現した．またネットワークの学習方法に関し
図 4 様々なキーポーズから生成した歩行動作．各系列の中で四角枠

て，複数の畳み込み層から成るブロックを順次追加してい

で囲まれた 2 フレームがキーポーズである．ただし，(a),(b),(c)

き，段階的にネットワークを深くしていく手法を導入する

は始点として同じキーポーズを指定しており，(c),(d) は終点に

ことで，疎なキーポーズからの生成を安定して学習するこ

同じキーポーズを指定している．生成するフレーム数や FPS

とが可能となった．

はいずれも同等であり，また潜在変数は毎回ランダムにサンプ
リングを行った．

今後の課題としては，まず生成される動作の多様性をさ
らに豊かにすることが挙げられる．現状でも潜在変数を変

例を図 4 に示す．この例では，モーションキャプチャデー

化させることで異なる動作を生成できているが，時間間隔

タの歩行動作に含まれるいくつかの異なるポーズをキー

固定のキーポーズによる制約が強いため変化の幅が小さく

ポーズとしてそれぞれ補間生成を行った．(a)，(b)，(c) で

なっている．そこで，キーポーズに時間的な自由度を持た

は始点を同一のキーポーズとし，終点のみ異なるものとし

せ，同時にキーポーズ間の時間間隔を任意で指定できるよ

た場合の生成結果を示した．終点で指定したポーズに合わ

うにするなど，コントローラビリティを維持しながらより

せて，それぞれ異なるモーションが生成されていることが

多様な動作の生成を行う方法を検討していく．

分かる，一方で，(d) では終点のキーポーズを (c) と同一の

また，現状では生成パラメータにキャラクタのルート座

ものとして，始点のキーポーズに異なるものを指定した．

標の位置を含めておらず，常に一定の座標に固定している．

それぞれ異なるキーポーズから開始した動作が，終点の

そのため，実際にキャラクタを動かすにはルート座標は人

キーポーズに異なる様子で収束していく様子が見られる．

手で補う必要があり，さらに足が地面 (z = 0) を貫通して

このように，任意のキーポーズを指定することで様々な動

しまうなどの問題が起こりうる．今後ルート座標を生成パ

作を生成することが出来る．

ラメータに含めることで，地面との整合性を含むキャラク

4.3.1 潜在変数のサンプリングによる変化

タ全体の動きを正しく学習できる方法を検討していく．ま
たその暁には，また同じキーポーズでもルート座標が異な

Key Pose

Key Pose

る軌道を描くというような多様性も実現できると考えてお
り，前述の課題を解決する方法の１つにも成りうる．
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