「人文科学とコンピュータシンポジウム」 2019年12月

動作合成システムを用いたプロ振付家による舞踊創作と
評論家による評価
海野 敏（東洋大学 社会学部）・曽我 麻佐子（龍谷大学 理工学部）
平山 素子（筑波大学 体育系）
著者らは現代舞踊の振付創作を支援するために，プロダンサーの実演から収集した 3D モーションデ
ータを合成するシステム“Body-part Motion Synthesis System (BMSS)”を開発してきた．このシステム
を用いれば，最長 3 分程度のダンスシークエンスを 3DCG でシミュレーションすることができる．こ
のシステムがプロ振付家の創作活動に有用か評価するために，3 人のプロ振付家がそれぞれ BMSS を
用いてオリジナル作品を創作し，劇場で上演して，プロ振付家 3 人が見て評価する実験を行った．そ
の結果，(1)プロ振付家は BMSS を柔軟に活用していること，(2)プロ振付家にとって BMSS の使用は意
義があること，(3)コンピュータ支援の振付と支援なしの振付で優劣の差はないことが明らかになった．

Dance Performance Creation by Professional Choreographers Using a Motion
Synthesis System and its Evaluation by Critics
Bin Umino (Faculty of Sociology, Toyo University)
Asako Soga (Faculty of Science and Technology, Ryukoku University)
Motoko Hirayama (Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba)
We developed a Body-part Motion Synthesis System (BMSS) that consolidates 3D motion data that are
captured from the performances of professional dancers to support the creation of contemporary dance works.
With BMSS, a choreographer can create a dance sequence whose maximum duration is about three minutes and
simulate it in 3DCG. To evaluate our system’s usefulness for creation, three professional choreographers
individually made original dance works with it, and dancers performed their works in a theater. Three
professional critics evaluated their performances. From our experiment results, we found that (1) professional
choreographers use BMSS flexibly; (2) using it is valuable for professional choreographers; and (3) no
difference exists between computer-assisted choreography and non-supported choreography.

１．まえがき
著者らはプロダンサーの舞踊動作の 3 次元モ
ーションデータを蓄積し，これを芸術・教育活動
に活用する研究を 20 年間続けている．一連の研
究 で 「 分 析 合 成 型 振 付 」 (analytic-synthetic
choreography)と名付けた振付手法を開発し，この
手 法 に 基 づ き ， 動 作 合 成 シ ス テ ム “Body-part
Motion Synthesis System”（以下「BMSS」）を開
発した[1,2]．また，この手法と舞踊ジャンルとの
適合性を検討し，コンテンポラリーダンス（以下
「現代舞踊」）に最適であることを明らかにした．
これまでの研究では，第 1 に，この振付手法と
BMSS が舞踊の振付教育に効果的であることを
検証した．日米英の大学で舞踊を専攻して現代舞
踊の振付を学んでいる 48 人の学生（日本 18 人，
米国 16 人，英国 14 人）を協力者として評価実験
を行い，創作支援に有用との回答を 41 人（85％）
から，動作理解に有用との回答を 25 人（52％）
から得ている[3]．

第 2 に，この振付手法と BMSS がプロフェッシ
ョナルな現代舞踊の振付家（以下「プロ振付家」）
の創作活動に有用であることを検証した．これに
関しては，プロ振付家が創作した 10 分未満の舞
踊作品を約 25 ㎡のスタジオで上演する実験によ
って，有用性をある程度実証することができた[4]．
しかし，小さなスタジオでの 10 分未満の舞踊
作品だけでは，創作活動に資するか十分に検証で
きたとは言えない．なぜならば，実際に日本で行
われているプロ振付家による現代舞踊の公演は，
100 ㎡以上の舞台で上演される 15 分以上の作品
がほとんどだからである．
現代舞踊は作品の長さや演舞空間の広さに一
切の制約はなく，小さな舞台で上演される短時間
の作品の芸術的価値が低いわけでは決してない．
しかし，BMSS を用いた分析合成型振付は，数秒
の短い動作から振付を創作する手法であるゆえ
に（第 2 章で詳述），小さな舞台，短い作品のみ
に有用である可能性は否定できない．
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そこで本研究では，改めてプロ振付家 3 人（内
1 人は第 3 著者）が BMSS を用いて 15 分以上の
舞踊作品を創作し，それを 100 ㎡以上の広さの舞
台を持つ劇場で上演する実験を行った．
また，前回のスタジオでの上演実験においては，
観客に対するアンケート調査を実施し，事後に映
像を別のプロ振付家が見て評価する実験を行っ
たが，プロの舞踊評論家（以下「プロ評論家」）
が直接鑑賞して評価する実験は行っていない．今
回の上演実験では，協力者であるプロ評論家 3 人
が作品を直接鑑賞して，作品の創作に BMSS を用
いた効果を専門的な知見に基づいて評価した．

２．動作合成システム
2.1

分析合成型振付の特徴

図1

BMSS4.3 のユーザインタフェース画面
Figure 1 User-interface of BMSS4.3.

Sequence モードでは，保存したユニットから選
んで時系列に並べ，シークエンスを創作する．ユ
ニットは最大 30 個まで連結できるので，最長約
3 分のシークエンスを作って 3DCG でシミュレー
ションできる．再生時の視点は，ドラッグやピン
チイン／アウトなど画面のタッチ操作で随時自
由に変更可能である．シミュレーション後に，ユ
ニットの順番を変えたり，削除したり，挿入した
り，シークエンスを編集することもできる．複数
のシークエンスを保存しておくことで，これを組
み合わせて作品を創作することができる．

分析合成型振付とは，舞踊動作を分析的に解体
した要素動作を合成して多数の短い動作（ユニッ
ト）を作り，これをさらに連結することで新奇な
舞踊動作を創出する手法である．
舞踊創作術としての本手法の特徴は，身体動作
を創作の起点とすることにある．舞踊創作は，音
楽，物語，感情のいずれかを起点にするのが一般
的であるが，本手法では意図的に音楽，物語，感
情を排除し，身体動作の魅力のみから創作を開始
する．

３．舞踊作品の創作と上演

2.2

3.1

BMSS の概要

BMSS は，分析合成型振付の手法で PC やタブ
レット上で舞踊動作を合成し，創出したダンスシ
ークエンス（以下「シークエンス」）を 3DCG で
シミュレーションするシステムである．
BMSS の目的は舞踊創作の支援であり，100％
完成した舞踊の振付をコンピュータで作成する
ことは意図していない．プロ振付家が BMSS で作
った複数のシークエンスを種子として作品を構
築すること，BMSS の利用で新たな着想を得たり
発想を広げたりすることを意図している．
図 1 は，今回の上演実験で用いた BMSS4.3 の
画面例である．システムのトップには Unit モー
ド（図 1 左）と Sequence モード（図 1 右）があ
り，タブによって切り替えることができる．
Unit モードでは，ベースとなる全身動作を 1 つ
選択して合成の条件を設定することで，「ユニッ
ト」と呼ぶ 1～数秒の要素動作を，いくつでも自
動的に合成することができる．ベースとなる全身
動作は，単純なステップから床に手をついて行う
アクロバティックな動きまで，100 個の動作が種
類別に分類されている．合成したユニットはアバ
ターでシミュレーションし，速度の変更，左右の
逆転などの編集を施すことができる．創作に利用
できそうなユニットは保存しておく．

スタジオ実験と劇場実験の比較

分析合成型振付と BMSS がプロ振付家の創作
活動にある程度有用であることは，スタジオでの
上演実験で実証済みである．本研究では創作の条
件をレベルアップし，100 ㎡以上の舞台で 15 分
以上の作品を上演してプロ評論家の評価を受け
ることで，BMSS が標準サイズの創作活動におい
ても有用かどうかを検証する．
表 1 に，前回のスタジオでの上演実験と今回の
劇場での上演実験を比較するデータを示した．プ
ロ振付家は，明確な比較ができるように，前回の
スタジオ実験と同一の 3 人に依頼した．結果とし
て約 6 倍の広さの舞台で，約 2 倍の長さの現代舞
踊の新作 3 本を上演することができた．
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Table 1
舞台の広さ
作品数
上演時間
プロ振付家
ダンサー数
観客数
BMSS の
要素動作

表 1 上演実験の比較
Comparison of the two experiments.
スタジオ上演
劇場上演
5m×5m
12m×12m
3本
3本
8, 9, 5 分
16, 18, 16 分
3人
3人
2, 4, 1 人
3, 3, 2 人
約 50 人
約 220 人
167 個
210 個
現代舞踊

現代舞踊
ヒップホップ
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BMSS は，スタジオでの上演実験のときよりも
サイズの大きな作品の創作が容易になるように，
要素動作のセットを精査して類似の動作を減ら
し，入れ替えを行った．その際，これまで導入し
ていなかったヒップホップダンスの要素動作を
追加した．要素動作の個数は，スタジオでの上演
実験の 167 個から 210 個（1.26 倍）に増えた．
3.2

で，今回の上演実験において，作品の創作に
BMSS を用いた効果が認められるかを専門的な
知見に基づいて評価するのに適している．
図 2 は，3 作品の上演風景を並べたものである．

劇場実験の手順

まず，プロ振付家 A，B，C の 3 人が，BMSS4.3
を用いて，劇場上演が可能な新作オリジナル舞踊
作品を 2 ヶ月間で創作した．3 人とも現代舞踊関
係の受賞歴があり，活動拠点は日本であるが，海
外での活動実績も豊富な現役の振付家である．
なお，プロ振付家 3 人のうち 1 人は，本論文第
3 著者の平山である．平山は執筆に参加したが，
劇場実験ではプロ振付家として創作したので，評
価内容や結果の分析には関与していない．
プロ振付家には，音楽，物語，感情のいずれも
創作の契機とせず，BMSS で作ったシークエンス
を起点として創作するように指示をした．ただし，
作品を構築する過程で，芸術的な必要性から音楽，
物語，感情を作品に付加することはかまわないも
のとした．BMSS で作ったシークエンスはデータ
をファイルへ保存し，事後にどのシークエンスを
作品で使用したのか報告を受けた．
演舞は，3 作品ともプロダンサーが行った．8
人のダンサーが出演し，そのうちの 2 人は振付家
本人だった．まず，それぞれの作品ごとに振付家
からダンサーへの振り移しを行い，個別のリハー
サルを行った．
作品上演のために，都内にある現代舞踊の公演
が行われている小劇場を借りた．実験の主旨が芸
術的な創作にあるので，プロのスタッフを雇い，
照明，音響について振付家と打合せを重ねた．ま
た，上演 2 日前に 3 作品の通し稽古を行い，上演
当日にゲネプロ（舞台上で本番同様に行う最終リ
ハーサル）を行った．上演は 1 回のみである．
集客のため，数か月前からチラシやウェブによ
る広報活動を行い，結果として，観客約 220 人を
集めることができた．観客には，一般の現代舞踊
愛好者以外に，現代舞踊の振付家，プロダンサー，
舞踊評論家，舞踊研究者が多数含まれていた．
公演では，3 作品の上演後に，著者らが本研究
の目的と概要を約 10 分間説明し，さらに振付家
3 人が創作過程を話し合う約 40 分の公開シンポ
ジウムを行った．
3 人のプロ評論家 X，Y，Z に事前に協力を依
頼し，公演全体を鑑賞した上で，創作に BMSS
を用いた効果に関する質問に，文章で回答するよ
う求めた．3 人は，現代舞踊の研究および批評活
動をそれぞれ約 15，30，40 年間行っており，全
員が舞踊コンクールの審査員を経験している．ま
た 3 人はこれまでに A，B，C の振付作品を鑑賞
しており，それぞれの創作経歴を熟知しているの

Figure 2

3.3

図 2 劇場での上演風景
The scene of performances at the theater.

創作の結果

以後，プロ振付家 A，B，C の作品をそれぞれ
A'，B'，C'と表記する．いずれも 15 分以上で，作
品を通しての出演ダンサーの移動空間は，約 100
㎡の舞台のほぼ全体であった．どの作品も音楽を
用い，演出として，照明の変化と部分照明を用い
ていた．舞台美術と小道具はどの作品も用いなか
った．C'は冒頭にスモークを用いた．
表 2 は，プロ振付家 3 人が創作した 3 作品を比
較したものである．「SQ 数」は，BMSS で作り，
作品で使用したシークエンスの異なり数である．
「SQ 合計時間」は，BMSS 上でのシークエン
スの再生時間を単純に合計した時間数である．た
だし，A'では 5 個中 1 個，B'では 18 個中 3 個の
シークエンスを紛失したとの報告があったため，
残っているシークエンスの再生時間を合計した
数値に，A'は 4 分の 5，B'は 15 分の 18 を乗じて
推定値を求めた．
「SQ 比率」は，上演時間に対するシークエン
スの合計時間の比である．シークエンスは実際に
はアレンジして作品中で使われており，また何度
も重複して使われているので，SQ 比率は「BMSS
で創作した振付部分の割合」の正確な反映ではな
い．しかし，その目安と考えられる．したがって，
BMSS で創作した振付部分は B'が相対的に多く，
A'と C'は同じ程度とみなすことができる．
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表 2 創作の結果
Table 2 Results of the creation.
SQ 合計
時間

SQ
比率

A'
3人
15.6 分
7個
4.9 分
B'
3人
18.0 分
18 個
8.0 分*
C'
2人
16.0 分
5個
5.4 分*
SQ はシークエンス．*印は推定値．

0.31
0.44*
0.34*

作品

ダン
サー

上演
時間

SQ 数
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４．舞踊評論家による評価
4.1

4.3

プロ評論家への質問事項

プロ評論家 X，Y，Z には，用意した質問に対
し，上演後 2 週間以内にワープロ作成の文書で回
答するよう求めた．回答文字数の上限，下限は定
めなかった．具体的な質問は次の 4 つである（以
下，質問と回答の句読点はママ）．
第 1 問「パフォーマンスをご覧になって、それ
ぞれの作品で、コンピュータソフト（BMSS）を
使って作った動きが振付のどの部分なのか、見分
けることができましたか。どれくらい識別できた
かを教えて下さい。」（5 択の選択肢）
第 2 問「パフォーマンスをご覧になって、それ
ぞれの作品で、コンピュータソフト（BMSS）を
創作に使った効果または意義を感じられました
か。」（4 択の選択肢）
第 3 問「どの作品のどの場面・動きに、どのよ
うな効果を感じられたのか、具体的にお書き下さ
い。また、それぞれの振付家のこれまでの作品を
ご覧になっていたら、これまでの作品と、本日の
作品との関連性や、共通点、相違点などについて
お書き下さい。」（自由記述）
第 4 問「この公演のように、コンピュータソフ
トの支援でコンテンポラリーダンスの振付を創
作することについて、どのような意見をお持ちで
すか。」（5 択の選択肢と自由記述）
第 5 問「その他、ご覧になったパフォーマンス、
パネルディスカッション、ソフトウェアなどにつ
いて、感想、ご意見、ご提案などございましたら、
どうぞ自由にお書き下さい。」（自由記述）
第 1，2，4 の具体的な選択肢は，4.3 で示す．
4.2

自由記述データの分析法

第 3，4，5 問に対してプロ評論家から得た自由
記述データは，3 人の合計で空白を除いて 3732
字，74 文であった．表 3 に，評論家ごとの自由
記述回答の文字数とセンテンス数を示した．
この自由記述データに対して，探索的なテキス
トデータ解析を行うために，質的データの分析手
法である SCAT (Steps for Coding and Theorization)
を用いた．SCAT は，4 ステップのコーディング
によって文章や発話を探索的に分析するための
手法で，教育学等の分野で広く用いられているも
のである[5]．
表 3 自由記述の回答量
Table 3 Volume of the free answers.
評論家

文字数

センテンス数

X
Y
Z
合計

1236
1118
1378
3732

28
21
25
74

選択肢回答の結果

第 1 問は，BMSS のシークエンスを元にした動
きが作品中で識別できるかを尋ねた．選択肢は，
A'，B'，C'の 3 作品それぞれに対して「a.ほとん
ど識別できた」「b.かなり識別できた」「c.部分
的に識別できた」
「d.ほとんど識別できなかった」
「e.まったく識別できなかった」の 5 択である．
第 2 問は，BMSS を創作に使った効果または意
義を尋ねた．選択肢は，3 作品それぞれに対して
「a.非常に感じた」「b.ある程度感じた」「c.少し
だけ感じた」「d.感じなかった」「e.わからない」
の 5 択である．
第 1，2 問への回答の結果を表 4 に示した．
表 4 第 1, 2 問への回答
Answers to the 1st and 2nd questions.

Table 4
評論家

X
Y
Z

Q1. 動きの識別

A'
c
NA
d

B'
c
NA
c

C'
d
NA
e

Q2. BMSS の効果

A'
b
b
e

B'
b
a
e

C'
c
b
e

まず，第 1 問の動きの識別に関しては，Y が回
答しなかった．その理由について，自由記述回答
とは別に，メールで次のような説明を得た．
「判別不能だからです。「いかにも BMSS っぽ
い動き」と感じるところは確かにありましたが、
それが BMSS の特徴なのか、本人が振り付けた部
分だがたまたま BMSS っぽい感じを受けたのか
（中略）、あるいは BMSS っぽく見えるように振
り付けられたのか、可能性は様々に考えられるか
らです。」
一方，X と Z の回答からは，B'は 2 人とも「c.
部分的に識別できた」
，C'は「d.ほとんど識別でき
なかった」と「e.まったく識別できなかった」で
ある．B'が BMSS 由来の動きを相対的に識別しや
すく，C'が識別しにくいという傾向を読み取るこ
とができる．上演時間に対するシークエンスの合
計時間の比が大きい B'の方が A'と C'より識別し
やすかった可能性がある（表 2 参照）．
次に，第 2 問の BMSS の効果に関しては，Z が
3 作品ともに「e.わからない」と回答した．これ
については 4.4 で Z の自由記述回答を考察する．
一方，X と Y の回答からは，延べ 6 件の回答の
うち「a.非常に感じた」1 件，
「b.ある程度感じた」
4 件，
「c.少しだけ感じた」1 件で，
「d.感じなかっ
た」はなかった．ただし X は B'について自由記
述で「a に近いかもしれない」と述べている．以
上の回答を総合すると，X と Y は，B'，A'，C'
の順に BMSS を試用した効果・意義を強く感じた
ことが分かる．これも，上演時間に対するシーク
エンスの合計時間の比が大きい B'の方が A'と C'
より効果を感じやすかった可能性がある（表 2 参
照）．

－ 28 －

©2019 Information Processing Society of Japan

「人文科学とコンピュータシンポジウム」 2019年12月

第 4 問は，コンピュータを振付創作に使う是非
を尋ねた．選択肢は，「a.振付はコンピュータの
支援なしで人間の手で行うべき」「b.コンピュー
タ支援の振付があってもよいが、基本的には支援
なしで行う方が望ましい」「c.コンピュータ支援
の振付と支援なしの振付で、振付の手法としての
優劣の差はない」
「d.これからは AI の活用など、
コンピュータ支援の振付の方が、支援なしの振付
よりも有望だと思う」「e.わからない」の 5 択で
ある．
これに対する X，Y，Z の回答は，c の「優劣の
差はない」で全員一致した．第 4 問の自由記述回
答は，4.5 で考察する．
4.4

自由記述回答の考察(1)～BMSS 使用の効果

第 3 問では 3 作品それぞれについて，BMSS の
具体的な効果を説明するよう求めた．3 人の自由
記述回答に対して，探索的なテキストデータ解析
を行った結果，プロ評論家ごとに BMSS の効果に
ついての認識が異なることが明らかになった．
X は，BMSS で作ったシークエンスをある程度
作品中で識別した上で，BMSS を用いた効果につ
いて肯定的な評価を与えている（表 4 参照）．具
体的には，A'について「ソフトをフルに活用し幅
のある動きを集めていたのではないかと思われ
る」，B'について「ソフトを駆使し自由に並べた
動きを、よく踊れるダンサーが体に入れて魅せる
（ママ）面白さを感じさせた」，C'について「ソフ
トを非常に巧みに援用したと想像できる」と述べ
ている．
Y は，BMSS で作ったシークエンスを作品中で
識別することを「判別不能」としつつも，各作品
についてはどこに「BMSS らしさ」を感じたかを
具体的に指摘しており，BMSS を用いた効果につ
いては X 以上に肯定的な評価を与えている（表 4
参照）
．また，個別の作品に関しては，BMSS の
使い方を評価している．具体的には，A'について
「BMSS にない動きを絡めてくることで、より
BMSS を感じさせない工夫があったと思う」，B'
について「後に手を加えたことで自分らしさを追
加していくという方法」は「「まっとう」な使い
方だ」と述べている．
Z は，BMSS で作ったシークエンスを作品中で
部分的に識別しつつも，BMSS を用いた効果につ
いては「わからない」を選択している．その理由
を Z は，BMSS を用いたであろう「奇妙な動き」
は「コンピュータなしでもできる」から，すなわ
ち人間の振付家にも作れるからだと説明してい
る．具体的には，C'について「振付がコンピュー
タ支援であっても人間だけによるものであって
も不思議のないものだった」と述べている．
しかし，Z は BMSS の利用に否定的なわけでは
ない．むしろ Z は，4.5 で述べる通り，第 4，5
問への自由記述回答において，BMSS 使用の意義
を積極的に認めている．

以上のようなプロ評論家 3 人の指摘をさらに整
理すると，プロ振付家の作品には，BMSS で作っ
たシークエンスが様々なかたちで組み込まれて
いることが分かった．すなわち，BMSS で作った
非有機的な動作（コンピュータが作ったと分かり
やすい動き）を，(1)あえて非有機的なままで用い
る，(2)非有機的な動きに有機的な動きを対置して
用いる，(3)非有機的な動きを有機的な動きに改変
して用いるなどである．プロ振付家であれば，振
付創作において BMSS を様々な方法で柔軟に活
用できることが明らかとなった．
4.5

自由記述回答の考察(2)～BMSS 使用の意義

第 4 問ではコンピュータを振付創作に使う是非
を尋ね，第 5 問では公演全体について自由に感想，
意見，提案を求めた．これらの自由記述回答に対
して，探索的なテキストデータ解析を行った結果，
全員が BMSS 使用の意義を認めていることが判
明した．その上で，X，Y，Z の回答に意見の一
致と不一致を見出すことができた．
3 人の意見が一致したのは，BMSS を用いた振
付創作が，すでに現代舞踊で行われている手法の
発展形と見なせるという点である．その手法とは，
(1)コンタクト・インプロビゼーションと(2)動き
の素材の編集である．
(1)コンタクト・インプロビゼーションは，新し
い舞踊動作を創出するための即興演舞の手法で
あり，1970 年代に米国で Steve Paxton が始め，現
代舞踊の振付に大きな影響を与えたものである
[6]．Y は「動きの発想を新鮮なものにするために、
様々な方法が考えられており、コンタクト・イン
プロビゼーションなども本来はそのためのもの
だった」と述べ，Z は「コンタクト・インプロビ
ゼーション等ダンサーの即興から素材を拾うこ
とはコンテンポラリーダンスではふつうになっ
た」と述べて，どちらも BMSS を用いる手法と目
的，効果が同じであると指摘している．
(2)動きの素材をダンサーが提案し，それを振付
家が編集して創作する手法については，X は「コ
ンテンポラリーダンスでは、ダンサーたちの出す
アイディアや動きを取りいれて創作することは
珍しくない」と述べ，Z は「振付家の仕事は「所
作の創作」から「素材の編集」になったとも言え
る」と述べて，やはり BMSS を用いる手法と目的，
効果が同じであると指摘している．
そして(1)コンタクト・インプロビゼーションに
せよ，(2)動きの素材の編集にせよ，同じ目的と効
果は，BMSS を使うことでいっそう効率的に達成
することができるという指摘があった．Z は「ダ
ンサーが実際に踊ることなく画面上で結果をシ
ミュレーションできることは、振付家にとって時
間の短縮になるだけでなく、多様な組合せを容易
に実験できるため、振付の幅も拡がるかもしれな
い」と述べ，X も同じような趣旨で「振付の、ダ
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ンスの新しい可能性を開くかもしれない」と述べ
ている．
BMSS 利用の可能性については，X と Y の間に
意見の不一致を見出した．
X は，BMSS を振付家の作業を補助するソフト
ウェアと位置付けて，「あくまで舞踊語彙を増や
したり、演出・構成を深めたりするための“支援”
のツールとして機能するのが望ましいか」と述べ
ている．これに対し，Y は，BMSS が振付から自
立する可能性を指摘し，「ネットに転がっている
ダンス映像を片っ端からディープラーニングさ
せて、見たことのない「カッコいいダンス」を生
み出させる、などになるのではないか」と述べて
いる．著者らは X の立場で研究を進めているが，
Y の示した自動振付の可能性も無視できない．
Z は，X，Y とは異なる視点から BMSS 使用の
意義を評価している．すなわち Z は，振付家が「コ
ンピュータの介入によってこれまで無意識ある
いは自動的に行っていた行為を改めて客観化し、
再検討することを強いられ」ることにより，「舞
踊家の頭脳と身体のみで完結する創作過程に比
べ、よりレベルの高い創作過程となる可能性を示
唆している」と述べ，「これは想定外の結果とい
ってよい」と肯定的に指摘している．

５．まとめと展望
5.1

5.2

研究の展望

今回の実験では，約 220 人の観客に対して公演
後にアンケート調査を行い，130 人から回答を得
ている（回収率 59％）．選択肢回答に対する集
計と，自由記述データに対する探索的なテキスト
データ解析を進めているが，まだ完了していない．
また，3 つの作品に関して，BMSS で作ったシ
ークエンスの動きが作品中のどこでどのような
アレンジで使用されているかの分析も進めてい
る．今回，ヒップホップダンスの動きを要素動作
として追加したが，それがどのような効果を及ぼ
したかも検証する予定である．
これらのデータ分析を通して，プロ振付家の創
作における分析合成型振付と BMSS 利用の可能
性を，今後もいっそう追究する．
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