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概 要

この論文は手描きの線描を階層構造をもったデータに変換しそれらを組み合わせ
て新たなイメージを生成するプログラムを説明したものである．まず，このプログラ
ムではコンピューター画面上に仮想のスケッチボードを用意し，そこにユーザーが描
いた軌跡を入力データとしている．そのデータを用いて，プログラムは初めに心理学
的認知に基づいて筆跡のグループ分けを行う．次に筆跡を閉じた図形と開いた図形に
分類し，その図形から階層構造をもった骨格を抽出する．そこにさらに厚みの情報を
考慮して，最終的に楕円形を基本要素とした，線描をレゴブロックのような集合体に
変換している．変換後，その集合体を組み合わせて新しいイメージを作り出す．この
ことによってユーザーとの対話的な描画行為を行うことができる．これは視覚芸術家
にとって創作行為の上で重要と思われる過程を検証しようとする試みである．

1 はじめに

地球上の生命のなかで，イメージの認識だけでなくその表象をすることができる存在は人
間だけである．もちろん人間により近いとされているチンパンジーでも無報酬でイメージ
の表象をする能力があるという報告がある [13]．しかし，その存在はむしろ例外的で，多
くの同種固体がその認識を一致させて，コミュニティを形成し文化をなすのはやはり人間
だけである．知りうる限り太古のアルタミラにみられる洞窟壁画から今にいたるまで，そ
れを我々は，「芸術」と呼んでいる．しかし，なぜ我々はイメージの表象を無報酬で行う
のだろうか? そして，他者のイメージの表象を求めるのだろうか?この疑問を解決するた
めに，私は自身の芸術家としての創作行為に仮説を立て，プログラムにしてモデル化し，
その動作を検証することによって芸術の本質を見出したいと考えている．

2 人工知能画家の意義

人工知能によって画家の創作行為のモデルをつくることは，画家以上の作品を作るという
よりも，画家の創作行為を理解することにつながる．それは，コンピュータによって仮説
を実験・検証するシミュレーションができることを意味するからだ．もちろん，印象派以
降の近代芸術は人の知覚の実験を行ってきたといえる．しかし，検証という意味では，コ
ンピュータを使うと，仮説設定と実験に，恣意的要素が排されるので，結果に根拠を持た
せることになる．コンピュータを用いた実験は近年，認知心理学実験や脳科学実験などで
盛んである．例えば，直接的な脳の実験をすることは技術かつ倫理的に難しい．そこで，
アンケートなどによる意見集約型の実験をするのであるが，知見データに不確かさができ
てしまう．けれども，仮説をプログラムにしてシミュレーションすれば，データの確かさ
が証明できる．ニューラルネットによるシミュレーションも同様である．ただ，人間の脳
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のあり方と，コンピュータのデータ構造は違うことを忘れてはいけない．ニューラルネッ
トはできるだけ人間の脳神経のモデル化を目指しているが，同じ機能の実現ではなく，特
定のモデルのシミュレーションにとどまる．よって，あるモデルが確からしいからといっ
て，それで対象のすべてを説明したわけではないのだ．コンピュータの利点は，データの
シミュレーションではなく，手順のシミュレーションである．つまり，振る舞いをモデル
化することができるのである．ある対象の振る舞いから，ふさわしいモデルの仮説を立
て，実験，検証する．その結果が本来の対象の振る舞いに対して妥当な結果であるのであ
れば，そのモデルは対象の本質を表していると結論できる．創作行為も手順によるイメー
ジの操作であるので，プログラムによる数理モデル化は，本質理解に非常に役立つのであ
る．ここで，観念的解釈に陥る危険があるが，このモデルは擬人化するほうが，作品展示
にはわかりやすい．よって私はこの創作行為の数理モデルを人工知能画家「静（しずか）」
と名づけている．

図 1: 母と娘, 1997. [[7]，カ
ラー口絵より転載]

図 2: 缶コーヒーを飲む,

1996. 40.5x32cm, 画用紙・
レトラライン [14]

図 3: カップと皿の標準的
表現 [[9]，p.275の図 9.4よ
り転載]

3 アーロン

人工知能画家は私のオリジナルのアイデアではない．すでに Cohen[2]による AARON

（アーロン）[7]がある．AARONは，Cohenの個性を反映したモデルであり，彼の持つ知
識に従って描画をおこなっている．AARONは 30年前のコンピュータの黎明期から取り組
まれており，大きく分けて 2つのモデルに分かれる．1973年から 1978年までのAARON

は，閉じた図形を描く，線にぶつかったら方向を変える，といった単純なルールとフィー
ドバックによるパターンの生成モデルであった．イメージは，意味を持ってかかれたもの
ではなく彼が認知的プリミティブと呼ぶ図形の集まりである．その組み合わせによって鑑
賞者にイメージの喚起を呼ぶ絵を生成した．しかし，あらかじめ用意されている認知プリ
ミティブが限られおり，ある程度，組み合わせが出尽くしたところで，より高次の創作行
為のモデル化ためにCohenは次に進んだ．1979年から現在にいたるまでのAARONは彼
が視覚的プリミティブと呼ぶプロトタイプ [9]の知識を持っている．プロトタイプとは脳
科学で使われる言葉で，視覚やその他の感覚を通して得られた概念の理想標準イメージ
のことをさす．例えば，人はカップという概念に対してほぼ同じく似たようなイメージを
もっている (図 3)．このためカップという言葉だけで，そのイメージを喚起することがで
きる．AARONの場合は 3次元人体モデルデータなどがそれに当る．単純な喚起を呼び起
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こすモデルに比べて，より高度な計画が必要なため，創作手順は，彼の経験に基づいた画
家としての妥当な行為のモデルとなっている．すなわち，視点を決め，その視点が例えば
低いものならば，モデルは机や果物といった静物を選ぶ，そののち線描を行い，モチーフ
の集合に基づいて分割された領域に色を塗る．コンピューターグラフィックスなどに見ら
れる 3次元レンダリングとちがうのは，行列変換によって正確なパースペクティブを計算
して写像計画をするのでなく，つねに一行程終わってからその結果をもとに次を判定する
ことである．そのため図 1のように写実的な描写でない．しかし，この場当たりな行為つ
まりフィードバックの概念は，創作行為の本質であり的を射ているといえる．

4 見たものから知ったものにする力

AARONによって明らかにされた人工知能画家のための重要な原理の一つは，我々は見た
ものを知ったものにしている [7]ということだ．見たものを正確に覚えているということ
ではない．芸術家が作品制作において空間と形を認識する際，彼らはなんらかのそれらの
ビジョンを心の中に作り出している．これは何も視覚の話だけに限ったことではない．草
原 [16]によれば，盲目の画家は視覚でなく触覚によって彼自身の持つ独特の空間認識を構
築している．例えば，缶コーヒーを描く時，視覚による画家では，空間の遠近が認識され
るので缶の上部は楕円として描がかれる．しかし，盲目の画家はそのような遠近を認識し
ないためにその絵はまるで展開図のように描かれている．(図 2) 多くの者にとってそれは
不正確なものかもしれないが，芸術の創造性には写真のように正確に表現することは重
要ではない．多くの画家は作品を描く際，心の中の想像で絵を描いている．だからこそ，
対象を直接見なくてもそれを描くことができる．つまり，対象の構造を知識として獲得し
ていると仮定できる．ただ，AARONは，与えられた知識から新しいものを作り出すこと
はしても，知識そのものを自ら改編することはない．これは Cohenを自らが認めるとお
り彼の知らない表象をしないことを意味する．しかし，人間に生まれたときから知識（と
くに表象のための知識）が脳内に存在しているとは考えにくく，白紙の状態の脳が体験に
よって獲得した知識を自律的に形成すると考えるのが妥当であろう．よって私は，知識の
柔軟な形成手順とデータ構造を定義して成長させるモデルをつくれば，芸術における個性
発生の理解になると考えた．

5 楕円セグメント

楕円セグメントとは私が定義した形状をあらわすための基本要素である．個性発生のモデ
ルを作るためには，外部から得られる画像情報からふさわしい特徴を抽出しなければなら
ない．では，対象を理解するために必要な最低限の画像情報とは何であろうか? 視覚で
あれ触覚であれ，最も重要な要素は，相対的な大きさと位置である．もちろん，色や質感
などもあるが，これらを考えなくても空間は表現できよう．しかし，相対的な大きさと位
置まではさすがに無視はできない．コンピュータで効果的にこの本質要素を表現するため
には，データ構造としてレゴブロックのようにそれらの集まりを表現するのが有効であろ
う．本質要素のセットをまとめて定義するために，私は楕円形を基本要素と定義した．楕
円のような曲線形状は角張ったものを表現することには向かないが，自然形状により合う
と思ったからだ．このようなプリミティブを組み合わせて表現する方法はいくつか知られ
おり，Biedermanの geon理論 [1]やMarrの円錐表現 [6]などがある．楕円セグメントで
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は，任意の画像がセグメントの集まり，これをフィギュアと呼ぶ，になれば，そのセグメ
ントを自由に組み合わせて，新しいイメージの生成が可能になる．セグメントの位相的な
情報は多くないので，このデータ構造を使えばイメージ生成の手順は非常に単純にすむで
あろうと予想される．

6 展示方法と入力画像

静は数理モデルの実験であると同時に展示作品である．しかも，鑑賞者に対話的に画像を
入力してもらうために，そのインターフェースはストレスをあまり感じさせない工夫をし
なければならない．そこで，私はコンピュータ画面上に仮想のスケッチボードを用意して，
鑑賞者の筆跡を記録する方法を取った．本来，人間視覚のモデルをするならば，ビデオカ
メラなどを用いて網膜のシミュレーションをすることが妥当と考えられる．しかし，ここ
で検証することは見るプロセスではなく知るプロセスなので，入力するインターフェース
は視覚モデルに限定される必要はない．そのため展示では操作のわかりやすさを徹底し
た．鑑賞者は電子ペンあるいはスマートボードと呼ばれる装置によって画面に直接描画で
きる (図 4,5,6,7,8) ．一旦，指を離すと 2種類のアイコンが現れる．一つは目のアイコン
で，もう一つは消しゴムのアイコンである．目のアイコンを押すとプログラムは描かれた
線描の解析を始める．消しゴムのアイコンを押すとすべてが消去される．もし，つづけて
描画したければそれらに触れないようにすれば続きを書くことができる．

図 4: 画面に描画 図 5: 解析 図 6: 候補選択

図 7: 合成 図 8: 描画
図 9: ヒトの描画の発達 [[13]，
p.125の図 24より転載]
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7 変換の第一段階:筆跡のグループ化

筆跡のグループ化は入力された筆跡データを第二段階のために，整理するプロセスであ
る．これには，以下のものが考えられ，プログラムはそれらを実行している．

7.1 閉曲線と開曲線の分類

Cohenは，自身の作品AARONを制作するにあたり，まず子供の線描に注目した．初め
てペンを持った幼児は，初めは殴り書きしかしない．だが，3歳児あたりになると次第に
自分の身体とペンの関係を体得する．そのときに現れるもっとも初めの図像の特徴が円で
ある 9．すなわち，筆跡が終点が始点に繋がるように終わるか，そうでないかが重要であ
るといえる．入力される筆跡パスを Sとする．SはXY座標平面上の任意の点 P (x, y)の
集合である，P の順序によって結合すると一本の線が作られる．n個の点 P を持つ Sは
S = {Pi; i = 1, 2, 3 . . . n}である．鑑賞者によってスケッチボード上に描かれたすべての
Sの集合をGとする．要素 S ∈ Gに対してプログラムはまずはじめに，線の開閉を以下
のように評価する．

|Pn− P0| <
√

(x(max)−x(min))2+(y(max)−y(min))2

4.0
(1)

x(max), x(min), y(max), y(min)はSのもつP の座標の最大最小の値，|| は距離をあらわ
す．上の条件を満たせばプログラムは S と閉じ，そうでなければ開けたままにする．図
10をこれに適用すると図 11になる．

図 10: 入力データ 図 11: 線の開閉の評価

図 12: 細かい筆跡の問題

7.2 輪郭線の抽出

最初の入力実験の結果，筆跡データを直接つかってのセグメント化は，図 12のような筆
跡を細かく書いて描画したものにはまったく不向きになることがわかった．そこで接触し
た筆跡データが一つのまとまりになるように離散画像にしてその輪郭線をとることにし
た．この方法では，交差する筆跡もひとまとめになり分離できなくなる欠点があるが，現
在のところよりよい方法をおもいつかない．これにより，S ∈ Gすべてが閉曲線になる．
これ以降，閉曲線を輪郭線という．

7.3 近接によるグループ化

ゲシュタルト心理学のプレグナンツの法則によれば，近接する図形同士は一グループとし
て認知されやすい．そこで，S ∈ Gが占有する領域をA(S)とする．さらにA(S)に任意
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の値wだけ拡張した領域E(S)とする．もし，A(Sb) + E(Sb)∩A(Sa) + E(Sa)によって
できる領域の面積が 0.0以上ならばSbはSaの子供とする．G内におけるSのインデック
ス a, bは常に a > bである．こうして階層構造 T が得られる．wは筆跡の大きさによるの
で一意には決まらないが，今回のキャンバスのサイズ横 640および縦 480ピクセルの空間
ではw = 30.0とした．このようにしてできた階層構造の集合を

G = {Tj; S ∈ T} (2)

とする．以上の処理による集合Gは実例では図 13のようになる．

8 変換の第二段階:それぞれの筆跡の楕円セグメント化

第二段階では，プログラムは整理された集合Gの要素 T を扱う．S ∈ T はまだ輪郭線で
ある．まずこの Sに対してスケルトン抽出を行う．スケルトンとは輪郭線の骨格を抽出
することによって構造を把握する方法である．スケルトンの基礎的なアルゴリズムはすで
にいくつかあるけれども，中でもHilditch[4]がよく知られている．これは離散画像の画素
の近傍を調べて細線化しそれをスケルトンとするものである．しかし，それらの方法では
全体骨格のみが抽出できるだけであって，枝別れした各スケルトンの相互関係まではわか
らない．そこで本稿では五十嵐の Teddy[5]に用いられたドロネー三角形分割による骨格
線抽出に注目し，そこに本谷のスケールスペースによる階層構造の判定 [17]を加えること
によって，階層構造をもった骨格線抽出ができるようにした．これによって，階層構造を
もったスケルトンが高速に抽出できる．

8.1 ドロネー三角形分割

ドロネー三角形分割はボロノイ多角形と双対関係にある分割方法である [3]．ドロネー三
角形分割によって任意の点を結んで分割された三角形は，最小角の和が最大になる性質が
ある．このため極端につぶれた三角形ができにくく，理想的な三角形分割になり，3Dグラ
フィックスでは三角形ポリゴンを得るのによく使われている．輪郭線を等間隔の折線にし
てその頂点によってドロネー三角形分割を行うと，図 14のように輪郭線は三角形に分割
することができる．五十嵐の論文から引用すると，このようにして求められた三角形群は
輪郭線によって 3つに分類することができる．一つめのタイプは，端の三角形（terminal

triangle）と呼ばれるもので，三角形の二辺が外周折線になっているもの．二つめのタイ
プは，袖の三角形（sleeve triangle）と呼ばれるもので，三角形の一辺だけが外周折線を
構成しているもの．三つめのタイプは，連の三角形（junction triangle）と呼ばれるもの
で，三角形のどの辺も外周折線をなしていないものである．このうち，連の三角形は必ず
輪郭線の突出部分が分岐する場所に来ることに注目する．この三角形の辺が輪郭線を分割
する線の候補になる．

8.2 スケールスペース

輪郭線を平滑化すること [8]によって，まるでデッサンをするときに絵を遠くに離れて見
ることによって大まかな形をつかむように，その輪郭線の局所的な構造が消去されてより
大局的な構造が現れてくる．スケールスペースとは，これを，輪郭線上の位置を横軸，解
像度を縦軸で表した空間である．図 15に示したものは曲率極大点をスケールスペース上
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図 13: グループ化の結果

Terminal Triangle

Sleeve Triangle

Junction Triangle

図 14: ドロネー三角形分割
による輪郭線の分割 図 15: 曲率極大点のスケー

ルスペース [[12]，p.4の図3

より転載]

に表したもので，平滑化が進むにしたがって曲率極大点が消失している．また場合によっ
ては極大点同士が融合している．本谷は輪郭線上の曲率極大点が数を減らすとき，1つが
消滅したのか 2つが融合したのかを調べることによって，スケルトンの階層構造を求める
手がかりとした．曲率極大点は輪郭線の突出した部分であるため，各解像度においてのス
ケルトンと対応する．よって曲率極大点が消滅した場合，対応するスケルトンも消滅する
ことになるが，極大点が単独で消滅した場合は図 16のようにそのスケルトンは単独でま
だ存在するスケルトンに対しての子供になる．2つの極大点が融合した場合は図 17のよ
うに 2つの極大点それぞれに対応していたスケルトンがそれぞれの元となるスケルトンに
対しての子供になる．
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図 16: 曲率極大点の消失
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図 17: 曲率極大点の融合

8.3 スケールスペースと分割線の関係

ところで，スケールスペース上の曲率極大点の融合というのは輪郭線がどのような状態
でおこるのかを調べてみると，必ずその極大点が存在する元の図形の突起部分が，お互い
ほぼ同じ大きさになっていることに気付く（図 18）．このことに注目して，連の三角形
の各辺から先にある三角形群の総面積を計算し，各辺をそれによって順序付ける．その中
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から，もっとも大きな面積をもった辺は必ず削除する．問題は残り 2つの辺の扱いである
が，2つの辺にかかわる各大きさを比較し，それらがほぼ同じ大きさであれば，その 2つ
はスケールスペースにおける極大点の融合状態と同じ意味を持つとしてどちらの辺を削
除しない．そうでなければ 2番目に大きな面積をもつ辺を削除する（図 19）．現実には，
場合によっては微妙な突出部に対しても連の三角形ができてしまうので，平滑化のために
面積がある程度小さいものしか持たない辺はすべて削除する．これによって輪郭線の分割
線が求められる．

図 18: 曲率極大点の消滅・融合の違い
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図 19: 分割線の抽出手順

8.4 輪郭線の階層構造分割

三角形の頂点は，反時計回りで統一してある．分割線も三角形の辺であるが，頂点の順序
の統一によって分割線にも方向が存在する（図 20）．分割線の方向に沿うものとそうで
ないもので分割を繰り返すと，図 21のように最終的に配列の先頭のものが必ず rootとな
る．一度 rootが決まれば，そこから順に隣接する図形同士を階層化していくことによっ
て，最終的に求める階層構造をもった分割された輪郭線を得ることができる．
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図 20: 三角形の向き
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図 21: 分割手順
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Type A
Terminal Triangle
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Sleeve Triangle
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Junction Triangle
removed No.3

Type D
Junction Triangle
removed No.3, 2

Type B
Junction Triangle
removed all

no spine

in this area

図 22: 芯線の種類
図 23: 生成された階層構造を持つスケルトン

8.5 スケルトンの抽出

8.1章で示した通り外周折線によって三角形は 3種類に分類される．さらに連の三角形は
分割線として残される辺の状態に応じて 3種類にわかれるので，計 5種類の三角形に分
類される．プログラムは各種類の三角形に応じて図 22のように 4種類の芯線を作成する．
それらが分割された領域の各スケルトンとなる．ただし平滑化のために，面積がある程度
小さいものだったために削除された部分の三角形においては芯線を作成しない．また，分
割線をはさんだ親側の一本の芯線は子供側の芯線として扱う．抽出された芯線は各領域に
おいてすべて一本のスケルトンになる．このようにして生成されたスケルトンが図 23で
ある．

8.6 歪み補正

図 22の 4種類の芯線のうち Type Dは連の三角形が近接することによっておきる大きな
歪みをなくすためにあるのだが，にもかかわらず個々の三角形の芯線の集合から得られた
スケルトンには，どうしても歪みができてしまう．最終的にもとめる楕円セグメント群の
ためには単純な直線であることが望ましい．そのために図 24のように現在得られている
スケルトンをある一定の範囲で完全に包括する任意の範囲と輪郭線の共通範囲を求める．
その範囲内で必ず新たにできるスケルトンが収まるようにして，始点から列挙して，角度
が一定の範囲を超えないのであれば該当する点を間引いていく．この結果，ほとんど場合
は分割された一つの領域につき一本の直線になる．しかし，曲がりくねった領域はどうし
ても一本にはならない．そのようなものは必要最低限の複数の線分によってスケルトンが
表現される．

図 24: 歪み補正

p q

o

s

e

m

m = (|op|+|oq|) / 2.0

図 25: 厚み計算
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8.7 楕円セグメント化

スケルトンをあらわす線分一つにつき，一つの楕円セグメントとなる．楕円の厚みはこ
の線分を延長することによって 2つに分けられる輪郭線の点群から，それぞれ線分の中心
点から最小の距離をもとめ，得られた 2つの値を足して 2分することによって求められる
（図 25）．すなわちスケルトンの骨は

β =




StartPoint : s(x1, y1),

EndPoint : e(x2, y2),

Thickness : m(m ≥ 0)


 (3)

で表現される．なお開曲線の場合はm = 0である．

8.8 階層構造の再構築

曲がりくねった部分では，複数の楕円セグメントが同じ階層にいることになる．この場合
には，図 26のようにさらに階層構造をわけることになる．そのさい親子関係を再構築す
るわけであるが，その部分の子供であった部分群は親側の端点を起点にして新しく分けら
れたセグメント群の中心からもっとも近いものが新たな親となる．ただし rootの部分で
セグメントが複数になった場合，その中からさらに新たに rootとなる一つを選ばなけれ
ばならない．その場合は大きな方が rootになるようにしている．この結果，例に挙げた
輪郭線は（図 27）になる．

parent

child 1

child 2

child 3

A

B's child 2

B's child 3

C's child

B (A's child)

C (B's child 1)

図 26: 階層構造の再構築

図 27: 楕円セグメント化

図 28: 不必要なセグメント
の削除

8.9 不必要な楕円セグメントの削除

これでほとんど目的の結果になったのであるが，これでも，不必要なものが存在する場合
がある．図 28のような場合，親側がほとんど該当する楕円を含んでいて構造に大きな影
響を与えない．データを簡素な結果を得るためには，そのような楕円セグメントは削除す
べきである．具体的にはスケルトンが作る楕円の面積をA(β)とした時，もし，

A(β) 6= 0.0

A(β(parent)) 6= 0.0
A(β)

A(β(parent))
− 1.0 < 2.0

(4)
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ならば，βを削除対象とする．β(parent)は階層における βの親セグメント，β(child)は
βの子供セグメントを表す．ただし，A(β(parent))∪A(β(child)) = 0.0のときは削除しな
い．なぜなら図 28のようにセグメントのつながりが切れてしまうからである．

9 変換の第三段階:すべての楕円セグメントの統合

このようにして変換された S ∈ T を階層構造 tとする．これを T の階層レベルで整理す
る必要がある．なぜなら例えば，頭 (= β1)，胴体 (= β2)，右腕 (= β3)，左腕 (= β4)を
別々に描いた T1は

T1 = {t1, {t2, {t3, t4}}}
t1 = {β1}, t2 = {β2}, t3 = {β3}, t4 = {β4} (5)

という階層構造ができているが，頭と胴体を一筆で描き腕を別に描いた T2は

T2 = {t1, {t2, t3}}
t1 = {β1, {β2}}, t2 = {β3}, t3 = {β4} (6)

という階層構造ができている．しかし，本来は T1 ≡ T2とみなすべきである．このた
めにまず，Tにある階層構造 tとその親にあたる t(parent)において β ∈ tの点 s, eと
β ∈ ti(parent)の中心点をすべて検討して，最も近い距離にある 2点を探す．β ∈ tの点
を p(nearest)，β ∈ ti(parent)の中心点を持つスケルトンを βp(nearest)とする．これら
が決まると，まず p(nearest)を始点として tの新たな root(= β(root))が決定し階層構造
の再構築が行う．そして，β(root)は βp(nearest)の子供としてリンクする．以上から T1

の場合においては

t2 ⇒ (β(root) = β2, βp(nearest) = β1)

t3 ⇒ (β(root) = β3, βp(nearest) = β2)

t4 ⇒ (β(root) = β4, βp(nearest) = β2)

t1 = {β1} ⇒ t1 = {β1, {β2, {β3, β4}}}
(7)

T2の場合においては

t2 ⇒ (β(root) = β3, βp(nearest) = β2)

t3 ⇒ (β(root) = β4, βp(nearest) = β2)

t1 = {β1, {β2}} ⇒ t1 = {β1, {β2, {β3, β4}}}
(8)

となるので T1 = t1 ∈ T1, T2 = t1 ∈ T2に置き換えると，T1 ≡ T2が成り立つ．以上で，
最終的に求める楕円セグメントの階層構造 T が求まる．これを集合Gのすべての T に適
用する．

10 変換結果

図 29にさまざまな輪郭線について行った実験結果を示す．第一段階で交差と内側にある
Sは削除しているので輪郭線の形態しか保持されていない．この閉塞の問題はさらなる改
良の余地があるが，7.2章で述べたように，実際のデータで試した結果，書き手の線画に
対する手順がさまざまにあるために一旦離散画像に変換せざるを得なかった．また，筆跡
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図 29: 変換結果

のさらに中にある筆跡に関してはもっとも近いセグメントを親とする方法を取ったが根拠
がないために削除した．すなわち，閉塞のあるデータを作った場合，次の合成の実験が煩
雑になるのでここでは考慮しないことにした．

11 セグメントの合成

入力画像が楕円セグメント群つまりフィギュアに変換されると，そのフィギュアの一部を
接続候補として，今まで保存されたフィギュアの中から一定の条件で，セグメントを選び
そのセグメントがもつ子供セグメント群を足し合わせる．こうすることによってあたらし
いイメージのためのフィギュアが生成される．考察するべきことは接続元と接続先の 2つ
のセグメントの選び方である．そこで，図 30にある 11枚の任意のサンプル画像の変換さ
れたフィギュアを初期学習データとして，図 31の画像を初期画像としてさまざまな条件
で実験を行った．

図 30: 初期学習データ

11.1 繰り返す回数

繰り返す回数は 20回までとした．上記の初期状態で 50回繰り返した結果，どのルールで
もおよそ 20回を越えると，線の重なりが多すぎて初期画像がみとめられないほどになっ
てしまうからである (図 33)．

12



図 31: 初期画像
図 32: グスタフ・ヴァービークの逆転マンガ
[[11]，p.145の図 1より転載]

図 33: 乱数による組み合わせで 50回行った結果

11.2 乱数による組み合わせ

創作には自由な発想が大切だという言葉がよく使われる．ということは接続元と接続双方
をまったくでたらめにえらんでみるとどうなるであろう．これはまったく，制約のない自
由な状態であるからきっとおもいもよらないイメージが多く生み出されると期待される．
図 34は 20回繰り返した結果である．結果は確かに思いもよらないものではあるが，同時
にわけのわからないものになっていった．この結果は，ただでたらめに描画するのではな
く，最低限何か意味を喚起させるようなフィギュアをつくりだすルールが必要であること
を示している．

11.3 接続するセグメントの角度

図 32のように絵はさかさまにすると違う意味が喚起される．このことから平面絵画にお
いて意味の認知には天地関係は非常に重要であると考えられる．このことから接続元セグ
メントの角度にちかいセグメントを接続セグメントにするルールを決めた．接続元は子供
を持たない末端のセグメントを候補にしている．図 35は接続元に対する候補を 5つあげ
たもの，図 36は 20回繰り返した結果である．この結果にみられるように，接続にある程
度の，意図が見られるようになった．しかし，図 35であがっている候補にはばらつきが
みられる．
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図 34: 乱数による組み合わせ

11.4 親セグメントの角度とその相対角度

そこでそのセグメントの傾きではなく，親の傾きと親との相対角度の二つが近いものを接
続セグメントにするようにした．図 37の候補一覧に見られるように，足のような部分で
は同じく足のような部分を多く選び出しており精度が上がった．首に当るようなところに
頭のようなものを加えるような意味の喚起される合成をするようになった．最も興味深
かった結果を図 38に示す．鳥のような形状を導き出しているが，初めから初期学習デー
タを見てわかるように，それぞれの部分の計上はあっても，全体としてこのような形状が
用意されていたわけではない．

12 実験結果

以上から合成の実験結果をまとめると，成功したことは，相対角度による接続で接続にふ
さわしい個所を検出することができたことである．相対関係（この場合は角度）の判断で
十分であることはまちがいない．よって，これだけでも違う意味をもつ像の生成は可能で
ある．逆に失敗したことは，意図して「意味のある形」を自律的に作り出しているわけで
はないことである．よって，失敗することが多い．先の 3種類の実験は 20回の試行の結果
であるが，とくにルールを付加した実験の結果は，うまくいったものしか示していない．
実際は回を重ねるごとにまったく乱数の実験と同じようなわけのわからない結果になった
もののほうが多いのである．

13 結論

まちがいなく，いまのプログラムは完全なモデルではない．では現在のモデルではなにが
足りないのであろうか? 一つは評価であろう．それが意味の喚起されるイメージの完成
を目標とするとしても，現在はそういった評価する事をしていない．ところが，この 20
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図 35: 角度での接続候補

図 36: 接続するセグメントの角度

回の試行の 1回ごとの評価をユーザーにまかせて，意味の喚起がなされないようであれば
途中で中止するようにしても，蓄えられるフィギュアをもとに興味深い形になることが生
まれることはまれである．ということは楕円セグメント表現によるイメージ合成のみで十
分であるという仮説は間違いであることを意味し，これまでの実験から少なくとも相対
性関係による合成以外は正しくはないといえる．同時に，乱数合成の実験から，創作行為
にとって高次のイメージを生成するためには，単純な形態情報だけでなく鑑賞者が意味を
共有できる概念を無視できないことがわかった．もしかすると，その乱数合成によって得
られた図像は，宇宙からの電波を受けた宇宙人からのメッセージかもしれない．だとして
も，喚起できる図像が提示されて，初めて鑑賞者はそれを芸術と認めるのである．3章で
述べたとおり，脳内では視覚情報だけではなくあらゆる概念が繋がってプロトタイプの形
成している．人間は認識するためにそれにマッチングさせようとする．それが，より複雑
で多様な喚起を引き起こす創造力の原理であろう．

14 まとめとこれからの展望

イメージ生成に関しては，保持データは楕円セグメントではなく，グレースケール画像に
離散データにしたほうがよいと思っている．そのほうが，データの境界があいまいにな
るので，柔軟な判断を行うモデルにできるだろう．セグメントの相対関係自体は新しいイ
メージの生成には有効であるとわかったので，必要に応じて階層セグメントのような表現
に変換すればよいと思う．ただ，そのようなデータを自己評価するためにもプロトタイプ
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図 37: 親角度と相対角度での接続候補

図 38: 親セグメントの角度とその相対角度

の導入は必要である．ただし，固定されたプロトタイプの導入は避けたい．現在，脳の視
覚処理はV1からV5を通して，形，色，動きの 3種類に分解されていることがわかって
いる [10]．しかし，その分解された各情報は，再びどのようにしてプロトタイプのために
統合されているのかは未だ明らかにされていない [13]．しかし，文字認識などに使われて
いる自己組織化マップ (SOM)の導入することによって適度な学習を行えば，その頻度に
よって入力図像が分類されるのでプロトタイプ形成に有効な手段だと思う．より学習頻度
の高い画像データをプロトタイプとして長期記憶として保存すれば，人間の顔だけを判断
する専用の顔細胞といったような脳内のおばあさん細胞 [15]の自己形成モデルに近いもの
ができるかもしれない．そのような評価基準ができればイメージ生成目標設定ができる．
その目標に向かって「失敗すれば」それが思いもよらないイメージの生成に繋がると予想
する．
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