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1. 人工知能画家・静 
 
 人工知能画家・静（しずか）は，絵を描くコンピューターである．これは人よりも上手

な絵を描かせることを目的としているわけではない．人が絵を描く過程の仮説を立て，そ

れをコンピューターに実体化し，それが妥当なものかを検証する．つまり人が絵を描くこ

と，広義には芸術創造の過程をあらためて検証・発見する行為である．人工知能画家・静

の制作には約 3 年かかっている．その 3 年の間にさまざまに形態を変えて今日に至った．

ここまでの人工知能画家・静において常に注目してきたのは人間のイメージの表現であっ

た． 
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現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イメージの表現，

つまり絵を描く行動をとる個体がいるという報告がある 1．しかし，その存在はむしろ例外

的であり，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ろう．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現を

行うのだろうか? そして，他者のイメージの表現を求めるのだろうか? 
人工知能画家・静に関するこの論文では，この疑問に対して決定的な結論を得たわけで

はない．だが，この試みを通して，意味を表すイメージの表現の仕組みについてわかった

ことと，それをコンピューターで行うことの意義を述べたいと思う． 
論文はまず芸術表現としてのコンピューターの特性を述べ，次にこの試みの先駆者であ

る Harold Cohen による AARON（アーロン）2を紹介し，AARON と静の相違点を述べた

後，静の変遷を述べる． 
そして，現時点で意味を生成するイメージの表現についてわかったことと人工知能画

家・静の正体について述べたいと思う． 
 
2. 表現技法としてのコンピューター 
 
2.1. コンピューターグラフィックス 

 コンピューターは芸術にとって比較的新しい表現方法のひとつといえる．コンピュータ

ーは数値情報であれば何でも扱えるので用途の汎用性は高い．多様な用途の中で視覚芸術

に関わるものとしてコンピューターグラフィックス（CG）が代表的なものとして上げられ

る．コンピューターグラフィックスというと一般に商業映画の特殊効果として扱われる写

実的な表現を近年では指す．特に 1993 年に公開された映画「ジュラシックパーク」以降，

商業映画における特殊効果はコンピューターグラフィックスなしでは語れないほどになっ

た．本物と見間違うほどの写実性をもった表現が可能であり映像として動く．例えば「ジ
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ュラシックパーク」では，現代にはいない恐竜があたかも今生きているかのように表現で

きるようになった．このようなコンピューターグラフィックスはとりわけ三次元データを

扱うので 3DCG といわれる． 
 よほど訓練された人間でない限り，３DCG の写実性は人の手では表現することは出来な

い．おそらくは訓練されていたとしても，動かすための大量の画像を生成できる人材を育

てることはコンピューターを使うことに比べればひどく非効率な行為であろう．コンピュ

ーターグラフィックスで，写実的な画像を大量に生成できるのはコンピューターが決めら

れた複雑な命令を自動的に行えるからである．これをオートメーションという． 
 コンピューターは人間の技だけでは補いきれない大量生成を可能にし，高速化によって

複雑な計算も瞬時に処理することが可能になった．これらはオートメーションの特性によ

るものである． 
 
2.2. メディアアート 

コンピューターの高性能化は，商業芸術だけではなく純粋芸術（ファインアート）の表

現にも広がりをもたらした．特に 1990 年代に入って，コンピューターが鑑賞に堪えうるだ

けの表現力を持った文字，音楽，映像といったメディアを複合的に扱えるようになると，

メディアアートと呼ばれるようになった．メディアアートとは絵の具やキャンバス，紙，

楽器といったメディアの代わりとしてコンピューターを使う芸術である．1970 年代には，

すでに音と映像の複合的なメディアとしてビデオを利用したビデオ・アートがあった．ビ

デオ・アートと比べて特徴的なのは，今まであったメディウムの単純な代替物ではなく，

複合されて鑑賞者との相互作用が出来る点である．これをインタラクションという． 
1995 年前後はオーストリア，リンツ市で行われるアルス・エレクトロニカやアメリカの

コンピューターグラフィックスの学会シーグラフで特にこの点が強調された作品が多く出

現し，鑑賞者は魔法をみるような気分でそれらを体験した．視覚によって鑑賞することが

芸術の伝統的なスタイルだったが，メディアアートでは，作品に触れ，参加し，体験する

ことが標準的なスタイルといえる．これはインタラクションの特性によって可能になった

ものである． 
 
2.3. 制御可能なプロセス 

コンピューターのオートメーションとインタラクションは制御可能である．コンピュー

ターグラフィックスの特徴としてオートメーションをあげたが，それはつまりオートメー

ションするための手順を人間が制御できるということである．また，メディアアートの特

徴としてインタラクションをあげたが，それはつまりコンピューターによって統合された

さまざまなメディアを人間が制御できるということである．どちらの場合も制御をするた

めに必要なのがプログラムである．プログラムとはコンピューターに接続されたあらゆる

装置を制御するために記述される命令の一群である．ただの単純な命令の集まりであるだ
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けでなく，複合してまとめて命令したり，状況をもとに判断して命令を分岐したりするこ

とが可能である．このことがコンピューターのオートメーションとインタラクションを制

御可能にする． 
命令の集まりは順序だてて実行される．例えば足し算のプログラムを考えてみると以下

のようになる． 
1. a の値を 1 とする． 
2. b の値を 2 とする． 
3. a+b の計算を行い結果とする． 
4. 結果を表示する 

命令は上から順に行われ，表示された結果は 3 である．このように命令を初めから終わり

まで実行することがオートメーションの例である．これを 
1. a の値を 1 とする． 
2. b の値を人が与える． 
3. a+b の計算を行い結果とする． 
4. 結果を表示する 

とすれば，インタラクションになる．b の値として 5 が与えられるとプログラムは 後まで

実行され，表示された結果は 6 になる． 
どちらにも共通しているのが，順序だてて実行されていることだ．この順序をプロセス

という． 
 すなわちコンピューターはプロセスを表現できるメディアといえる．ならば芸術創造の

プロセスを扱うこともまた可能である．キャンバスの上に赤はどのくらい使われていると

いった事物としてある作品の分析をおこなうのではなく，作品が生まれるまでのプロセス

をプログラムによってあらわせれば，それは芸術の表現方法をひとつ理解したと考えるこ

とも出来る． 
 
3. AARON（アーロン） 
 
3.1. 30 年にわたる AARON の歴史 

 コンピューターに絵を描かせるというコンセプトは自体は，すでに AARON という絵を

描く人工知能プログラムによって実現されている．AARON はカリフォルニア大学サンデ

ィエゴ校(UCSD)美術学部名誉教授である Harold Cohen3によって 1973 年から制作をはじ

められ，実に 30 年以上の歳月をかけて今も形態を変えながら作られている．Cohen はロン

ドン出身の画家であり，AARON の制作，つまりコンピューターに出会う前からすでに芸

術家，それもトップクラスの芸術家として認められた存在だった．Cohen は，1966 年に各

国の代表が選ばれて展示を行う現代芸術の国際的フェスティバルのヴェネツア・ビエンナ

ーレで英国を代表する芸術家の一人としても選出されている．Cohen の描く絵は抽象画で
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ある．当時の Cohen のテーマとするところは，自分の論理によって絵画の行程を考え抽象

的なシンボルをキャンバスに定着することであった． 

 

図 1 「アセンダント（上昇点）」1962 キャンバスに油彩 (註 4) 

 
1968 年に住み慣れたロンドンを離れ，UCSD の教員としてカリフォルニアに移ったときに

Cohen はコンピューターに出会った．当時のコンピューターは，パンチカードでプログラ

ムを入力し，計算機センターに提出したパンチカードの束の結果をまる一日待つという状

況で，イメージ表現の利用には直接に結びつかない黎明期であった．このような未熟な技

術であったにもかかわらず，彼はコンピューターがプログラムによって論理を扱うことが

出来ることを理解した．とくに彼はプログラムの「もし～ならば，～する．さもなければ

～する」という条件分岐に注目した．このことによって自分が絵画制作で行っている論理

もプログラムで表せるのではないかと思ったのだ．実際はさまざまな試行錯誤を経てやが

て Cohen は 5 年後に AARON を作り始めることになる．以下に AARON についての概要

と成果を述べる． 
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図 2 「母と娘」1997 キャンバスに油彩 (註 5) 

 AARON は絵画を自律的に生成する．つまり，ひとたび開始の命令を与えると終了する

までの決定をすべて自分で決定して描画していく．描かれる絵は多様でひとつとして同じ

絵は出来上がらない．これは AARON が同じことをしないように過去の結果を記録してい

るのではなく，開始から終了にいたるまでの選択の可能性がきわめて豊かであるからであ

る 6． 
 
AARON は大きく分けて四つのモデルに分かれる． 
1）単純だが意味の喚起を促すような形態の完全に平面的な絵(1973-1978) 

 

図 3 (註 7) 

 

2）原初的な遠近感を備えたより複雑な絵(1979-1984) 
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図 4  (註 8) 

3）より洗練された視覚空間の中の形象的な絵(1985-1988) 

 
図 5  (註 9) 

 
4）完全な 3 次元知識ベースを活用して仕上げられた絵(1989-) 

 

図 6 「ディートリンドと友人」1995 紙に染料 (註 10) 

 
このうち 2）は 1）の表現の洗練，4）は 3）の表現の洗練といえる．すなわち 1984 年前後

で AARON の描く対象そのものの発想に大きな転換が起きている． 
 
 1973 年から 1984 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に基づくもの
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であった．絵は意味を表現して描かれたものではなく，彼が認知的プリミティブと呼ぶ単

純だが意味の喚起を促す図形を組み合わせたものである．この図形とは，閉じた形態と「ク

ロス」，「ジグザグ」，「殴り描き」などの閉じていない形態との単純な組み合わせである．

この組み合わせは意味を表現する明確な計画をもってはいないにもかかわらず，鑑賞者に

意味の喚起を促す絵を生成した． 

 

図 7 1977 年，AARON のテスト風景．認知的プリミティブが見て取れる (註 11) 

 

図 8 アメリカ原住民のペトログリフ (註 12) 

 
Cohen が認知的プリミティブを発見したきっかけはアメリカ原住民のペトログリフ（岩

絵）を見たときである．このようなペトログリフは，北アメリカ大陸の随所にあり，今日

でも気軽に見ることが出来る．アメリカ合衆国ではグランドキャニオン周辺にあたるユタ

州の国立公園にあるペトログリフがバラエティに富んでおり，ほとんどが 1500 年前から

800 年前に描かれたものとされている 13．アメリカ原住民のペトログリフは，儀式的な言語

表記をかねている．描いた本人がすでに存命していないペトログリフにもかかわらず，ペ

トログリフのイメージには共通のマーク（特徴）が見られ，それによってイメージが何を

表現するものであるかがわかる．たとえば部族間共通の風の精霊（ココペリ）のマークが
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ある．ココペリはフルートのような楽器を吹いている人形の絵であるが，ココペリの描か

れた場所は神聖な場所としての意味をもつ．原住民の生活が変わってしまった今では，ペ

トログリフの正確な意味を知ることは困難なものもあるが，考古学者によって辞書のよう

に編纂されており，マークの構造が単純であたかもプログラム可能に思える． 
AARON の始まりは図 3 を見れば明らかな通りコンセプトとして有効なものであった．

彼が言う認知的プリミティブには意味をあらわすために図形はひとつとしてない．しかし，

それを組み合わせて描かれた AARON の絵からは雲のように見える形状が出現したり，太

陽のような形状が出現したりする．しかし当時の技術的制約もあってあらかじめ用意され

ている認知的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，

より高次の芸術創造のプロセスのモデル化ために Cohen は次のステップに進んだ． 
 
 1984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知識を持つよ

うになる．以前の AARON と異なり，人をあらわすための人体データを持っているのであ

る．脳科学ではこのような知識をプロトタイプという．プロトタイプとは視覚やその他の

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指す．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 10） 

 

図 9  Cohen のスタジオに飾られている AARON の持つ人体知識を説明する絵 (註 14) 

 

 

図 10 カップと皿の標準的表現 (註 15) 
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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．単純な喚起を

促すモデルに比べて，より高度な計画が必要なため，プロセスは，彼の経験に基づいた画

家としての妥当な行為に基づかれるようになった．たとえば，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，主題

の集合に基づいて分割された領域に色を塗るといった具合である． 
 
 いずれにせよ AARON の制作とは，まったく無知なコンピューターに，「画家が絵を描く

ときいったいどうやって描いているのか」ということを一つずつ丁寧に教えるということ

である．それはまるで絵画教室にくる子供に絵を教えることと同じなのである．絵の描き

方の仮説を立て，それが期待される結果であったならば，妥当な仮説であったといえる．

たとえば我々は円を描くが，コンピューターに円を描かせるためにはどんなプログラムが

あるだろうか？半径と原点を指定して公式を用いてその関係を満たす座標を連続的に生成

するという方法で円はかける．（このときはプログラムの効率から円周の 1/8 を生成し，対

象性を用いて全周を作る．）だが，ある点を出発点として，常に 10 度ずつ右に曲がっては

少し進むようにして，はじめに戻ればそれも円を描くプログラムである 16．円を描く結果は

同じでも，コンピューターにどのようなプロセスを与えるかによってプログラムは大きく

異なってくる． 
 
3.2. AARON の展示 

 Cohen はこれまでにさまざまな場所で，AARON の展覧会を行っている．AARON の展

覧会はインスタレーションである．つまり，単なる AARON の描いた絵を展示するだけで

なく，つねにその場で AARON に実際に絵を描かせるために描画装置も設置したのである．

初期の AARON はタートル（亀）と呼ばれるコンピューターで制御できる小型の車にペン

をとりつけ，大きな紙の上でタートルを走らせて線を描く展示を行った（図 11）．描かれ

た絵で Cohen が良いと思った絵は，Cohen 自身が彩色を施し，壁面に展示する形をとった．

このインスタレーションは 1977 年の夏にドイツ・カッセルで開催された現代美術の展覧会

では有名なドクメンタ 6 やその直後のオランダアムステルダム市立美術館などでの展覧会

で大きな反響を呼んだ．しかし，この巡回展以降，Cohen はタートルを使うことをやめ，

ドローイング・マシンと名付けた自作の平面プロッタを使うようになった（図 12）．ドロ

ーイング・マシンによるインスタレーションのスタイルは AARON が色を扱えるようにな

るまで使われた．AARON が色を扱えるようになる 1989 年以降になると色を塗る機能を備

えた自作の平面プロッタ，ペインティング・マシン（図 13）を使って展示を行うようにな

った．（ただし Cohen は 90 年以降大規模な展覧会を計画しなかったのでペインティング・

マシンは取材に訪れた人に披露されただけであり，結局 Cohen のスタジオから搬出される

ことがなかった．） 
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図 11 1979 年夏，サンフランシスコ現代美術館でのインスタレーション (註 17) 

 

図 12 1985 年，つくば科学博覧会でのインスタレーション (註 18) 

 

図 13 UCSD のスタジオでの制作風景 (註 19) 
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ドローイング・マシンとペインティング・マシンの演出性はタートルに比べれば大きな

違いはない．ここで注目するべきことは，タートルをやめて平面プロッタによる展示に変

更した理由である．確かに，タートルはコンピューターを苦手に思う鑑賞者の注意を引き

安心をさせる強力な演出装置であった．しかし，タートルの存在が強力すぎて，タートル

の動くかわいらしさから，鑑賞者がタートルそのものに感情移入をしてしまったのである．

エンターティンメントとして考えればタートルの使用は鑑賞者に有効であったにもかかわ

らず，Cohen はこれを良いことだと思わなかった．なぜなら，Cohen はタートルのかわい

らしい動きを見せる作品を作りたかったのではなく，絵ができあがっていく様子を見せて，

芸術創造のプロセスを提示したかったからである． 
 
3.3. AARON の芸術性 

 AARON によって Cohen が発見した芸術の意義とは何であろうか？AARON を作り出す

以前から Cohen は「絵画とは意味を伝えるものではなくて，意味を生成するものである」

20 と主張している．その主張の根拠に彼はこのような例を挙げる．「セザンヌはかなりの偏

執狂で，モデルが自分を見て笑ったりすると，彼女に服を投げつけ，アトリエから飛び出

して行ったんだ．彼の絵を見てそんなことが分かるわけはないだろう？」と．絵画（おそ

らくは芸術作品全般）は，画家が何らかの意味をマーキングしたものであるが，作業が終

了したとたん作品は単体で独立した存在になる．意味は鑑賞者自身がもつ意味の暗号解読

装置ともいうべき認知構造を用いて読み取られる．絵画を通じて意味が伝わっていると

我々が思えるのは，画家と鑑賞者が共通の「暗号」を知っていたからに過ぎない．実際の

ところ鑑賞者がその絵画をどう理解しているかは他の誰にもわからない．そして「暗号」

とはすなわち「知識」である． 
 
 AARON の扱う知識はイメージのための知識である．AARON が作成した単純だが喚起

を促すような絵について鑑賞者が意味を見出そうする性癖があること知ったとき，Cohen
はイメージについて「我々は＜見たもの＞を＜知ったもの＞への方向へと歪曲している」21

と推測した．また，人や動物などの意味を表現するイメージのデータ化の実験によって，

イメージのための知識は「驚くほど経済的」22だとも推測した．この経済性についてはのち

の静の取り組みで詳しく述べる．そして，現在に至るまでさまざまな段階で AARON の描

く絵画は機能してきた．30 年にわたるこの試みから彼はこう推測する．「イメージの質とい

うものは，鑑賞者に対してどのくらいの数のレベルで喚起を起こすかで示される．優れた

作品はきわめて豊かな意味の集合を生み出すことが出来る．一方そうでない作品は，単に

我々が知っていることを思い起こさせるに過ぎない．」23 
 
 AARON とは，イメージの性質とは何かという疑問に対して，芸術創造の仮説を実体化

して，検証する行為である．さらにこの行為に特徴を与えているのは，その検証が，芸術
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成果としての「事物」をのみを対象にしているのではなく，芸術創造の「プロセス」を対

象としていることある 24．これが AARON の芸術性である．そして静もまた AARON の芸

術性を継承するものである．筆者がこの研究制作を始めた理由は，芸術創造のプロセスの

探求と提示は Cohen 一人の問題ではなく，ジャンルとして多くの人に扱われるべきである

と考えたからである． 
 
ここで今後のための重要な言葉の定義を整理しておく．認知的プリミティブとは単純だ

が意味の喚起を促しやすい図形のことを指す．視覚的プリミティブとは意味を表現する図

形を指す．意味の表現という観点から，認知的プリミティブが集まったものを視覚的プリ

ミティブとする．プロトタイプとはある意味を表現するのに理想標準的な視覚的プリミテ

ィブを指す． 
 
4. 静と AARON の関係と相違点 
 
4.1. Cohen から知識を与えられる AARON 

 AARON が「芸術的」なプロセスの表現であるといえる根拠のひとつは，画家 Cohen の

絵画に対する非凡な知識がその支えになっていることである．AARON は Cohen の描画知

識を実体化したものである．そして，すべての知識は Cohen から一方的に与えられる．こ

のことは芸術的なプロセスの表現である根拠をより強化することになるが，同時に Cohen
の与える知識が非常に限定的になった場合，AARON の可能性も限定されることになる． 
 
 AARON の限定のもっともな例が絵の主題を AARON 自身が生み出せないことだ．初期

の認知的プリミティブによる AARON は意味の表現の理解を鑑賞者に任せたため，主題は

鑑賞者の知識にゆだねられていた．それは雲のように見えるかもしれないし，太陽のよう

に見えるかもしれない．しかし，近年の AARON の主題は固定されている．意味を表現す

る知識を基にして，より高度なイメージを描画するようにはなったが，意味を表現する知

識が Cohen から与えられたもので，それ以上のものは生まれない．たとえば人物，植物な

どが現在の AARON の持つ知識である．確かに AARON は人物や植物のさまざまな組み合

わせを生み出す．しかし，車を表現する知識は与えられていないので車を描くことは出来

ない．もっとも Cohen 自身は，主題そのものまで AARON にゆだねるつもりはないと考え

ている．実は彼は AARON を芸術家（アーティスト）ではなく，非常にユニークなアシス

タントであるといっているのだ．筆者が 2003 年夏にインタビューをしたときに，Cohen は

一つの主題に対してAARONに40枚ほどの絵を描かせるがその中で自分が気に入ったもの

は 6 枚ぐらいだと語った．さらに筆者がもっと気に入ったものが増えるように作ろうと思

ったことはないか？と尋ねると Cohen は「ベスト（ 良）ではなくバラエティ（多様）を

求めているので必要ない」と答えた．つまり彼にとっての AARON は，「自分の絵」の作成
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代行者であって，Cohen はあくまで道具の延長として AARON を捕らえ，自分の計画した

絵のバリエーションを求めている． 
 
4.2. イメージを外から獲得する静 

 静は知識を自分で獲得するモデルである．AARON の描く絵は 30 年の間に抽象的なイメ

ージから具象的なイメージへと変わってきているが，鑑賞者に多様な意味の喚起を促す絵

は，筆者には初期の AARON の絵であると思える．当時，Cohen は認知的プリミティブが

生成するパターンに限界を感じ，視覚的プリミティブとして人体の知識を与えることにし

た．そのことに関して，Cohen はそのときはこれ以外に思いつかなかったという．たしか

に技術的に未熟だった 1980 年代初期のコンピューターでは，認知的プリミティブによる生

成パターンに限界を覚えてしまったとしても無理はないように思う．しかし，現在のコン

ピューターの処理能力であれば，当時の AARON をはるかに超える分量の認知的プリミテ

ィブを扱える．ならば，認知的プリミティブをどんどん外部から与えてやれば，当時のコ

ンピューターの処理能力ではわからなかった可能性があるかもしれない．そして，人間が

知識を与えられて成長しているのではないように，知識を得る方法を知識として与えてや

れば，より柔軟なイメージの表現につながるのではないか？静の設計思想には筆者にもま

ったく予想もしない絵を生み出すことへの期待が根底にある． 
 
5. 静における取り組み 
 
5.1. 0 号  AARON の理解 

静におけるはじめての取り組みは，Cohen のとった手法を模倣することであった．Cohen
のとった手法とはすなわち，何もわからないコンピューターを生徒とみなして，自分が絵

を描く知識を教えていくということだ．そして Cohen はその取り掛かりに，子供の原初的

な描画表現の観察からはじめている．認知科学においては，子供の描画表現は以下のよう

に発達すると報告されている 25．およそ１歳の子供は，鉛筆やクレヨンの線の記録特性を発

見し，自身の身体能力と外界の変化を体験しながら試行錯誤を繰り返して，殴り描きを表

現し始める．次に，２歳児になると，試行錯誤の体験から記録される線が自分で制御でき

ることを体得し，閉じた図形すなわち円を描くようになる．またこの頃から他者の行動を

観察し，模倣を始める．およそ３歳までには，ある程度の模倣を経て，イメージの表象と

線の表現を関連付けることを体得し，顔のイメージを表現するようになる．３歳ごろにな

ると，「頭足人物」と呼ばれる体のない人物を描きだし，徐々に全身像を描くようになる．

（図 14） 
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図 14 ヒトの描画の発達 (註 26) 

 
ここでは，この描画発達の変遷の中で 初期の殴り描きをプログラムにした．設定した

行動知識は以下の二つである．  
1.平面の中の空いている場所を発見する． 
2.発見した空間の中にでたらめな線を描く． 

このうち 2.の殴り描きをするための線描プログラムは難しいことではない．決められた空

間の外に出ないようして，乱数によって，ただでたらめに進行方向とステップ数を決めて

やればいいだけである．問題は 1.である． 
 

空間を見つける方法については，始めはプログラムとしてつくりやすい方法をとった． 
1. 描画する矩形の大きさを決める． 
2. 矩形を左上角に置く． 
3. 矩形内にすでに描かれた線なければその矩形をなにも描かれていない空間とみ

なして終了する．そうでなければ４に進む． 
4. 矩形を横に移動する． 
5. 端に到達したら，下に移動する． 
6. 右下角に到達したら，矩形を小さくして，２に戻る．もう小さく出来なければ終

了する． 
7. ３に戻る． 
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図 15 空間を見つける初めの方法 

この方法は，単純で幾何的な方法であるが，静は十分空いている空間を見つけることがで

きた．しかし，無駄な処理をすることが多い．例えば，矩形内はほとんど何も描かれてい

ない空間であるにもかかわらず，線描がわずかに入っているだけで，その場所は空いた場

所ではないと判断して，矩形の移動を進めてしまった． 終的にはその矩形の大きさでは

線描の描かれていない空間はない判断して，更に小さい矩形で初めから探し出してしまっ

た．我々にとってはこのような行動は無駄な行動である．我々は何も描かれていない場所

を左上から右下に順序だてて探していることはしていない．では，我々はどのようにして

描く空間を一瞬で見つけ出しているのだろう？この問いに対して，我々は，自分が意外と

「 も空いている場所」を見つけてそこに絵を描いているのではなく，自分が「描きたい

空間」の当たりをつけて「それがどのくらい空いているか？」を考えているのではないか

という仮説を筆者は立てた．その仮説を元に以下の方法を設定した． 
1.空間上に任意の点を一つ決める． 
2.その点を中心にもっとも小さな正方形をおく． 
3.正方形を拡大する 
4.正方形内にすでに描かれた線なければ３に戻る．そうでなければ５に進む． 
5.正方形全体のうち画面全体をはみ出した分を削除する. 

 

図 16 空間を見つける２番目の方法 

この方法を採ることにより，初めの方法と比較して無駄な処理をすることなく空間を発見

できるようになった． 
当初，殴り描きをする空間は， も広い空間であるという仮説を立ててこのプログラムを
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作ろうとした．将来，人の認知により近い方法がわかれば， も広い空間を探す知識を与

えるかもしれない．しかし，今回採用した二つの方法のどちらでも平面空間の構図バラン

スにおいて明確な差異のない絵を描いた． 

  

図 17 殴り描きをさせた場合の描画結果 

図 17 のうち右は前者の方法，左は後者の方法で描画をした結果である．いくつかの試行を

行ってみても，二つの描画結果に明確な差異は見て取れない．これは興味深い結果であっ

た．なぜなら，我々は原則的に描きたいと思う空間を探そうとしているだけで， も空い

ているかどうかは経験として，その場所に描くほうが描きやすいということにしか過ぎな

いといえる．描画行動は本質的に意識的な行動である．しかし，多くの場合，そのプロセ

スの詳細は注意することなく作業を行っている．人間の描画表現をあえてプログラムにす

ることは，この詳細について改めて確認することに有効な手段の一つであると理解した． 
 

次に機能拡張したことは，意味のわかるイメージを描かせることであった．つまり Cohen
と同じように動物のようなものを描かせてみたのである．動物には一本の背骨，前部と後

部にそれぞれ一対の足，そして尾と頭がそれぞれ一つずつある，といった単純な考え方か

ら Cohen はスタートした 27．筆者も彼に倣いここから始めた．筆者が単純な「どうぶつ」

をかくときはどういう手順でイメージを思い描くだろうか？ 
 

まず頭である．他の部分から始めることもできるが，この例では頭を選んだ．対象が頭の

場合は，ほぼ縦横の比率が等しいものを選ぶ． 

 

図 18 頭の表現 
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次に頭には胴体がつながっていることを表現する．つながる位置はおおよそ頭の下半分と

いったところであろう．この位置は正確でなくても良い．そして動物の胴体は横に長い． 

 

図 19 胴体の表現 

次は前足を表現する．前足は頭の側の胴体の下から出ていて２本ある．縦に長ければいい

が胴体より大きくはしない． 

 

図 20 前足の表現 

後ろ足は頭の反対側の胴体から下に２本ある．位置以外は前足とまったく同じとする． 

 

図 21 後足の表現 

後に尾をつなげる．これは頭の反対側の胴体から上に横長のものがつながっていれば良

いと考える． 
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図 22 尾の表現 

 
以上の手順で，動物のようなものを描くためのイメージの骨格が出来上がる．この考えを

実際にプログラムにするわけであるが，プログラムは命令の集まりで，それは単純である

ほど後で確認しやすい．つまり同じような命令は，繰り返し使えるようにひとつにまとめ

ることが出来る．そこでこの手順を整理してみると， 低限定義すべき命令はたった一つ

で良いことがわかる． 
 

 

図 23 動物を表現するための共通の知識 

「ある範囲 s 内にある点を基点にした幅 w，高さ h の図形（この場合扱いやすいので矩形

にした）を求めよ．」 
 

これは s の範囲内で収まる点を基点にして，幅 w，高さ h の矩形を返す命令である．

初の頭の位置と大きさが決まれば，その後のパーツのための命令に必要なパラメーター

s,w,h が決まる．つまり， 
 

「前に描かれたパーツのどこにつなげ，それはどのような大きさのものにするか」  
 

を指定することが出来るのである．実際はこれに関節部分を基点にして回転操作も行った．

ここで重要なことは，「たった三つのパラメーターがただの矩形に意味を与えている」こと

である．このような単純な例でも判るとおり，これは Cohen の推測した通り，まさにイメ
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ージのための知識は「驚くほど経済的」だったのだ． 
 

この動物のイメージの骨格の中で，初めに実装したランダムに殴り書きする描画プログ

ラムを動くようにして描画した結果が図 24 である． 

 

図 24 「動物」の描画 

この絵を検証すると，動物のような形が得られているが，頭を描いていない表現もある．

頭を描かなかった原因は，描画プログラムではこの動物の骨格の中ででたらめに線を描け

とのみ指定されているからである．描画プログラムは境界に当たると線は外に出ない方向

に変えて迷走する．この方向には制限がなく逆向きもありえるので，線が頭の部分に到達

しないで終わる描画になってしまったのである．テレビのヒーローの絵を描く子供は，正

確な描写という意味ではまったく似ていなくても，そのヒーローを描いたと主張する．そ

の時，お手本としてより正確な描写のヒーローを描いてみせると，自分が描いた絵より正

確であると認識して何回も同じものを描くように要求する．このことは，頭のなかに描き

たいイメージが認識されているのに手がそれを現しきれてないといえる． 
 

我々が思い描いたイメージをイメージのとおり描くには，何枚も描き積み重ね訓練する

ことである．それは子供の描画発達にも共通する自発的に行われる行動であり，発見の獲

得である．その考えに至った時，Cohen に倣いここまでその手法を模倣してきたが， 
AARON に見られる芸術創造の知識の何もかもを事細かに教える手法ではない他の手法に

も大きな可能性があることに筆者は気付いた．制作者の持つ芸術創造の知識のすべてを事

細かに教える手法で，静も制作されていくとした場合，AARON と静が同じ動物をテーマ

にして絵を描いても，二つの絵は間違いなく異なる結果になるだろう．しかし，その違い

は実は AARON と静がそれぞれ自律的に生み出したのではなくて，二つのシステムの制作

者のそれぞれの考えを現したものにしか過ぎない．人間はそれぞれ同じテーマの絵を描い
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てもその人の「癖」が現れる．癖は誰かに教えられ，教えられたことだけにしたがって現

れるわけではない．そして，その「癖」の発現が個性の萌芽とするならば，個性の萌芽が

自律的に現れるやり方は別にあるのではないかと考えるに至った． 
 

人間の個性は与えられるだけで生まれるものではない．自らが知識を獲得することによ

って得られるものである．「教わる」のではなく，みずから「知る」という行為がこのよう

な絵を描くプログラムに実装されたとき，果たしてどういう結果になるのだろうか？動物

には一本の背骨，前部と後部にそれぞれ一対の足，そして尾と頭がそれぞれ一つずつある

という知識を「知る」知識を与えてやれば，より自律的なモデルになり，芸術創造の中で

重要な芸術家のスタイルを生み出す個性というものを理解することになるのではないかと

考えた．以上の過程を経て，知識獲得型の人工知能画家・静の取り組みが始まったのであ

る． 
 

5.2. 1 号 楕円セグメント分析モデル 

静の設計思想の原理は知識を獲得し成長することである．よって筆者はイメージの獲得

のために静に視覚を与えることにした．視覚を与えるためには視覚を理解する必要がある．

物理的な感覚器官でいえば，視覚とは水晶体，角膜や網膜によって構成される眼球を指す．

眼球の機能だけ考えれば，それはカメラで十分代用できる．だが，イメージを得る行為は，

感覚器官としての視覚がなければできないということはない．草原によれば，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 28．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．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 25） 

 

図 25「缶コーヒーを飲む」 1996. 画用紙・レトラライン (註 29) 

これは盲目の画家の認識が間違っているということではない．ただ，入力に使う感覚器官

の違いによって空間認識の違いが起こっているだけで，脳内では絵を描くために必要なイ
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メージのためのビジョンは妥当に働いているといえる．多くの画家もイメージを心の中に

持つからこそ，対象を直接見なくても対象を描くことができる．Cohen の推測である「我々

は見たものを知ったものにしている」はここでもあてはまる．イメージを獲得するために

考えるべきことは，知識としてどのような情報を抽出するべきか，そしてそれらをどうや

って抽出するべきか，ということである． 
 
芸術の基礎訓練には素描がある．素描とは，鉛筆や木炭を用いて石膏像や静物，人物な

どを観察し紙に描写していく訓練である．素描のうち時間を掛けて質感まで丁寧に描く行

為をデッサンといい，瞬間的に状況を捉えて，輪郭線のみで描くことをクロッキーという．

この訓練で重要なのは骨格の理解である．とりわけクロッキーで顕著なのだが，輪郭線の

みを描くクロッキーは，対象の輪郭線を目で追っていては空間を感じる絵にはならない．

対象の全体をとらえ，骨格構造を理解して輪郭線を捉えることによって空間の中に存在す

るように感じる絵を描くことが出来る．つまり，視覚情報からイメージを理解して知識に

変換する上で，なによりもまずイメージの知識は，骨格の知識が重要であると考えた． 
 

静 0 号でも述べたとおり，イメージのために必要な知識は驚くほど経済的である．この

骨格の知識は基本要素の集合体と解釈できる．脳の機能の理解のために計算機理論を適用

することを初めて提唱した Marr は，イメージは円錐の集合によって表現できるといい 30．

南カリフォルニア大学画像理解ラボのディレクターをつとめる Biedermanは数種類の幾何

形体を組み合わせてイメージを構成させる Geon 理論を計算機表現で提唱している 31．静

１号の設計にあたっては楕円を基本要素とした表現を採用した．ここではすべての図形に

対して重なりを許す楕円形で近似するのである． 

 

図 26 楕円セグメントによる表現 

以後，この基本要素を楕円セグメントと呼ぶ．楕円を選択したのは，はっきりと境界を決

定することなく滑らかに結合させることができるという理由による． 
 

2000 年 10 月に京都の嵯峨美術短期大学（現・嵯峨美術大学）のギャラリーで企画され
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た展覧会で，この骨格抽出モデルの静１号を展示した．この展示ではまず鑑賞者に紙に好

きな絵を描いてもらう．それの紙をカメラで読み取り，ペンプロッタによって出力を行う．

ペンプロッタを使ったのは，紙という描画にとって標準的な素材をそのまま扱えることと，

ペンプロッタが紙に直接絵を描く様を鑑賞者がみることによって，より静に対する親近感

をもってもらう演出があった．展示方法はワークショップ形式によった．自分の描画行為

だけでなく他人がどのように描画を行うのかを観察するには，鑑賞者のそばで対話を持つ

必要があったからである． 

 

図 27 ペンプロッタ展示 

ペンプロッタの画面にあわせて天井にはカメラとプロジェクターが備え付けられている．

ペンプロッタに鑑賞者が描いた紙をセットするとビデオカメラが描かれた絵の読み取りを

開始する．そして解析していく様子を，紙の上に液晶プロジェクターにより投影して，静

がどのように考えて描画しているのかを見せた．このときの静は，描かれた絵の骨格を抽

出して，楕円形の集まりで構成されたデータの集合に変換し，そのデータを無作為に選ん

で空いた場所にもう一度描くだけであった．以下の絵は静が描いた絵のひとつである．中

心の雪だるまのようなものは鑑賞者が描いたもので，そのほかは静が描いたものである． 

 

図 28 ペンプロッタ展示の作品 
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鑑賞者に絵を描いてもらう理由は二つある．一つは知識獲得型モデルとして元となるイ

メージが必要だったからだ．ただし，この段階では入力するイメージについては何でも良

い．多様性があるものを得られるほうが良い．生成される結果の絵は解釈の難しいものに

なるであろうことは予測されたことである．むしろ，これが二つ目の理由であるが，鑑賞

者に参加してもらって，絵を描く体験をしてもらうことによって芸術創造に対して深く考

えてもらうきっかけになる展示作品を目指した． AARON では絵の生成過程に鑑賞者が参

加するということはないし，芸術創造行為は作家の個人的なプロセスなので，静と鑑賞者

との対話的なプロセスは不自然である．よって一時的に採用しただけなのであるが，鑑賞

者参加は今後の方針に重要な示唆を与えることになる． 
 

この展示を通してわかったことは，骨格を解析したイメージをどう扱うかは未熟だった

ことと，（以下にその理由を述べるが，）参加型の展示方式では多様な鑑賞者の行動に対し

てもっと柔軟に対応しなくてはいけないことだった． 
この静は鑑賞者の描いた絵からイメージの骨格を抽出するが，抽出だけが目的だったの

で再表現に関しては，空いている場所を無作為に選んで今までのイメージを描くに過ぎな

い．鑑賞者は自分の描かれたものがどのように扱われたのかをより期待した．しかし，会

期中にどんどん過去のイメージが増えると鑑賞者が描いたものが出現しにくくなったので，

紙に描いた自分の絵の横に描かれた静の絵が，自分の描いたものとまったく何の関係のな

いものだとわかったとき，鑑賞者はひどく残念がった．このことから，ただイメージを分

析し記憶するだけなく，イメージをいかに扱うかをもっと考えなければならないことがわ

かった．そこで鑑賞者のイメージに直接対応するために，「連想」という能力を次の静に実

現させることにした．ここでいう連想とは描かれたものを過去のイメージと照合し，それ

に関連するイメージを付加するということである． 
 
5.3. 2 号 楕円セグメント生成モデル 

この段階の静の特徴は電子ホワイトボードを採用し操作の簡便化を図ったことと，楕円

セグメント変換にさらに機能を加えて連想を可能にしたことである． 
 

ペンプロッタを使った展示には，二つ欠点がある．一つは鑑賞者が小さい子供の場合，

誤ってペンプロッタのヘッドを触って怪我をする可能性があることと，もう一つは紙を設

置する場所は決まっていてその操作が難しいことだった．このために常に誰かが作品の横

で見張りと説明しなければならず大きな負担になった．そこで，怪我をする可能性がなく，

初めて触れてもすぐに操作を理解できる展示方法（以降はインターフェースという）への

変更を行った． 
 

怪我をしなくてすむためにはもともと物理的に動く機械を使うことをやめてしまうこと
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にすればよい．ペンプロッタは「実際に描いている」という印象を与えるには強力な演出

装置である．だが展示の可搬性，常設性も考えるとペンプロッタは難しい．そのため電子

ペンあるいはスマートボードと呼ばれる装置による画面への直接描画を採用した． 

 

図 29 スマートボードによる展示 

画面構成として，プロジェクターで投影された一面に描画可能なスクリーンになっている．

鑑賞者は主にこの画面に対して線描を描く．一筆書きを基本としており，一描画を書き始

めると，ペンをあげるまで線が描かれる．ペンを上げると，アイコンが２種類現れる．こ

れはそれぞれ目のアイコンと消しゴムのアイコンになっており，消しゴムを選ぶとすべて

の描画を消去する．目のアイコンを選ぶとプログラムに自分の描いた絵を教えることにな

り，プログラムは線描を解析から，記憶，連想をおこなったのち連想された線描を画面に

描き加える．この一連の処理には画面がそのつど出現し，静が何をおこなっているかがわ

かるようなっている． 
 

説明をしなくてすむように操作を限定し，「線描を描くこと」だけを強調したインターフ

ェースを設計した．すなわち鑑賞者には「描く」「消す」「静に見せる」の三つのインタラ

クションのみが可能になっている．この静では，線描を自由に描画できる電子ホワイトボ

ードの形態をとっているが，洗練された絵を描くための描画ツールではなく，描画された

絵を理解して新たな絵を描くソフトウェアなので，複雑な操作を提供することはない．展

示という状況では，鑑賞者は展示作品に対して足を止めて触れる時間は，個人用のコンピ

ューター上で操作する場合に比べて非常に短い．限られた時間でそのコンセプトを理解し

てもらうためには，操作が複雑なことはマイナスの要因となる． 
 

さらに，アニメーションとサウンドによって効果的な演出も施した．たとえば，線描は

できるだけ一筆描きでかいてもらうほうが画像処理をやりやすい．そのため，線の描画中

は常に音を鳴らす．また軽快な音楽のループによって，鑑賞者におもちゃで遊んでいるよ

うな印象をあたえ，ストレスを与えないようにしている．逐一プログラムがなにをしてい

るのか常に表示しているので，各処理には，考えているときはうなっている声，結論が出
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たときには感嘆の声などを発して，より親近感を得るようにしている． 
 

このようなインターフェースの改良の結果したのち，静 2 号はフィンランドのヘルシン

キデザイン芸術大学で展示した．文化圏の異なる多くの人が迷うことなく操作できたので，

直接描画による簡便で軽快なインターフェースは十分有効であると評価している． 
 

もうひとつの変更は連想機能追加の実験である．前回の展示では多くの鑑賞者は自分が

今描いた絵がどう扱われるのかを期待した．そこで，描いた絵に対して直接描画を追加す

る機能を加えようと思った．我々は架空の生き物を空想することが出来る．一般に架空の

生き物はまったく無の状態から創造されるのではない．たとえばペガサスという架空の生

き物は，馬に鳥の羽が生えたものである．このイメージを生成するためには馬の構造と鳥

の構造を知っていなければならない．また，羽は上向きに着くものあることを知っていな

ければならない．馬が飛ぶに十分であろう羽の大きさを知っていなければならない．ここ

では新しい絵を構成する基本的な概念として，骨格の自由な組み換えが「想像力」という

イメージの生成のモデルになると考えた．イメージは楕円セグメントの集合体なので，楕

円セグメントを自由に組み合わせれば，連想したものになりうる． 

 

図 30 楕円セグメントの合成 

楕円セグメントを組み合わせるとして，組み合わせ方の法則をどのようにすればよいだろ

うか？そのために図 31にある 11 枚の任意のサンプル画像の変換されたイメージを初期学

習データとして，図 32 の画像を初期画像として以下の三つの条件で実験を行った． 

 
図 31 学習データ 
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図 32 初期画像 

はじめは乱数による組み合わせを試みる．接続元と接続双方をまったくでたらめに選ん

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

もいもよらない斬新なイメージが多く生み出されると期待される．図 33 は乱数による組み

合わせの実験を 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絵ではあるが，

同時に理解の困難な絵になった．鑑賞者は絵から意味を喚起するので，意味の喚起を促さ

ない組み合わせは連想とはいえない．この結果は，ただでたらめに描画するのではなく，

意味を表現するイメージをつくりだすためには 低限何か組み合わせるためのルールが必

要であることを示している． 
 

 

図 33 乱数による生成規則を選んだ場合の絵の生成 
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図 34 グスタフ・ヴァービークの逆転マンガ (註 32) 

例えば，図 34 のように，絵は上下を逆にすると異なる意味が喚起される場合がある．こ

のように平面絵画において意味の認知には，天地関係は本質的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五つあ

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

初の試行と比較して，意味の喚起を促される絵を生成したと考えられる．しかし，図 35
であがっている候補にはばらつきがみられた． 

 

図 35 角度での接続候補 

 

図 36 楕円セグメントの角度による生成規則を選んだ場合の絵の生成 
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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を促す合成をするようになった． 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，初期学習データを見てわかる

ように，それぞれの部分のイメージはあっても，初めに全体としてこのようなイメージが

用意されていたわけではない． 

 

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による生成規則を選んだ場合の絵の生成 

 
結果をまとめると，相対角度による接続で意味の喚起を促すと考えられるパターンが出

現しやすくなった．相対関係（この場合は角度）が，意味のある組み合わせの手がかりに

なるといえる．しかし，この方法でもまだ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，ルールを付加した実験の結果は，意味ありげな絵を生成したもの

だけを示した．また接続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

らない結果になることも確かである．その理由は，回を重ねるとはじめに与えられた 11 個

の学習データ以外にも，解析された楕円セグメントがどんどん増えていくことにより，候
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補の選択肢が増えるので必ずしも意味を表現する組み合わせを選び出すとは限らなくなる．

また楕円セグメントは，ひとつしか合成されなかった場合，楕円そのものが合成される．

幾何的な形状が強調されてしまうので，セグメント単体では再表現にはあまりふさわしい

データとはいえないという解釈が成り立つ． 
 

静 2 号において楕円セグメントによるプログラムの効率化を中心的な課題としていた．

だが，アイデアを実際にプログラムに実装していく過程で，「効率的な処理」と「柔軟性の

ある解決」の間でトレードオフの問題が生じた．コンピューターにとってコンパクトで効

率のよいプログラムを目指すと，逆に例外を柔軟に扱いにくくなり，イメージの意味を考

える目的から離れてしまったのだ．例を挙げると，我々の認識ではほぼ同じような動物の

線描を複数変換しようとした場合，少しの違いから一つの楕円セグメントですむところが，

二つの楕円セグメントとして判断してしまうものがでてくる．視覚的に同じように見えて

も，データとしての意味は異なってしまう． 

 
図 39 同じような形状でも三つのセグメントと二つのセグメントで変換されてしまう．（矢印部分） 

 

いくつかの試行を行ううちに，任意の線描から理想的な変換を追い求めると，このような

想定外の事態が必ず発生し，それに対応するためのプログラムを作っていくにつれて，プ

ログラムが煩雑なものになってしまった．楕円セグメント変換の本来の目的は，「前に描か

れたセグメントのどこにつなげ，それはどのような大きさのものにするか」の記述構造を

簡潔に得ることだったのに，ノイズによる例外の対処，すなわちある分割されたセグメン

トを一つの楕円セグメントにするか二つの楕円セグメントにするかを悩むことになってし

まったのだ． 
 

以上を整理すると，１）類似の線描に対して表現構造が多様になってしまう楕円形によ

る表現はコンピューターにとって扱いやすいデータ表現であるが，イメージの再表現を行

うにはむかないということと，２）意味を表すためのイメージの組み合わせは限定してお

り，大量のイメージをたくさん持って選択の可能性が増えても連想して追記する目的に対

してあまり効果がないということがわかったことになる．次の課題として楕円セグメント
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に代わる意味の喚起を促しやすいデータを新しく考え直した． 
 
5.4. 3 号 ニューラルネット搭載モデル 

インターフェース部分は静 2 号でよい結果が得られたので，ほとんど変わっていない．

静 3 号は静 2 号で明らかになった欠点を補って，意味の喚起を促さない追記を避け，繰り

返さなくても１回でもっともらしい追記を連想させるように改良したモデルを採用した．  
 

例えば顔の輪郭のような図形が与えられれば，それを顔の輪郭に近い形と判断し中に目

を描いたり髪の毛を付け加えたりするようになったのである．それはあらかじめ顔には目

が二つあり，口が目の下にあるなどという知識を与えられて，その知識にしたがっている

わけではない．すべては過去に獲得した画像から，局所的に分割された図形とそういった

図形同士の相対的な情報を大量に記憶することにより，一種の学習を行う自己組織化マッ

プというアルゴリズムを使って候補を選び出しているのである．自己組織化マップ 
(Self-Organizing Map，以降 SOM という) 33については後で述べるが，SOM の導入によっ

て静 3 号は予測できない任意の画像にも柔軟に対応出来る連想モデルを実現できた． 
 

静 2 号では予測できない形状を持つ任意の線描に出来るだけ対応し，理想的な楕円の集

合体にしようとした．しかし，線の細かな曲がり具合の違いで，楕円が 2 個に変換された

り 3 個に変換されたりしてしまった．このことから，予測できない細かな部分に関しては，

過剰な解析をあきらめるのがよいと判断した．つまり楕円セグメントまで変換することは

やめて，任意の線描の意味を表現しないレベルにまで分割するだけにとどめた．こうする

ことにより，楕円セグメントに比べて再表現のときに計算時間が短く済むデータではなく

なったので効率的なプログラムではなくなったが，「前に描かれたセグメントのどこにつな

げ，それはどのような大きさのものにするか」という原則は保持される．線描から分割さ

れたセグメントは，Cohen が初期の AARON で使った単純だが意味の喚起を促すという認

知的プリミティブを指す．これに拠ってこのセグメントを「認知プリミティブ」と呼ぶ． 

 

図 40 認知プリミティブによる表現 
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ここでの認知プリミティブは大きく二つの情報で構成されている．ひとつは形状（ビッ

トマップ画像情報），もうひとつは，その認知プリミティブにつながっている他の認知プリ

ミティブとの接続点情報と大きさである．  
得られた複数の閉曲線は突出した部分があれば分割することにした．この分割方法は静 2

号で用いられた方法をそのまま使っているが，図 40 のように突出の分岐する場所，例では

手足にあたる部分の根元で分割するので，ただばらばらに分割するよりは，より骨格を意

識した分割になる．また突出した部分がない球形に近い輪郭線，すなわち目のような輪郭

線は分割しないで単独の図形となる．このようにして，この図形が認知プリミティブの形

状情報となる．形状情報は 256×256 ピクセルの単色の画像情報（グレイスケールビットマ

ップ画像情報）に正規化する． 
 

 

図 41 それぞれの認知プリミティブとリンク先 

それぞれの認知プリミティブはお互いの相対関係を保持している．この相対関係は「前

に描かれたセグメントのどこにつなげ，それはどのような大きさのものにするか」を表し

ている．ひとつの認知プリミティブを選ぶとその認知プリミティブを起点として，接続す

る場所に配置し，配置元と比較した大きさを調節する．鑑賞者の描いた線描を再表現する

ことが出来る．図 42 は顔のようなイメージの認知プリミティブ組み合わせの例であるが，

どのイメージも似たような認知プリミティブの配置が保持されていることがわかる． 
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図 42 顔のイメージの相対関係 

 
静 2 号の連想機能にあったもうひとつの欠点も解決しようとした．データが増えるほど

選択肢が増えて意味を表現する組み合わせを選び出すとは限らなくなる問題である．もっ

とも意味を表現する組み合わせを確実に選び出す簡単な解決方法は， 初にも述べたが，

あらかじめ顔には目が二つあり，口が目の下にあるという理想的なモデルの知識をあたえ

て顔を描くように指示すれば良い．実際，近年の AARON はその方法を採用しているので，

人体データなどを理想的なモデルとして与えられている．しかし，静の設計思想の原理は

獲得し成長するモデルである．このようなイメージの配置の構造そのものを人間は「どう

やって」得て再び表現しているのかを考えることが静の連想機能の課題である．このため

には大量に得られる認知プリミティブを整理し，判断する機能を与えなければならない． 
 
大量のイメージの中から特定のイメージを選択する機能は，脳科学の分野における「祖

母細胞」というものに近い．脳は顔などの特定の形のみに反応する単一の脳細胞がある仮

説である．この単一の細胞を祖母細胞という 34．ただし，この祖母細胞は仮説であり，祖母

細胞がどうやってできるのか，なぜそのようなものがあるのか，そもそも脳細胞は本当に

単一で機能するものか，それとも実は細胞の集合で機能するものではないのかといった問

題提起があり，脳科学の分野でも謎とされている．しかし，脳の認識機能のために特定の

形状に反応する細胞（あるいは細胞群）があることは事実である．SOM はこのような認識

機能の役割として，データが増えて選択肢が多くなっても，もっともらしい連想候補を自

律的に選び出すために採用した．つまり，人間はイメージを連想するとき，似たような形

から喚起されることが多い．たとえば長い紐を見たときに，蛇をイメージするといったよ

うなことがある．そのような似た形状は何回も見るうちに覚えるものである．SOM も多く
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の同じようなデータを学習すればするほど，同じようなデータはマップの同じ場所に集ま

ってくるので，同じようなデータを選択しやすいマップが出来上がる．これもまた，人間

がよく見るものをよく思い出しやすくなるモデルに近い． 
 
その機能を実現するために SOM を採用した．SOM はフィンランド国立アカデミーの名

誉教授であるコホネンによって考え出された．いわゆるニューラルネットと呼ばれる動物

や人間のニューロンと呼ばれる脳（とくに大脳皮質）の神経細胞網を参考にしたコンピュ

ーターモデルである．SOM は網のような状態で構成された 2 次元のマップで，網の結び目

一つ一つがニューロンに相当する．結び目は近傍の結び目のデータと自分のデータが均衡

するように修正しながら学習していく．学習によって網の均衡状態が収束すると，結果は

入力されたデータの近似する分類マップになっている． 
図 43 のように，SOM のデータは，数値の並びで構成されたものでこれをベクトルデー

タという．数値の個数は柔軟で理論上制限はないが，ここでは説明のために三つの数値の

並びで表現できる「色」を扱う．初めにランダムなベクトルデータを持つ各ノードは学習

回数を繰り返すごとに，データを修正して整理していく．10000 回の学習の結果それぞれ

の特徴に分類された SOM が出来上がる． 
学習された SOM に新しいベクトルデータをテストさせるとすでに学習されたノードの

なかから一番近いノードが一致する．このため完全な正解ではなく一致したノードにある

程度近いものであるという判断をすることに向いている．この特性を生かして，SOM は文

字認識，音声認識や指紋照合などの分野で広く使われている．また SOM には，ベクトルデ

ータであればどんなデータでも柔軟にあつかえるという特徴がある． 

x
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図 43 SOM の仕組みの図解と学習過程の様子 (註 35) 
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図 44 SOM による色の認識例 

例えば図 44 は 5 色の色データに対して，学習を行った結果である．20×15 の平面空間

にある結び目（ノード）は，初めばらばらのデータを持っているのでまったく異なる色を

している．しかし，5 色のデータを与えるとノード間で学習が起こり，およそ五つの領域が

自己組織的に出来上がる． 
SOM を用いて静 3 号が分類するものは，認知プリミティブのうちのグレースケールの

256×256 ピクセルのビットマップ画像情報である．実際に与えた画像は大量にあるために

ひとつのノードがいくつもの 画像が重なって一覧しにくくなる．そこで，実際どのような

効果があるか確認してもらうために 49 個の認知プリミティブのビットマップ画像情報を

20×20 のノードをもつ SOM を使って学習させた．  
図 45 のように「おおよそ」近い形状同士が集まるように分類されていることがわかる．

またノード間が黒くなればなるほど隣り合うノードのデータが大きく異なることを意味す

る． 

 

図 45 SOM による認知プリミティブの分類例 

 
意味のある任意の画像から意味を特定できないが，何らかの意味の喚起を促すものに分
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解したものが認知プリミティブだ．認知プリミティブを組み合わせると，意味を表現する

イメージすなわち視覚的プリミティブが生成される．しかし，視覚的プリミティブを生成

するためにはでたらめな組み合わせでは得られないことは静 2 号の実験でも明らかであっ

た．認知プリミティブが視覚的プリミティブを構成する際，その組み合わせの中には明確

な意味を呼び起こす理想的な組み合わせが存在する．それが理想標準イメージつまりプロ

トタイプである．例えば，図 42 によって顔の認知プリミティブの配置関係を見てとれる．

眉毛があるもの鼻のないものなどがあるが，「おおまかな」標準的な配置が存在する．こう

いったプロトタイプは，はじめから人間が脳内に持っていたものと言い切れず，成長の段

階で何回も見るから覚えていったものである，とも考えられる．そこで，決まったテーマ

のイメージのバリエーションを大量に SOM に学習させれば，このプロトタイプの分類した

ことになるのではないかと仮定した．AARON のようにプロトタイプデータとしての人体

データをはじめから与えなくても，プロトタイプを自律的に学習することが以下に説明す

る実験の狙いである．  
 
実験は，「人の全身」，「人の顔」，「好きなものを自由に」という三つのテーマで，公立は

こだて未来大学の学生に絵を描いてもらった（図 46）．絵はできるだけ深く考えず，思い

ついたものを一枚の紙にペンで書いてもらうように指示した．101 人から有効な回答をもら

い，「人の全身」100 個，「人の顔」99 個，「好きなものを自由に」86 個を収集した． 

 

図 46 「人の全身」のサンプルイメージ 

 

図 47 変換された認知プリミティブの一部 
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以上のサンプルイメージから，合計 2105 個の認知プリミティブ（図 47）が得られた．

この認知プリミティブをすべて SOM に学習させると，図 48 のような学習データができあ

がった． 

 

図 48 プロトタイプを学習させたマップ 

学習するデータがノード数より多いので，一つのノードにいくつもの認知プリミティブが

固まっているのがわかる．ノードとノードの間が白く塊として浮き上がって見えるもの内

容を調べてみると，ノードが顔の輪郭のような認知プリミティブの画像同士，足のような

認知プリミティブの画像同士など，認知プリミティブレベルで近似する図形それぞれがお

およそ固まりあって分類されている． 
このマップは顔を大量に学習したおかげで，顔の輪郭のような認知プリミティブに対し

て相対関係にある認知プリミティブは目や口や髪の毛などが多くなっている．人の全身像

も同じである．「好きなものを自由に」というイメージはこの場合不確定要素になる．した

がって意味のよくわからない組み合わせも出てくる可能性がある．しかし結果は，図 49 に

見られるように顔のようなイメージの画像に髪の毛のようなイメージを描き加えた．他に

もかなりの確率で静 2 号に比べてもっともらしい描き加えをするようになった．SOM によ

って製作者がはじめから人体データなどを与えないでも任意のイメージから自律的にプロ

トタイプを学習し，意味の喚起を促しやすい形状を付け加えた．まったく理解できないで

もない「おおよその」描き加えが静 2 号と比較してかなり多くできるようになったといえ

る． 
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図 49 合成．赤い部分が SOM で近いと判断された部分 

 

 

図 50 合成結果の例 

 

6. 結果 
 
 静は鑑賞者が描いた線描を取り込み，その線描が意味を表現できないレベルにまで分解

してそれらをデータとして記憶する．このように分解されたデータを調べると，顔など同

じ意味を表現するものには，組み合わせ関係に一定の規則があることが確認できた．そし

て，この規則を守っていれば，ある部品を構成する図形を，別の図形に交換しても，意味

の表現は保持されることがわかった． 
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静の持つ知識はデータの「取り扱い方法」のみであり，実データは任意の図形から獲得

していく．任意の画像は理論上無限に獲得できることが可能なので，実データが獲得すれ

ばするほど，多様なイメージの生成が可能であるといえる．ただし，実データが大量に増

えるだけでは，選択の可能性が膨大になるだけで，組み合わせ関係の一定の規則性の保持

が難しくなる．組み合わせ関係の一定の規則性に基づかなければ，意味の喚起を促す図形

の組み合わせは得られにくい．その解決に同じ意味をもつイメージを大量に学習させて，

組み合わせ関係の一定の規則性を自律的に分類する SOM を導入した．この結果，組み合わ

せ関係の一定の規則性が自律的に保持され，意味の喚起を促しやすいイメージの付け加え

を行うようになった． 
展示は，鑑賞者が直接画面に描画できるインターフェースによって，対話的に体験でき

る．対話型インターフェースの利点は，常に作家側にとっては展示中に実データの獲得を

行うことができること，鑑賞者側には参加行為によって作品が生成した連想結果が直接的

に体験できることがある． 
 

7. 考察 
 
 ここまでの静の取り組みから，図形の組み合わせによって意味を生成するイメージの仕

組みについて考えてきた．意味の解読という視点に立てば，イメージ表現の仕組みは言語

表記や音階作曲の仕組みと極めて似ている．「あ」や「い」はそれ単独では意味を成さない

が「あい」で「愛」を表す．曲は音符の組み合わせによって決まる．特に西洋の 12 音階組

曲は，構造化を検証し機能を明確にしたものといえる．これらと同じように，認知的プリ

ミティブはそれ単独で認知は出来るが明確な意味を表さない，しかし認知的プリミティブ

同士を組み合わせると意味が生成される．このことから，意味は組み合わせ対象があらか

じめ持っているのではなく，組み合わせの関係で生成されることがわかる． 
言語表記や音階作曲の場合，組み合わせの構造はシークエンス（列）によって決まって

いく．イメージが言語表記や音階作曲と異なるのは，組み合わせの構造が視覚空間内での

ローケイション（配置）になっていることである．筆者はその配置関係のずれが鑑賞者に

対して，感情をともなった意味の喚起を促すと推測する．たとえば「福笑い」がそうであ

る．福笑いは日本の伝統的なボードゲームのひとつである．ルールは非常に単純で，プレ

イヤーは目隠しをして，顔の輪郭に目，鼻，口，眉毛，耳などの顔を構成する部品を配置

していくだけである．目隠しをされると配置はおおよその場所しか把握できないので，

終的に出来上がった顔は目や鼻がずれた顔になる．このゲームの鑑賞者の評価とはこのず

れ具合から引き起こされるユーモアの感情である．目鼻の配置が正確であることは当然と

しても，ばらばらすぎてもユーモラスな感情を呼び起こしにくい．また，右目と顔のずれ

だけでなく，右目と鼻のずれなどそれぞれの配置関係の増幅によって強調される．増幅さ

れたこととは鑑賞者にとっては喚起の意外性といえる． 
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おそらく創造行為の達成目標は，伝達のための正確な意味の生成ではなく，豊かな解釈

を呼び起こすための意味の生成であると考えられる．Cohen は，「優れた作品はきわめて豊

かな意味の集合を生み出すことが出来る．一方そうでない作品は，単に我々が知っている

ことを思い起こさせるに過ぎない．」36 という，このことを踏まえて筆者は「優れた作品と

は，視覚要素にかかわる知識の標準的な配置を共有した共同体の中で，配置関係の意外性

が増幅されている作品である」と推測する． 
 
さてここまで筆者は人工知能画家「静」と呼んで，このプログラムを擬人化してきた．

擬人化することによって鑑賞者はこのプログラムに親密感をもってくれるので名前をつけ

ている．これはユーモアである．（「しずか」をさかさまに読んでほしい）ただし擬人化し

ても，この研究が本当に静という心を生み出す研究であると位置づけようとしているので

はない．これは芸術創造の観点から人の心を知る研究である．静は自ら知識を獲得し，自

律的な行動をとるように作られているが，今のところは，決して自我のような心を生み出

すことはないと推測している．コンピューターは教わったことしか出来ない．そして静は

心の生み出し方を教わっていないし，筆者にはいまだ心とはなにか皆目わからない．静は

見方を変えれば蓄えられた膨大な視覚イメージから教えられた組み合わせを行うだけの意

味生成装置である．絵のプロセスを作る絵といってもいい．あえて「福笑い」に当てはめ

るならば，無限に部品を取り込んでテーマを増やすだけでなく，部品の組み合わせルール

そのものも自分で組み立てる「自己増殖をする福笑い」である．これは，コンピューター

の有利な点，決められた処理する特性つまりオートメーションを生かしてパターンを大量

に発生させ，命令を受け付ける処理つまりインタラクションを生かして鑑賞者に対話的行

動を誘導させているから実現出来たことだ． 
 
始めに述べた通り，静は AARON のコンセプトを継承している．そのコンセプトとは芸

術創造のプロセスをコンピューターによって実現化することである．さらに，継承しただ

けでなく，現代のコンピューター技術に即した様々な可能性の一つとして現代的な作品提

示を行っている．それは鑑賞者との対話である．伝統的に芸術創造のプロセスを考えれば，

本来，創作とは作家の内省の行為であり，鑑賞者と対話的に共同制作していくことは不自

然である．にもかかわらず，静に対話的インターフェースを採用したのは，イメージの知

識を作家から一方的に与えるのではなく，自らが自律的に獲得し芸術創造の妥当な知識と

して学習するために，外部からの無作為なイメージが必要であったからであり，かつ，現

代のコンピューターの処理能力は，そのイメージの獲得を鑑賞者からの直接入力によって

でも可能になったからである． 
鑑賞者との対話的インターフェースが，AARON と静で芸術創造のプロセスに対しての

取り組みを明確に差別化したことがある．展示において AARON は「プロセスを見せる」
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作品であるのに対して，静は「プロセスを体験する」作品になったことだ．画家，Harold 
Cohen の非凡な絵画知識によって支えられた AARON のように，洗練された創造プロセス

を見せることはできないが，原初レベルでのイメージ表現の仕組みを用いたコラボレーシ

ョン（共同制作）は，静は鑑賞者に体験を通して芸術創造のプロセスを提示し鑑賞者の創

造性を触発する．この参加体験は，コンピューターのインタラクションの特性を生かした

メディアアートの顕著な特徴であり，静はメディアアート作品としての可能性の一つであ

るといえる． 
 
8. 今後の展望 
 
 人工知能画家・静の制作と研究はこれで終わらない．芸術創造のプロセスを正面から考

え，実体化し，検証することは，膨大な作業である．この論文にまとめた成果は約 3 年に

わたるものであるが，筆者は当初，イメージの考察はすぐに終わり，それを再表現して人

工知能画家のみならず，人工知能彫刻家，人工知能漫画家まで考えていた．しかし，結果

はイメージの表現の理解だけでも，膨大な時間がとられ，なによりもそれをコンピュータ

ープログラムに実体化することの難しさを痛感した．アイデアをプログラムに置き換える

のは大きなギャップがある．すなわち思いついた観念的な論理を，確実に動作する数理的

な論理に置き換えるには大変な作業を伴う．もっとも大きな困難は「例外」だ．特に人工

知能画家が生成するイメージの目標は「正確さ」ではなく「豊かさ」である．豊かさの目

標においては，答えは一つではない．よって，なにをもって「例外」とするかを正しく把

握できなければ，プログラムが「期待通りに」動作する目標を見失う． 
また，本当のところは，学習データとして鑑賞者の描画を参考にすることが，意味の喚

起を促しやすいイメージの生成に有効であるか筆者には疑いがある．「上手なお手本」とな

らない無作為の大量のデータから創造行為としてしかるべき「決定」を行うのは実のとこ

ろ SOM だけの単純な機能で十分であるとはいえない．いまだに学習データはお手本として

プロトタイプを筆者によって一方的に与えるほうが効果的であると筆者は考える．コンピ

ューターにとって「決定」は難しい概念である．コンピューターは決められた処理を繰り

返し行うことは我々より正確に行えるが，自ら決めることは我々のように柔軟にできない．

決めるためには我々の知識を教えなければならない．とはいえ，たとえ脳を開けたところ

で，いまだ我々は我々の意識を見ることは出来ない．把握できない心から生み出されるイ

メージを知る手がかりは，あくまでも作品に定着された図形だ．この制作をするものは，

図形が描かれたプロセスを観察して妥当と思える考えをつぶさに検証するしかない．そこ

から何を教えるべきかを明らかにすることは容易なことではないが，コンピューターに教

えられることの限界はまだ誰にもわからないので，可能性という希望は常に用意されてい

る． 
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今後の静の目標はさまざまなことが考えられる．ひとつは Cohen が劇的プリミティブと

いうところの物語（ストーリー）の喚起を促す視覚的プリミティブの組み合わせを扱うこ

とである．つまり，いままでは意味のない形状を組み合わせて意味のあるイメージを作る

ことに注目していた．次は意味のあるイメージ同士が組み合わさることで生成されるスト

ーリーの検証である．たとえば大きな木のイメージがありその根元に人間のイメージが配

置されたとする．その組み合わせから人間はより複合的で豊かな意味を想起する．これか

らは Cohen の後を追うように構図の配置を考える時期になるのかもしれない．あるいは視

覚的プリミティブの生成を 2 次元から 3 次元におきかえることもありえる．こうなると静

はオブジェの制作が可能になり，人工知能彫刻家といえる．いずれにしても，静はようや

く，外界からの任意の画像を解析して，認知的プリミティブとして記憶空間に蓄え，蓄え

た認知的プリミティブの組み合わせを視覚的プリミティブとして自律的に生成するところ

まで来た．この視覚的プリミティブの扱いをどうするかが次の課題であることは間違いな

い． 
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1. 楕円セグメント変換 
 
1.1. 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． 
 
1.1.1. 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．すなわち，筆跡が終点から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はじめに，線の開閉を以下のように評価する． 
 

|Pn - P0| < 
0.4

y(min))-(y(max)x(min))-(x(max) 22 +
 

 
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 を閉じ，そうでなければ開けたままにする． 
図 1 をこれに適用すると図 2 になる． 

 
図 1 入力データ 
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図 2 線の開閉の評価 

 
図 3 細かい筆跡の問題 

 
1.1.2. 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 3 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．

このことは，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． 
 
1.1.3. 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 が占有する領域を A(S)とする．さらに A(S)に任意の値 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} 
とする．以上の処理による集合 G は実例では図 4 のようになる．グループ化された各要素

T が一つの図形として成り立っているのがわかる． 
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図 4 グループ化の結果 

 

1.2. 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 Hilditch37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 Teddy38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 39 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． 
 
1.2.1. 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 40． 
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， 

Terminal Triangle

Sleeve Triangle

Junction Triangle  
図 5 ドロネー三角形分割による輪郭線の分割 
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図 5 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． 
 
1.2.2. スケールスペース 

輪郭線を平滑化すること 41 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 6 曲率極大点のスケールスペース (註 42) 

 
図 6 に示したものは曲率極大点をスケールスペース上に表したもので，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 7 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 8 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 7 曲率極大点の消失 
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図 8 曲率極大点の融合 

 
1.2.3. 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 9）． 
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図 9 曲率極大点の消滅・融合の違い 

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 10）． 
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図 10 分割線の抽出手順 

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． 
 
1.2.4. 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

11）． 
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図 11 三角形の向き 
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図 12 分割手順 

 

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 12 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． 
 
1.2.5. スケルトンの抽出 

Type A
Terminal Triangle

Type B
Sleeve Triangle

Type C
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 13 芯線の種類 

 
図 14 生成された階層構造を持つスケルトン 
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1.2.1 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 13 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 14 である． 
 
1.2.6. 歪み補正 

図 13 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 15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 15 歪み補正 

p q

o

s

e

m

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

 
図 16 厚み計算 
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1.2.7. 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 16）．すなわちスケルトンの骨は 

















≥
=

0)  (m m :Thickness
y2),e(x2, :EndPoint
y1),s(x1, :StartPoint

β  

で表現される．なお開曲線の場合は m = 0 である． 
 
1.2.8. 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 17 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 18）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 17 階層構造の再構築 

 
図 18 楕円セグメント化 
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図 19 不必要なセグメントの削除 

 
1.2.9. 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 19 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) ≠ 0.0 
  A(β(parent)) ≠ 0.0 
  A(β) ∕ A(β(parent))-1.0 < 2.0 
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 19 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． 
 
1.3. 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} 

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} 

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， 
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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}}} 
T2 の場合においては 
t2 ⇒ (β(root) = ¥beta3, βp(nearest) =β2) 
t3 ⇒ (β(root) =β4, βp(nearest) =β2) 
t1 = {β1, {β2}}  ⇒ t1 = {β1, {β2, {β3, β4}}} 

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．図 20 にさまざまな輪郭線について行った実験結果を示す． 

 

図 20 変換結果 
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2. 静 3 号の動作 
 
2.1. 概要 

 プログラムは Java でつくられており，処理の流れは大まかに以下の図のようになってい

る．鑑賞者のアクションよって得られた線描データを認知プリミティブに変換し，記憶空

間この場合はハードディスクに保存する．得られた認知プリミティブをもとに SOM による

自律学習を行い，マップデータを生成する．このマップデータをつかって新たに得られた

認知プリミティブのひとつを無作為に選び，それに近似する過去の認知プリミティブを認

識する．認識によって得られた認知プリミティブにリンクしている認知プリミティブすべ

てから輪郭検出をおこない，線描データに変換する．変換された線描データが鑑賞者の線

描データに追記されて処理は終了する．マップデータの更新はある程度の計算機パワーが

必要になるので，鑑賞者のアクションに対する軽快な反応を優先するために学習は逐一行

われない．あらたな認知プリミティブを得たときは，鑑賞者のインタラクションがなくな

って一定時間たったときに入るスリープモードで更新される． 
 

@

 

図 21 全体の動作の構造 

 
静の機能には，認知プリミティブ作成，SOM 学習，SOM 認識，追加線描作成，鑑賞者イ

ンターフェース，演出などがある．以下に部分の詳細について説明する． 
 
2.2. 認知プリミティブ作成 

 
図 22 認知プリミティブ作成部分の構造 
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2.2.1. 設計 

 
 認知プリミティブ作成部分は，与えられた線描ベクトルデータを認知プリミティブに変

換する処理を行う． 
プリプロセスでは，ベクトルデータの分解，閉曲線・開曲線の分類，離散画像変換，ラ

ベル付け，輪郭線抽出の手順を踏んで，閉曲線のベクトルデータを得る． 
セグメンテーションでは，ドロネー三角形分割によって閉曲線ごとに突出した部分を判断

し，各領域がそれ単体の形では意味を持たない段階まで分割する．これが認知プリミティ

ブの画像データになる．画像は 256×256 ピクセルの大きさに正規化され，グレイスケール

画像として記憶空間に保存される． 
グルーピングでは，ある程度近いものはまとまって認知されるというプレグナンツの法

則に基づいて，認知プリミティブ同士の相対関係を調べる．正規化された画像に対して，

相手と交差する点の直交座標と自身を１.0 として相手の相対的な大きさを記憶空間に保存

する．ひとつの認知プリミティブに関係する認知プリミティブの数の制限はない． 
 

2.2.2. 実装 

 
１．キャンバスに描かれた画像からアウトラインを抽出する．  

 
２．閉曲線を確定する 

 
３．一度離散画像にして，アウトラインを抽出する 
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４．ドロネー三角形分割から分割線を求める．  

 
５．分割されたそれぞれの領域を拡張して交差部分の中心を求める 

 
６．分割されたそれぞれの領域を 256×256 ピクセルに正規化する． 

 
 
７．それぞれの領域の接続位置，接続先領域名とスケール情報を求める． 
８．領域の画像とリンクデータをひとつの認知プリミティブとして記憶空間（ハードディ

スク）に記録する． 
 
 認知プリミティブ名：sample 

 画像ファイル名：sample.tiff (256x256 grayscale) 

  画像フォーマット仕様は TIFF 形式による． 

 リンクデータ名：sample.xml 

  リンクデータフォーマット： 

  <primitive> 
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   <name>sample</name> 

   <file>sample.tiff</file> 

   <connection> 

    <x>(float value)</x> 

    <y>(float value)</y> 

    <scale>(float value)</scale> 

    <target>(target name)</target> 

   </connection> 

   <connection> 

    <x>(float value)</x> 

    <y>(float value)</y> 

    <scale>(float value)</scale> 

    <target>(target name)</target> 

   </connection> 

    . 

    . 

    . 

  </primitive> 

 
2.2.3. テスト 

 
 図のように作成された認知プリミティブは，どこから選んでも，元のイメージに再現さ

れることがわかる．また，選んだ認知プリミティブを起点とするので，絶対の大きさとい

うものがない．そのために大きさが常に可変している．離散画像の合成だけでは分割線の

境界で，双方が若干重なり合って線がでるが，構造そのものには致命的な問題ではない．

追加線描の再現時には，ぼかし処理がかかるのでこのような誤差があまり意味をなさなく

なる． 

   
図 23 さまざま認知プリミティブを読み込んだ場合の全体イメージの再表現 
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2.3. SOM 学習，SOM 認識 

 

 
 

2.3.1. 設計 

 
SOM 学習・認識部分では得られた認知プリミティブの自律的分類と近似するものの認識

処理を行う．SOM の実行プログラムは，SOM の提案者であるコホネンによって作られた

SOM_PAK43を使う．処理には大きく，学習と認識に分かれる．また，マップのためのノー

ド数は任意であるがここでは 20×20 で計 400 個のノードを使用した．  
学習・認識を問わずプリプロセスは認知プリミティブを SOM_PAK の入力データに変換

する作業である．SOM_PAK はデータ数の仕様上の制限はないが，データは１次元配列の

ベクトルで表されるので，256×256 の画素情報を全てベクトルデータとして評価するとひ

とつ当たりの要素が多すぎて，計算に非常に時間がかかる．そのため，画像を 16×16 のブ

ロックに分けて，各ブロックに対して離散コサイン変換を掛ける 44．ここで得られた DC
成分と先頭 AC 成分を２つ，計３つだけをとりだして評価対象とする．こうすることによっ

て 256×256=65536 要素のベクトルが，16×16×3=768 要素に圧縮され，計算が高速化さ

れる． 学習処理では，プリプロセスによって変換された記憶空間にあるすべての認知プ

リミティブについて，近似のものを各ノードに配置する．形状の近いものは近いノードに

固まることになるので，同じような形をよりたくさん見れば，それを強く認識するように

反映したマップデータが出来上がる． 
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認識処理では，プリプロセスによって変換される認知プリミティブはひとつだけである．

この入力データと学習によって得られたマップデータを参照することによって，マップ上

の位置が得られる．この位置情報を参考にして一番近い認知プリミティブが合成候補の認

知プリミティブとして選択される． 
 

2.3.2. 実装 

 
学習 
１．記憶空間のすべての認知プリミティブの画像から16×16を１ブロックとして離散コサ

イン変換(DCT)する． 
２．DCT された成分のうち DC, AC1, AC2 を抽出し，16×16 ブロック×３成分による特徴

ベクトルを作成する． 
３．この特徴ベクトルを SOM_PAK に通して，学習 MAP を作成する． 
 
認識 
１．新規に得られた認知プリミティブの中から無作為にひとつ選択する． 
２．選択された認知プリミティブの画像から16×16を１ブロックとして離散コサイン変換

(DCT)する． 
３．DCT された成分のうち DC, AC1, AC2 を抽出し，16×16 ブロック×３成分による特徴

ベクトルを作成する． 
４．この特徴ベクトルと学習 MAP を使って，学習マップ上の位置を出す． 
５．得られた位置にもっともちかい認知プリミティブを選択する． 
 

2.3.3. テスト 

 
離散コサイン変換によるデータ圧縮による精度の問題が心配された．しかし SOM の特徴

は，おおよその認識をえるために，あいまいなデータを吸収できるところにあり，実際の

テストによっても結果としては近似するものでマップが分類されているので目的範囲内で

あるといえる． 
 
2.4. 追加線描作成 

 



 62

 
図 24 追加描画作成部分の流れ 

 
2.4.1. 設計 

 追加線描作成部分では SOM 認識によって得られた認知プリミティブから実際に追加す

るための線描を作成する処理を行う． 
 候補列挙は，SOM 認識によって得られた認知プリミティブを起点にしてそれにリンクし

ている認知プリミティブをすべて列挙する．SOM 認識によって得られた認知プリミティブ

自身は列挙に数えない．参照先と近似したものとして得られた結果の認知プリミティブで

あって実際に必要なのはその先にリンクしている認知プリミティブだからである． 
 ぼかし処理は重要である．列挙された認知プリミティブは元の線描の組み合わせにはず

れなく一致するものであるが．新たに合成するにあたってはずれが生じる．これをできる

だけ目立たなくさせるために，ぼかし処理を掛けて境界をあいまいにする． 
 輪郭抽出は，ぼかし処理によって得られた画像から輪郭を検出する．この処理は認知プ

リミティブ作成部分の輪郭抽出処理と同じである．この処理によって離散画像から線描ベ

クトル画像に変換される． 
 ポストプロセスは，インターフェース部分に追加線描データを送る前の最後の整形であ

る． 
手書き風にするために，ぼかしで滑らかに抽出された輪郭にノイズを加え，描き順を正し

くおこなうために，制御点を整理する． 
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2.4.2. 実装 

 
図 25 合成．赤い部分が SOM で近いと判断されたところ 

 

このようにして選択された認知プリミティブの合成のためには，以下の手順を踏む． 
 
1.鑑賞者が描いた線描から得られ分割された認知プリミティブ群から合成元となる認

知プリミティブを１つ選択．  
2.SOM をつかい合成元認知プリミティブと近似する合成先認知プリミティブを選択．

3.合成先認知プリミティブの相対関係情報をたどって，すべての関係するすべての認知

プリミティブを列挙． 
4.合成元認知プリミティブの位置と大きさに合わせて，合成先認知プリミティブ以外の

関係認知プリミティブを変換． 
5.関係認知プリミティブの形状画像にぼかしフィルタを掛け輪郭抽出． 
6.得られた輪郭線を線描として画面に描画． 
 

このなかで 5 が特徴的な処理である．合成候補となった認知プリミティブはそのままでは

分割されたときの状態であるので，分割線の部分で角張った不自然な形状がある．最終的

に描き加えられる線描はできるだけ直線的でない滑らかなものにすると，合成も不自然に

見えない．そのためにここでぼかし処理をおこなっている． 
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2.4.3. テスト 

 
追加描画の問題点は認知プリミティブ同士の重なった部分の解決である．現状では一つ

一つの認知プリミティブに対して，ぼかし処理を行って輪郭線を抽出しており，このため

分割された線まで描画される．これを防ぐためにはすべてを同じグラフィックバッファに

描画してまとめてぼかしをかけることであるが，その処理では目など重なっても輪郭とし

て存在してほしいプリミティブがつぶれてしまう．このあたりはこれからの検討課題であ

るが，ぼかし処理をかけてあることによって，分割線であった不自然さはあまり感じられ

ないので，処理の簡便さから現状はこのままにしている． 
 
2.5. インターフェース 

 

 
図 26 インターフェース部分の流れ 

 
2.5.1. 設計 

 インターフェース部分は鑑賞者からのアクションに対応して線描ベクトルデータを得た

り，プログラムから得られた追加線描を画面に表示したりする処理を行う． 
 画面はポインティングデバイス（主にマウスとタブレットペンを想定している）の座標

データを逐一処理して，線描を表示する．色，線の太さ等はまったく選べない．ペンを画

面に接触し（マウスの左ボタンを押し）移動することによって描かれ，ペンを画面から離

す（マウスの左ボタンを離す）までが一本の線になる．ペンを画面から離すごとに，2 種類

のアイコンが提示される．ひとつは「消しゴム」，もうひとつは「目」のアイコンである． 
 「消しゴム」のアイコンは全画面消去を意味する．アイコンに触れると，画面に描かれ

た線描はすべて消される．鑑賞者ははじめから描画することになる． 
 「目」のアイコンはプログラムに「絵を見せる」ことを意味する．アイコンに触れると

その段階で描かれた線描ベクトルデータが直ちに認知プリミティブ作成部分に送られる． 
 これらの理解の補助と，鑑賞者の対話の親密感のためにアニメーションキャラクターを
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ガイド役として画面に配置している．アニメーションキャラクターは画面上を自由に動い

て，鑑賞者のアクションを誘導する． 
 サウンドは，バックグラウンドで鳴ってはおらず，各動作があると発生する． 
描画時は線が描かれている間中，軽快な短い音楽が繰り返し流される．これによって出

来るだけ一筆書きで描くことを誘導している． 
アイコン出現時にはビンの栓を抜いたような音を鳴らして，軽快感を出している． 
消しゴムのアイコンを押したときは，ネガティブな音にしている． 
目のアイコンを押したときは，ビンの栓を抜いたような音を鳴らして，処理が始まった

ことを認識させ，追加描画が始まるまでは，プログラムが試行錯誤して考えていることを

演出するために「赤ん坊のうなり声」や「笑い声」をプロセスごとに鳴らす． 
 
鑑賞者が操作できる選択肢が３つしかないので，操作に戸惑うことはほとんどない． 

演出効果もほぼ狙い通りの効果を得ている．ただ，アイコンの出現位置によって次に描き

たいと思う場所に消しゴムのアイコンが出てしまうことがある．そのことが鑑賞者の操作

を妨害することになっている．アイコンの出し方は今後より検討する課題である． 
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