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Ⅰ．緒言

衣服を選ぶ上での考慮点として重視するも
のの1つが衣服形態である。衣服の形態には
いろいろな形態要素が複合されており，それ
らのバリエーションにより全体的な外観やイ
メージが異なってくる。また，形態要素の工
夫によって多様性や複雑性のあるイメージを
与えることもできる。布地は素材繊維，糸，
織り方や編み方，構成方法によっていろいろ
な外観を形成し，それらがさまざまな外観効
果を作り出している。衣服の構成には，機能
的美しさと造形的美しさが要求される。機能
的な美しさとは，運動や動作のしやすい形態
を考えることであり，造形的・構成的な美し
さは精神的な満足が得られるような形態の美
しさを与えることである1）。
どんな複雑な形態も人間の視覚によって認

識されるが，このような複雑な形態は従来の
幾何学で記述することは困難である。しかし，
最近複雑な形態や様々な現象を定量化する新
しい方法としてテクスチャ解析が幅広い分野
で注目を集めている。
本研究では，種々の異なる衣服パーツの組

み合わせについて，人体モデルに着衣させた
衣服形態のシミュレーション画像を作成し，
コンピュータ画像解析を適用することにより
画像情報量を算出し，着装による衣服形態の
美しさに及ぼす形態要素の効果と美の形式原
理について，被服構成学的視点から検討する。

Ⅱ．方法

1 衣服形態の作成
人体モデルに着衣させた衣服形態のシミュ

レーションに，㈱テクノア製による衣服コー
ディネイトソフト「i―D Fit」を使用した。こ
のソフトウェアはリアルな3次元の衣服を，
簡単にコーディネイトして楽しむことができ
るソフトウェアである。服種，色柄，ディテー
ル，デザイン，アクセサリを変更してコーディ
ネイトできるだけでなく，個人の体型，顔に
も対応している。ドラッグ＆ドロップの簡単
操作で衣服をコーディネイトし，3Ｄデータ
として表示する。3Ｄなので，あらゆる方向
からシルエットを見ることが出来る2）。
1）衣服のコーディネイト
コーディネイトしたい服をＡから選び，Ｂ

に移す。移す方法として，ＡからＢにドラッ
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グ＆ドロップする方法，Ａで選択して矢印ボ
タンＣを押す方法，服をダブルクリックする
方法がある（図1ａ）。コーディネイト欄Ｂに
選択した衣服パーツが表示される（図1ｂ）。
2）コーディネイトした服の3Ｄ表示
“着替える”ボタン（Ａ）を押すと各ファ

イルの読み込みが始まり，コーディネイト表

示する（図2）。
図3と4には，本研究で選んだ衣服のパー

ツ（上衣9種類，下衣9種類）をまとめた。

図1 衣服パーツを選択する方法
図3 下衣の種類

図2 コーディネイトした衣服の3Ｄ表示 図4 上衣の種類
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下衣にスカート9種類（図3）と上衣にシャ
ツ9種類（図4）を選び，それぞれのパーツ
を組み合わせて計81種類の衣服形態を作成し
た。

2 画像情報量
カラー画像は RGBの光の3原色で構成さ

れているので，色情報は各画像位置ごとに3
色分解して RGBのそれぞれの画像の色濃度
を256階調の濃度レベルにデジタル化して二
次元配列として保存した。また，カラー画像
は⑴式にしたがってグレイレベル画像に変換
することができる。

L＝0．177R＋0．813G＋0．011B ⑴
ここで，L は RGB値が（R，G，B）であ

る画素のグレイレベルである。このようにし
て変換されたグレイレベル画像も同様に0
（黒）～255（白）の濃度レベルにデジタル
化して保存した3）。
画像は画像位置ごとに0（黒）～255（白）

の256段階のグレイレベルにして保存された
二次元配列から，画像情報量として二次統計
量である同時生起行列特徴量およびフラクタ
ル次元を求めた。
1）同時生起行列特徴量
同時生起行列M（d，θ）の要素は特定の

相対位置関係であるが画素対において，グレ
イレベル対（i，j）が生起する確率 Pδ（i，j）
である。同時生起行列からテクスチャを特徴
づける特徴量のうち，以下4つの特徴量を使
用した3），4）。以下の式ではグレイレベル i，j

は0～n－1である。
1．コントラスト（CON）

CON＝Σk2・Px−y（k） ⑵
Px−y（k）＝ΣΣPδ（i,j）

k＝0，1，…n－1
2．エントロピー（ENT）

ENT＝－ΣΣPδ（i,j）・log｛Pδ（i,j）｝ ⑶

3．フラクタル次元
画像のグレイレベル曲面を1辺の長さが r

画素の立方体で被覆するときに必要な立方体
の個数を N（r）とすると，グレイレベル曲面
にフラクタル性があれば N（r）と rの間に⑺
式の関係が成立する。

logN（r）＝－D・logr＋logk ⑷
ここで Dはフラクタル次元，kは定数であ

る。logrと logN（r）との直線関係が成立する
と，回帰直線を最小二乗法により計算し，そ
の傾き Dを求めることができる5），6）。

Ⅲ．結果と考察

1 衣服形態の画像情報量
同時生起行列から画素間距離 d＝1におい

て θ＝0，45°，90°および135°方向のテクス
チャ特徴量を求め，4方向の平均値を d＝1
に対する特徴量の値とした。表1～3には81
種類の衣服形態の画像情報量として， CON，
ENTおよび Dについて比較して示した。
下衣の形態では，プリーツやロングギャ

ザーのようにプリーツや折り目入っている形
態は CONの高い数値を示し，ロングやタイ
トのようにプリーツや折り目の入っていない
ものは低い値を示す。このことから装飾の付
加されているものほど局所的変化は高いと判

表1 上衣（N）と下衣（S）を組み合わせた
81種類の衣服形態の画像情報量（CON）
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断される。上衣の形態では，袖が短いものは，
長いものよりも局所的変化が大きいと考えら
れる。
ロングギャザー，ヘムデザイン，ロングな

ど丈の長い装飾的付加のある形態やフード，
シャツカラーのように襟のある袖の長い形態
が，ENTの数値が高く，ゴアードやタイト
のストレートなどの丈の短いものやシンプル
な形態，Ｕネックノースリーブ，Ｔシャツ，
キャミソールの袖の短い形態のものは低い数
値を示す傾向がみられた。これらのことから
人体を覆う衣服の面積が大きくなると情報量
も高くなると判断される。

プリーツ，ロングギャザー，インバーテッ
ドのように折り目やギャザーのある形態や
フード，オープンカラー，シャツカラーのよ
うに襟がある形態では，Dの数値が高く，逆
にタイトやロングなどの凹凸のない滑らかな
形態やキャミソール，Ｕネックノースリーブ，
Ｔシャツのシンプルな形態では，数値が低い
傾向が見られた。これらのことから，凹凸や
装飾的付加のある形態ほど複雑性が高くなる
と考えられる。

2 美の形式原理
美の形式原理として代表的な考え方に「美

は多様における統一」という考え方がある。
構成要素が多種多様，複雑で，しかも変化を
もちながら全体としては統一されていると，
そこに美が生まれるという解釈7）である。こ
のような伝統的美学の原理を公式に変換し，
美（M）の程度を秩序（O）と複雑さ（C）
の2変数を用いて数学的に記述したのは
Birkhoffである。彼は90種類の図形を設定し，
それらの図形に⑸式を適用して美しさ（MB）
を求めた。

MB＝O／C ⑸
この場合，図形の辺の数から複雑さを与え，

垂直的対称性，回転対称性，並行性，水平垂
直網などから図形の秩序を設定している。

3 衣服形態の美しさ
テクスチャの美しさについていろいろな考

え方があるが，秩序と複雑さは美しさを決め
る重要な要因であると考えられる。従って，
Cや Oが妥当に数値化されるならば，美し
さM を予測することが可能である。森らは
レースの美しさは ENTや Dと密接に関係
し，複雑で情報量が多いテクスチャが美しい
ことを報告している8）。情報理論における
ENTは系のもつでたらめさや不確かさを表

表2 上衣（N）と下衣（S）を組み合わせた
81種類の衣服形態の画像情報量（ENT）

表3 上衣（N）と下衣（S）を組み合わせた
81種類の衣服形態の画像情報量（D）
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す量であると同時に系のもつ平均情報量を表
す。われわれが情報を受け取ると情報源ので
たらめさの度合いが減少し，秩序化するので，
多くの情報が得られることは ENTが大きい
中での大きな秩序化を意味する。Dは統計的
な意味において自己相似性を内包する構造の
複雑さの尺度として知られており，その性格
は ENTとは異なる。ENTは個々の画素値の
出現確率のみから決まるのに対して，Dは
個々の画素値と周辺の値との連続性に関する
特定の関係で決まる量である。テクスチャの
形態の秩序や複雑さを数量化する妥当な方法
は一般化されていないが，本研究では d＝1
における ENTを秩序の，Dを複雑さの尺度
と考えて⑸式を用いて算出したMBの値を図
5にプロットして比較した。
美的測度（MB）を算出し比較した結果，

上衣フードと下衣ロングギャザーの組み合わ
せ，上衣フードと下衣ヘムデザイン，上衣フー

ドと下衣ロングが特に高い値を示した。上衣
はフードがどの下衣との組み合わせにおいて
も高い値を示した。その他シャツカラー，オー
プンカラーが高い値を示した。
上衣においては体を覆う面積が大きく衿，

前開きなどデザインが複雑なものほど美的測
度の値が高くなると考えられる。
下衣ではロングギャザー，ロング，ヘムデ

ザインが高い値を示した。
下衣においても体を覆う面積が大きいもの

ほど美的測度の値が高くなることがわかっ
た。

Ⅳ．結論

i―D Fitにより，上衣9種類と下衣9種類
を選び，それぞれのパーツを組み合わせて81
種類の衣服形態を作成した。これらの複雑な
形態から単純な形態の衣服の美しさについて
客観的評価を行うために，81種類の衣服形態

図5 81種類の衣服形態の美的測度（MB）
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の画像情報量として CON，ENTおよび Dを
算出した。この結果，装飾の付加されている
ものほど CON（局所的変化）が高く，人体
を覆う面積が大きくなると ENT（情報量）
が高くなり，凹凸や装飾の付加されているも
のほど D（複雑性）が高くなることがわかっ
た。
美しさを構成する要因として ENT（エン

トロピー）と D（フラクタル次元）が大きく
関与していると予測される。Birkhoffの美的
原理にこれらの情報量を適用することによ
り，衣服の美しさを美的測度の算出によって
評価することが可能である。
これらは，衣服形態の解釈的説明や美的評

価の補助的手段として用いることで，衣服の
構成との関連においても今後期待が持たれる
と思われる。
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