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概要：  本研究はラスター画像をベクター画像へ変換するために, 始めに 4つの制御点で描くことのできる理想

的なベジェ曲線が 1本描かれたラスター画像から, その曲線を 3次ベジェ曲線として扱うための始点, 終点, お

よび制御点の推定を行う CNN モデルの作成を行った. ラスター画像をベクター画像へと変換することは難しいと

されている. 現在のベクタライズ機能では, 画像が歪んだり, 分割の最適化まで行われていない. 3D モデリングで

ベクタライズを活用する場合には分割が最適化されていると編集が行いやすくなる.  

 

1. はじめに 

1.1. 研究背景と目的 

 2012 年の ILSVRC における画像認識の精度を競う大

会にて, トロント大学がディープラーニングを用いた

手法で高い成果を出したことをきっかけに, 機械学習

が大きな注目を集め始めた [1]. Google社は Web上で

の翻訳に機械学習モデルを取り入れているなど, 身近

なところでもすでに実用され始めていて, 今後私たち

の生活とは切っても切り離せない関係になるだろう. 

画像にはラスターとベクターの 2種類の形式が存在

している. ラスター画像をベクター画像に変換するこ

とは難しいとされ, 最先端のベクタライズ機能でも画

像が歪んでしまう他, 頂点や図形の最適化が行われて

はいない. 画像を拡大縮小するといった使い方のみで

あれば, 最適化が不十分であることによる不都合はな

い. しかし, ベクタライズを CGの 3Dモデリングに活

用しようとした場合には, 頂点の数が多いと編集が行

いづらい. 効率的なベクタライズを実現すれば, ロゴ

のようなデザインを編集しやすい 3D モデルにするこ

とができるようになる. ディープラーニングはこれま

で人の手で数式化することが困難であった分野で大き

な成果を出しているため, ベクタライズについてもう

まく適用できるのではないかと考えた. そこで本研究

ではラスター画像の曲線をベジェ曲線として扱えるよ

うに, その一端として 4つの制御点のみで表現できる

曲線のラスター画像から, その制御点を推定する機械

学習モデルを作成することを目的とする.  

2. 関連研究 

2.1. CNN 

 画像を入力とする機械学習モデルとしてよく用いら

れているものが CNN(Convolutional Neural Network)

である. CNNは 1999年に発表された LeNet-5 [2]のア

ルゴリズムをベースに発展してきた. CNNでは, あら

かじめ用意した分類に対する入力の確率を出力するこ

とが多いが, 近年では R-CNN(Region CNN,  物体領域

検出 CNN)のように, 確率ではなく特定の数値を出力

するもの見られるようになった. DLibの中の顔特徴量

抽出 CNNモデル [3]では人の顔の特徴点の座標値を出

力している. 本研究もこの流れに沿い, 画像を直接入

力として座標値を出力する学習モデルの作成を試みた.  

3. ベジェ曲線の制御点推定モデル 

 本研究ではラスター画像をベクター画像へ変換する

ために, 始めに 4つの制御点で描くことのできる理想

的なベジェ曲線が 1本描かれたラスター画像から, そ

の曲線を 3次ベジェ曲線として扱うための始点, 終点, 

および制御点の推定を行う CNN モデルの作成を行った. 

ベジェ曲線を対象とした理由は, ベジェ曲線は必ず始

点と終点を通るため, CG クリエイターにとって扱い

やすいデータとなるからである. 機械学習ライブラリ

として Tensorflowを用いた.  

3.1. 学習データセット 

 学習のための教師データおよび精度を確認するため

のテストデータとなるラスター画像生成を行った. 画

像のサイズは 512×512×4(RGBA)と設定. 頂点は左上

を原点とした画像座標系で, 始点 S (sx, sy)を(0.0, 

0.0)に固定, 制御点 C1 (cx1, cy1), C2 (cx2, cy2)と

終点 E (ex, ey)を[0.0, 512.0]の範囲で浮動小数点と

してランダムに生成を行った. 曲線の生成の条件とし

て, 太さが 1ピクセル, 色は曲線部分の RGBが 0, α

値が 255, 背景のピクセルの RGBA値が 0となるように

し, SVG形式の 3次ベジェ曲線画像として出力を行っ

た. 生成した SVG画像を PNG形式の画像へ変換し, 教

師データとして 100,000 枚, テストデータとして

10,000枚生成した.  

3.2. 畳み込み 2層モデルによる推定 

 最初の学習に用いたニューラルネットワークを図 1

に示す. CNNの全ての層で活性化関数として ReLU関数

を用いた. 前処理として 512×512×4 の画像データを

28×28×4 へとバイリニア法によって縮小した.畳み

込 み 層 (Convolutional Layer) と プ ー リ ン グ 層

(Pooling Layer)を交互に2層. 畳み込み層では, 5×5
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のフィルターをストライド(1, 1)で, プーリング層で

は 2×2 のフィルターをストライド(2, 2)で適用しゼ

ロパティングを行った. その後, 全結合層(Fully 

Connected Layer)を経て, 全結合層の 3層目で(1, 8)

のベクトルとして出力した.  

図 1. 畳み込み 2層の CNN モデル 

3.2.1. 損失関数 

 損失関数を式 1 に示す. 出力されたベクトル�̂�𝑖と, 

正しい頂点ベクトル𝒚𝑖の距離の二乗の平均値を誤差

(loss)とした. 最適化関数には急速降下法(Gradient 

Descent Optimizer)と Adam アルゴリズム(Adaptive 

Moment estimation Optimizer)の二つの最適化関数を

用いて比較を行った.学習率は Adamアルゴリズムにつ

いては Diederikらの手法 [4]を参考に 1×10-3, 急速

降下法については 1×10-3, 1×10-４では発散してしま

ったため, 学習率を 1×10-5とした.  

𝑙𝑜𝑠𝑠 =  
1

𝑛
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𝑖

         (式 1) 
3.2.2. 学習の実行 

 100 枚を一つのバッチとして学習を行った. 学習が

終わったモデルを評価するための精度の定義は, 出力

されたベクトルと正解となるベクトル間の距離とし, 

ピクセルを単位とした. 距離が 0に近づくほど精度が

高いモデルであるといえる.  

結果 

 最適化関数ごとの学習時の精度推移を図 2に, 完成

したモデルによる推定値から復元した画像の比較を図

3 に示す. 図 3の赤い線および頂点は制御点を可視化

したもので, 実際の入力画像には存在しない. 

 

 

 

 

 

 

図 2. 学習時の精度推移 

(左: 急速降下法モデル 右: Adam モデル) 

 

 

 

 

 

 

図 3. 精度検証画像 

（左：入力，中央：急速降下法モデル, 右：Adam モデル） 

4. 曲線の始点終点推定モデル 

4.1. 非縮小画像入力の畳み込み 3層モデルによる推定 

画像内に情報が直接含まれない制御点を CNNで推定す

ることは難しく, また画像の縮小によって情報が消え

てしまうことが精度に大きく影響していると考え, 画

像の中に直接情報が含まれている, 曲線の始点と終点

のみを推定することに絞ったモデルによる再実験を試

みた. 512×512 のグレースケール画像を入力, バッ

チを 25枚. 畳み込み層とプーリング層を 3層とした. 

4.1.1. 結果 

最適化関数ごとの学習時の精度推移を図 5に, 完成し

たモデルによる画像を入力した際の推定値を表 1に示

す. 

 

 

 

 

 

 

図 4. 学習時の精度推移 

(左: 急速降下法モデル 右: Adam モデル) 

表 1. モデルの入出力画像の頂点座標の比較 

 始点 終点 

入力 (0, 0) (220, 328) 

Grad (0, 0) (210, 334) 

Adam (0, 0) (220, 333) 

5. まとめ 

 画像を拡大縮小することなく生のデータを直接入力

することで誤差を 5ピクセル以内に収められ, さらな

る精度の向上も期待できる. しかし, ベクタライズし

たい画像のサイズは常に一定であるとは限らず. 入力

を揃えるために拡大縮小をしなければならない CNNは 

ベクタライズを行う機械学習のモデルとして適切では

ないと考えられる.  
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