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人工物や自然界における「美しい曲線」の多くは， 曲率対数分布図が直線で近似できることが原田らにより指摘さ

れている．三浦は美しい曲線の弧長による一般式を示しているが，曲線を描くためには数値積分を行わなければな

らず，曲線形状の対話的なコントロールが困難である．本報告では，「美しい曲線」を方向角と弧長のそれぞれで定

式化するとともに，曲率対数分布図における直線の傾き が変化したときの美しい曲線の性質を明らかにし， に

対するその形状変化の様子を示す．また，曲線形状を対話的にコントロールするために，セグメントの両端点とそ

こでの接線方向を指定し，美しい曲線セグメントを描画する手法を提案する．

はじめに

人工物や自然界における「美しい曲線」の多くは，

曲率対数分布図が直線で近似できることが，原田ら

により指摘されている ．原田はさらに，曲率対

数分布図における直線の傾き が，曲線から得られ

る印象と強く連関していることを指摘している．以

下，本稿では，曲率変化が単調で曲率対数分布図が直

線で表されるような平面曲線を，「美しい曲線」と呼

び，曲率対数分布の傾きをαで表すこととする．

三浦は，美しい曲線が満たすべき条件をもとに，曲

線の一般式を導いている ．この一般式は，始点位

置，そこでの接線方向と曲率半径，およびαの値を与

えることで，曲線上の点の座標を弧長の関数として

表すものである．しかし，その関数の計算には，一般

に数値積分が必要となる．そのため，曲線弧の終点

を直接指定することはできず，曲線がどこに達する

かは描いてみないとわからない．美しい曲線を実用

に供するには，制御性の向上が不可欠である．

本報告では， 次の 曲線と同様に 個の制

御点を指定することで， の値に応じた美しい曲線

の弧（美しい曲線セグメント）を描く方法を提案す

る．まず，美しい曲線の配置とスケーリングに，あ

る種の制約条件を付与することによって，弧長や方

向角と曲率半径との関係式を導くとともに，曲線上

の点を弧長の関数ならびに方向角の関数で表す．そ



れらの式から，美しい曲線の全体像が， の値によっ

てどのように変化するかを明らかにする．次に，両

端点の位置とそこでの接線方向ならびに が与えら

れたときに，それを満たす曲線弧を美しい曲線の形

状全体から探索する手法を提案する．本手法により，

ユーザは制御点を対話的に操作するだけで，手軽に

美しい曲線セグメントを描くことができる．

美しい曲線の定式化

本節では，まず，美しい曲線に関する曲率半径 と

弧長 の関係式を導く．この関係を用いて，美しい

曲線上の点を方向角 と弧長 のそれぞれの関数と

して表現する．

原田らによる「美しい曲線」は， が一定にな

るように曲線を微少部分に分割したときに， と

との関係が両対数グラフにおいて傾き の直線にな

るとしている．従って，美しい曲線は， を定数とし

て，次式を満たすものとして，定義できる．

式 を変形すると，

となる．ここで，美しい曲線の中で， のとき

となるものを考える．ただし， の

ときは任意の において であるので，

を定数として となるものを考え

る．このとき式 は，

となる． のとき であるとし，式 を

で積分ですると

となる．これを について解くと，曲率半径 と弧

長 に関する次式の関係を得る．

方向角による定式化

式 および の関係を用いると，

となる．ここで， のとき として，式

を で積分すると， に関する次の式を得る．

式 を について解くと， と に関する次の関係

式を得る．

曲線上で方向角が となる点を ，

で曲線は原点を通るものとしたとき，美しい曲線上

の点は，次式によって表される．

弧長による定式化

に式 を代入し， のときに

とすると，

となる． のとき曲線は原点 を通るとする

と，美しい曲線は， を虚数として，複素平面上で次



式で表される．

式 は本質的に三浦 が導出したものと同じ

式であるが，次の２つの点で異なっている．まず，

のときに （ただし， の場合は

）および において で原点を

通るものとすることにより，美しい曲線の配置とス

ケーリングに制約条件を付与している．次に， を

で積分する場合に のとき になること

を考慮し， の場合の式を示している．

式 を について解くと，弧長 と方向角 に

関する次式の関係を得る．

美しい曲線を方向角により定式化した式 と

弧長により定式化した式 は，同じ曲線であり，

方向角 と弧長 は式 または式 によって

関係づけられる．

美しい曲線の性質とその形状

本節では， が与えられたときの， および のと

りうる範囲， および における曲線の振

る舞いについて考える．これらの分析に基づき，美

しい曲線の全体像が の値によってどのように変化

するのかを明らかにする．

図 に， の場合の に対す

る と のグラフを表す． と の関係は式 に，

と の関係は式 によるものである． は から

まで変化するので， と には によって上限ま

たは下限が存在する場合がある．これらの上限と下

限を表 に示す．上限が存在する場合には に

おいて，下限が存在する場合には において存

在する．

式 および図 より， および

において表 の関係があることが分かる． お

よび において弧長および方向角が有限または

無限であることの意味するところを，表 に示す．

図 の場合の に

対する と のグラフ

表 に対する と の上限と下限

上限 下限 上限 下限

図 に，方向角の式を用いて描いた様々な に対

する美しい曲線の形状を示す． の場合に

は，原点の近傍で拡大した図も示した．定義より，原

点で である．表 ，表 および表 と

あわせて，各 の曲線に対して次のような性質を見

いだすことができる．



表 および での曲線の振る舞い

での振る舞い での振る舞い

弧長 方向角 弧長 方向角

無限 無限 有限 有限　

無限 無限 無限 有限　

有限 無限 無限 有限　

有限 無限 無限 無限　

有限 有限 無限 無限　

表 または においての弧長

および方向角が有限または無限の意味

で弧長無限 の点までの弧長が無限大

で弧長有限 の点までの弧長が有限　

で方向角無限 の点に無限に渦を巻いて収束

で方向角有限 の点で接線方向が定まる

で弧長無限 変曲点が存在しない（無限遠に存在）

で弧長有限 変曲点が有限点に存在

で方向角無限 に向けて無限に渦を巻いて発散

で方向角有限 変曲点が存在または発散する方向が定まる

の曲線

を負の方向に小さくしていくと， に

おいて の点に渦を巻いて収束し，そこ

までの弧長は無限大である． を正の方向に

大きくしていくと， は上限 を持ち，そ

こで となりそこまでの弧長は有限であ

る（変曲点が存在する）．

の曲線

を小さくしていくと， において

の点に渦を巻いて収束し，そこまでの弧

長は無限大である． は上限 を持ち，決

まった方向に発散する（変曲点が無限遠に存

在する）．

の曲線

を小さくしていくと， において

の点に渦を巻いて収束し，そこまでの

弧長は有限である． は上限 を持ち，決

まった方向に発散する（変曲点が無限遠に存

在する）．

の曲線

を小さくしていくと， において

の点に渦を巻いて収束し，そこまでの

弧長は有限である． を大きくしていくと，

に向けて無限に渦を巻い発散し，変曲

点は存在しない．

の曲線

図 を変化させたときの美しい曲線

を小さくしていくと， において

となり，そこまでの弧長は有限で接線方

向が定まる． を大きくしていくと，

に向けて無限に渦を巻い発散し，変曲点は存

在しない．



図 を変化させたときの の曲線（対数螺旋）

の対数螺旋は， とした． の値

を変化させたときの曲線の形状の変化を図 に示す．

美しい曲線セグメント

本節では， 次の 曲線と同様に 個の制御

点を指定することで， の値に応じた美しい曲線セ

グメントを描く手法について述べる．ここでは，方

向角による曲線式 を対象とするが，弧長に

よる曲線式を用いる場合も，弧長と方向角相互のパ

ラメータ変換を行えば同様である．

式 による美しい曲線上において，ある曲

線セグメントの始点の方向角を ，終点の方向角

を とする．方向角 の曲線上の点 からその

点の接線方向に伸ばした直線と， からその点の

接線方向に伸ばした直線の交点を とすると，方

向角 の点から の点までの曲線セグメントの制

御点 が定まる（図 ）．美しい曲線セ

グメントは，美しい曲線の形状全体の中から，ユー

ザが指定した制御点 による制御ポリゴン

と による制御ポリゴンが相似形になるも

のを探索し，美しい曲線セグメント上の点に対して

が に移るようなアフィン変換を

施すことによって描画する．ここで，相似形とは，あ

る制御ポリゴンに回転，平行移動，および各軸方向に

等倍のスケーリング変換を施すことによって別の制

御ポリゴンに重ねることができることを意味する．

図 は， 個の制御点 を与え，

の曲線セグメントを描いた例である．ここで，

図 制御点と曲線セグメント

と仮定する．この条件が満たさ

れない場合は， と の位置を交換すればよい．

での単位接線ベクトルは ，

での単位接線ベクトルは とな

る．曲線セグメントの方向角の変化は と の角

度変化に等しいので，曲線セグメントの方向角の変

化は となる．また， と のなす角を

とする．図 を参照．

図 に示す美しい曲線上で，曲線セグメントの

方向角の変化は であるので， であ

る．また， と のなす角を とする．開

始点の方向角 と方向角の変化 が与えられると，

をすべて求めることができる．

の場合に， による制御ポリゴンと

相似形になる による制御ポリゴンは，美

しい曲線形状の全体から となるような

を二分法によって求めることによって探索すること

ができる．方向角には上限または下限またはその両

方が存在しない場合があるので， となるよ

うな は， の値によって上限または下限が存在し

ないように修正した二分法によって求めることがで

きる． が求まったら，式 によって求めた

の範囲の美しい曲線上の点にアフィン変

換を施せばよい．アフィン変換の行列は，

と の対応から一意に求めることができる．

の場合は， の値を（例えば に）固定し，

となるような を上記と同様な修正

した二分法によって求めればよい．

図 に様々な の美しい曲線セグメントを示す．

が に近い場合は制御点の配置の制約は緩いが，

が から離れると，曲率半径の変化に対する強い拘



図 様々な の美しい曲線

束から曲線を描くことができる制御点の配置に制約

が生じる．本研究で試験的に作成したプログラムで

は，指定された と制御点の配置に対応する曲線セ

グメントが得られない場合には， がもっと

も小さくなるような曲線を表示し，制御点または

を変更するためのガイドとしている．

図 に，制御点を同じ位置に配置した

の曲線とその縮閉線（曲率中心をプロットした曲線）

を示す． が（負の方向に）小さくなるほど曲線は

制御ポリゴンに近くなり，（正の方向に）大きくして

いくと制御ポリゴンから離れていく．図 では の

変化に対する曲線の形状の違いはあまり明確ではな

いが，スクリーン上で異なる曲線がほぼ同じように

見える場合でも，プロッタなどを用いてフルスケー

ルで印刷をすると形状の大きな違いを認識できる場

合があることが知られている ．このような場合に

は，縮閉線を表示することによって，スクリーン上で

曲線形状を分析することができる． を変化させた

ときの曲線形状の変化はスクリーン（紙面）上ではあ

まり大きくない場合が多いが，その縮閉線は図 に

示すように大きく変化している．

まとめ

本報告では，原田ら の主張する人工物や自然

界における「美しい曲線」の多くは曲率対数分布図に

図 の曲線とその縮閉線

おいて傾き の直線で近似できるという考察に基づ

き，「美しい曲線」を方向角と弧長で定式化した．ま

た，これらの式に基づき，美しい曲線の全体像が

の値によってどのように変化するのかを明らかにし

た．さらに，美しい曲線の形状のコントロールを可

能とするために， 次の 曲線と同様に 個の

制御点を指定することによって美しい曲線セグメン

トを描く手法を提案した．これにより，デザイナは，

の値と つの制御点を指定することによって美し

い曲線セグメントを描くことができ， の値や制御

点の位置を変更することによって対話的な曲線形状

のコントロールが可能となる．

今後の課題として，計算の高速化と高精度化，複数

セグメントの接続，曲面への拡張などがあげられる．
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