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・中央大学理工学部の宣伝
・距離が解っていて地図を描く方法
・距離が解らなくても地図を描く方法
・応用例：　九州の県はどれが「となり」か？　
　　　　　　　　　サルとヒトはどれくらい「近い」か？
・時間があれば ....
    写真や動画から「背景」や「動いているもの」を
　　　自動的に見つける。

内容予定
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中央大学理工学部の宣伝

• 東京ドームの目の前にある（都心。八王子ではない）

• 数学、物理、電気電子情報通信工学、精密機械工学、
応用化学、土木工学、経営システム工学、情報工学の８
学科制

• ２１世紀 COE に選ばれた高い研究レベル

• 推薦で進学できる大学院の学費は旧国立大学と同額
（安い！）

• 有名企業を含む豊富な求人。

• 充実した就職サポート（理工学部独自のキャリアセンタ
ーで入学時からキャリア教育）
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距離が解っていて地図を描く方法

地図を描く場合には普通、緯度と経度が解っている。
しかし、昔は「三角測量」というもので地図を描いていた。

A 地点（既知）

Ｂ地点（既知）

Ｃ地点
（未知）

距
離

角 A

角Ｂ

底辺と２角が解れば
三角形は描ける
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三角形を描く方法は他にもある。例えば、「３辺の長さ」

A 地点（既知）

Ｂ地点（既知）

Ｃ地点
（未知）

距
離
AB

距離 A Ｃ

距離ＢＣ

３点の距離が解れば
地図は描ける
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もっとたくさんの場合は？（例：１０都市）

１０都市間の距離が与えられている。地図を描くには？
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23

まず、点２と３を２と３の距離を置いて配置
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次に２と９，３と９の距離から９の位置を決める。

９か９’である。
どっちでもいいので
９とする
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次に２と５、３と５，９と５の距離から５を置く

(a) ２と３の距離
（ｂ）３と５の距離
（ｃ）９と５の距離



05/03/1010

残りの点を同様にして置いていく。

１０都市の位置が決定
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地図と合わせてみる

１０個の都市の
名前を入れて、
東西南北を
入れて見る。
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裏返しなので直す
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北が上になるように回転する
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地図に重ねてみると .....
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解ったこと

点がたくさんあっても、距離が解っていれば
裏返したり回転したりすれば地図を描ける
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距離が解らなくても地図を描く方法

距離の大小関係しか解らない（小さい順）だったら？

これで地図が描けるか？
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まず２と３を適当に置く。
次に「２と９の距離」＞「３と９の距離」
を考えると９が置ける範囲は ....

こっち側なら
どこでもいい。



05/03/1018

一方、「２と３の距離」＞「２と９の距離」
「２と３の距離」＞「３と９の距離」を考えると

９はここにしかおけない！
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３つの不等式全部を考えると ...
９が置ける場所は案外狭い。
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９を適当に決めて５を置く

（ a ）　２５＜２９
（ｂ）　　３５＜３９
（ｃ）　　５９＜３５
（ｄ）　　５９＜２５
（ e ）　３５＜２５

置けるところは少ない。
５を適当において
先に進む。（８とか）
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ところが、いい加減にやると先で破綻する

９を９”に置くのは
構わないはずだが、
そうすると１０を
置く場所がない！

「２と１０」＜「２と９”」
「３と１０」＜「９”と１０」

本当は９を置ける場所はもっと狭い。
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１０個の都市はいくつの「不等式」を
満たさないといけないか？

１０個の都市の２つの都市の距離の数：
１０個から２個とる組み合わせの数
                       ＝１０（１０ １）／２＝４５−
４５通りの数全てに大小関係がつくから、
不等式の数は４５から２つをとる
全ての場合の数なので
４５（４５ １）／２＝９９０通り！−
１０個の都市を置くのに９９０個もの不等式を
満たさないといけない。
そうすると ...
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距離が解っている場合と解ってない場合

● ：解っている
○ ：解ってない

大小関係だけで
ちゃんと地図が
描ける！
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何に使うか？

「くらべたいもの」がたくさんある。
どれとどれがどれくらいちがっているかは
大体しか解らない。無理して、解っている違いを
距離として使うと変な形になるかもしれない。
そういう場合は「大小関係」だけの方がいい。
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九州の県の関係を見る

行の県から列の県への人口移動数＝県の類似度

県と県との関係は？

「近い」「遠い」は表現できても厳密な「距離」ではない
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福岡が全体の中心。地理的な関係とは違う。
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こんな風に「距離が解らなくても
地図を描く方法」は目に見えない
関係を地図として表現する能力に
長けている。

→ 　「科学」にはどう使えるだろうか？
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○人間は猿に近いか遠いか？

種：　動物の区別。犬、猿、人間。

直感的に「犬と猿の距離」＞「人間と猿の距離」
とかは解るだろう。「科学的」（客観的）に種間の
距離を調べて地図を描くにはどうする？

種の距離＝遺伝子の違いの程度
∵ 　犬と猿の違いは遺伝子の違い。
　　　人と猿の違いも遺伝子の違い。
　　　だったら、その違いで「距離」を測ろう！
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遺伝子＝DNA （長い分子）

・二重らせん
・４種の小さな分子が
　　長くつながったもの。
　　（人間：３２億個）
・ほとんど全ての細胞が
　一組ずつもつ。
・４種類の分子の並び方で
　生物の形や機能を決定。

→ 　遺伝子の違いが　
　　　種の違い。
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ワオキツネザル

アカゲザル

ニホンザル

ヒト、チンパンジー、
ゴリラ、オランウータン

区別不能！

遺伝子の違いを距離として地図を描く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０種のサル）
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ゴリラ

オランウータン

チンパンジー

ブッシュ　（ヒト代表）
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結論：

人間は自分が独自の生物だと思っているが
遺伝子からすると非常にわずかな差しかない。
ゴリラ、チンパンジー、オランウータン、ヒト、
などを別々のグループに分ける「根拠」
は実は無いかも。

　　　→　何がヒトをヒトたらしめているの
　　　　　　かがむしろなぞ。
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まとめ

距離が解らなくても地図を描く方法を紹介した。
これは「目に見えない地図」を描く方法だった。
これを使うと「見えなかったものがみえる」
ようになる。

→ 　ほんとうはいろいろもっと応用例がありますが、
　　　時間があれば話します。
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画像処理への応用：「動き」と「背景」の認識

人間は「背景」と「車」を
見てすぐ区別できる。
これを自動的にできないか？
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手順：

・画像をブロック状に分割

・ブロック間の色の差の絶対値の和を
  「距離」とする

・個々のブロックを「都市」
として地図を描く
　
　→　色の似たものはそばに

１

２

１
２

３
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結果：

直線上の列が見られる。
元の画像ではこれは
「背景」である。

  → 背景を抽出できる。
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もちろん、地図を描く方法が
「背景」を認識したわけではない。
色合いの違い、という基準で
各ブロックを並べただけ。
しかし、それでも機械的に「背景」
選別できるような自由度の空間に
ブロックを配置できたのは事実。

       　→ 人間の認知に近い結果。

地図を描く方法は
「本質的な」関係を抽出できる。
                               ( 特許出願中 )
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〇 「動き」の抽出 (with 山中 )

連続画像から「動いている車」を認識する
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地図を描く方法でこれを
「自動的に」できないか ?

手順：

・連続画像の「差分」を作成

・差分画像をブロック状に分割

・ブロック間の色調の差の絶対値の和を
  「距離」とする

・個々のブロックを「都市」として地図を描く
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結果：

原点から離れたところに埋めこまれた
ブロックが「動いているブロック」である
ことが解る
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人間はカメラがパンしていてもその中で
車が動いていることを認識できる。

背景はいっしょにゆっくり動いているので
車の動きだけが相対的に大きい。
これを特徴的に抽出している

地図を描く方法は
画像差分の色合いだけから同じようなことをする
ことができる。
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