
  
 

 
 

スケッチブックでのお絵描きを拡張するための  
CGと音を活用したメディアツールの提案  

 

近藤菜々子†	 	 後藤沙織†	 	 水野慎士† 
 

スケッチブックへのお絵描きは，ペンやクレヨンさえあればいつでもどこでも始められ，特に子供たちにとっては

も身近な芸術制作の一つである．そのため，スケッチブックへお絵描きするような感覚で二次元および三次元の CG
を制作できるコンピュータアプリケーションが数多く開発されている．その中で，本論文では実際にスケッチブック

にお絵描きをしてもらいながら，描かれた絵を CGおよび音で拡張するメディアツールを提案する．本ツールでは，
スケッチブックに描かれている絵をビデオカメラで撮影することで，画像処理技術で抽出した絵の特徴に基づいてリ
アルタイムで CGの生成や音の再生を行う．提案ツールを通して見た絵は，動き出したりオブジェクト追加されたり
するのに加えて，様々な音も発生する．ユーザは絵や音の変化を楽しみながらスケッチブックへお絵描きすることが

できる． 

 

A Proposal of a Media Tool using CG and Sound to Expand Drawing 
on a Sketchbook 

 

NANAKO KONDO†	 SAORI GOTO†	 SHINJI MIZUNO† 
 

Drawing on a sketchbook is easy to start only with color pens or crayons, so it is one of the most popular art works especially for 
children. Thus a lot of computer applications which enables us to create 2D / 3D computer graphics with drawing operations. In 
this paper, we propose a media tool that can expand drawing on a physical sketchbook with computer graphics and sound. Our 
tool takes a picture on a sketchbook with a video camera and extracts features of pictures using image processing technology. 
The tool generates 3D computer graphics and synthesizes sounds based on extracted features. The picture on a sketchbook would 
be deformed, move, or be added some objects, and each objects on the picture makes sound when it is seen through our tool. The 
user can enjoy expanded drawing on a sketchbook with CG and sound. 

 
 

1. はじめに    

	 スケッチブックへのお絵描きは，ペンやクレヨンさえあ

ればいつでもどこでも始められ，特に子供たちにとっては

も身近な芸術制作の一つである．そのため，スケッチブ

ックへお絵描きするような感覚で CG を制作できるコンピ

ュータアプリケーションが数多く開発されている．これら

は，OS 付属のアプリケーションのような簡易的なものか

ら，二次元スケッチを三次元 CG に変換するアプリケーシ

ョン[1]や，彫刻や版画のような感覚で CGを生成する手法

[2]などが知られている．また，スケッチをアニメーション

で動かすことができるアプリケーション[3]，空中へお絵描

きができるアプリケーション[4]，作成した 3次元モデルな

どに自由に着色するアプリケーション[5]など，CG や画像

処理の技術などを用いてお絵描き表現の拡張を試みている

ものも少なくない．また，画像処理技術や拡張現実感を用

いて，スケッチ等のお絵描きをアシストするシステムも提

案されている[6][7]．しかし，これらのアプリケーションを

本当にスケッチ感覚で扱うには液晶ペンタブレットなどの

機器が必要であることが多く，いつでもどこでも手軽にと

は必ずしも言えない．また，子供たちが自由自在にお絵描

きするには画面サイズが不十分である場合も存在する． 
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	 そこで，本論文ではスケッチブックに描かれた絵をカメ

ラで撮影して画像処理や CG生成，音響処理を施すことで，

通常のお絵描きを拡張するメディアツールを提案する．ユ

ーザは市販のスケッチブックにカラーペンで自由にお絵描

きをする．そして提案ツールのカメラを通してスケッチブ

ックの絵を眺めると，自分で描いた絵が動き出したり，自

分では描いていないオブジェクト追加されたりした映像が

生成される[8]．そして本論文では，従来のお絵描き拡張ツ

ールをさらに拡張することで，描いたオブジェクトに基づ

いて様々な音を生成することを実現する．ツールによって

生成される映像や音はユーザのお絵描きによって逐次変化

するため，ユーザは自分が描いている絵や生成される音が

どのように変化するのかを確認しながら，自由にスケッチ

ブックへのお絵描きを楽しむことができる．本稿では提案

するお絵描き拡張ツールの概要，実現方法，試作ツールを

実際に子供たち使ってもらった様子などを報告する． 

2. お絵描き拡張ツールの概要  

	 本論文で提案するお絵描き拡張ツールは，通常のお絵描

きで使用するスケッチブックとカラーペンに加えて，スケ

ッチブックを撮影する Web カメラと処理用 PC，スピーカ

ーで構成される（図 1）．ユーザはカラーペンでスケッチブ

ック上に自由にお絵描きを行う．現在使用しているカラー

ペンの色は 7種類で，事前にツールに色情報が与えられて
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いる．スケッチブック上の絵は Webカメラで撮影されてお

り，その動画像は PC に送られて逐次処理が行われる．PC

に送られたスケッチブックの動画は，各フレーム画像に対

して色の解析，各色の領域の抽出，各領域の形状特徴量の

計算などが行われる． 

	 お絵描き拡張ツールの映像は三次元 CG として生成され

る．Webカメラで撮影されたスケッチブックの絵は，ポリ

ゴンメッシュで構成される面上にテクスチャとして貼り付

けられる．そして，スケッチブックの絵の各色に対応する

ポリゴンメッシュ上の領域が色ごとに異なる方法で変形す

る．このとき，変形量が周期的に変化したり，変形領域が

徐々に移動したりするため，お絵描き拡張ツールによって

生成される映像は CG アニメーションのように変化する．

また，色によっては対応するポリゴンメッシュ上の領域に，

花などの三次元オブジェクトが追加で描画される． 

	 お絵描き拡張ツールではスケッチブックの絵によって

様々な音を生成する．あらかじめカラーペンの各色に対し

て異なる音色が用意されており，スケッチブックの絵の各

色のオブジェクトの位置や大きさに応じて音源が空間中に

配置されて，ツールは音響を合成する． 

	 スケッチブックに描かれた絵の解析，および映像と音の

生成は逐次行われるため，ユーザはスケッチブックで絵を

描きながら，お絵描き拡張ツールで生成される映像と音の

変化を楽しむことができる． 

 

 
図 1 お絵描き拡張ツールのシステム構成． 

3. 実現方法  

3.1 映像の解析  
	 図 2に提案するお絵描き拡張ツールの処理手順を示す．

ツールでのお絵描きで用いるカラーペンは赤色，ピンク色，

緑色，青色，水色，黄色，および黒色の 7種類で，各色に

関する情報（HSV色空間）は事前にシステムに与えられて

いる．Webカメラはスケッチブックをビデオ撮影しており，

ユーザがスケッチブック上にカラーペンで絵を描くと，

Web カメラの各フレーム画像に対して画像処理手法を適

用して，処理結果に基づいて三次元 CG映像が生成される． 

	 図 3にスケッチブック上の絵に対する処理過程で生成さ

れる画像を示す．始めに，Webカメラで撮影されたスケッ

チブック上の絵（図 3(a)）のビデオ映像に対して，色相や

彩度に基づいて色別領域抽出を行う．そして，抽出した領

域に対して Opening / Closing処理を施して小領域や穴を削

除することで，映像生成ツールで用いる色別領域画像（図

3(b)）が生成される．次に，生成した色別領域画像の各領

域について，輪郭検出を行って面積と周囲長を計算して，

各領域の円形度を求める（図 3(c)）．また，各領域に対して

ユークリッド距離変換を施すことで距離変換画像を生成す

る（図 3(d)）．距離変換画像および各領域の位置や円形度は，

ツールが生成する CG 映像の変形量や変形速度，音源の位

置や性質の決定に用いられる． 

 

 
図 2 スケッチブック上の絵に対する処理過程の様子． 

 

 
図 3 お絵描き拡張ツールによる映像処理の手順． 

(a)スケッチブックの絵	 

(c)	 各領域の輪郭→円形度	 (d)	 各領域に対する距離変換	 

(b)	 色に基づく領域分割	 
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3.2 三次元 CGの生成  
	 スケッチブックの絵の三次元化には様々な方法が考えら

れる．提案ツールではスケッチブックを拡張するという観

点から，文献[1]で用いる手法のように領域の形状が確定し

た後で個別の三次元立体を生成するのではなく，スケッチ

ブックを模したポリゴンメッシュ平面を変形させることで

三次元形状を生成する手法を用いる．これにより，提案ツ

ールではスケッチブックに色を塗るだけでなく，盛り上げ

たり，逆に掘り下げたりすることができるカラーペンを使

ってお絵描きするような感覚となり，スケッチブックを立

体化したような三次元 CGが逐次生成されていく． 

	 まず，Webカメラで撮影されたスケッチブックの絵を三

次元CG空間中の xy平面上に配置されたポリゴンメッシュ

平面の上にテクスチャとして貼り付ける．カラーペンで描

いていない部分には任意の画像を貼り付けることもできる．

その状態では，スケッチブックに描かれた絵と変わりない．

そこで，前節の手順で得られた各領域の距離変換画像と円

形度画像を用いて，各領域に対応するポリゴンメッシュの

各頂点の z座標を変化させて三次元 CGを生成する． 

	 ポリゴンメッシュ面の変形量は色別領域画像の距離変換

画像によって決定する．現在，基本変形量は距離変換画像

の対数に基づき，大きく太く描いた領域ほど変形量は大き

くなり，中央部分から曲面的に変形する．なお，実際の変

形量や変形方向は，その領域の色や円形度によって基本変

形量から変化させている．図 4に色によるポリゴンメッシ

ュ変形方法の違いの例を示す． 

	 領域の色によっては変形量を周期的に変化させる．これ

により，ポリゴンメッシュ上の対応領域が脈動を打つよう

に変形を繰り返す．例えば円形度が小さい領域ほど変形量

や変形周期を大きくすることで，複雑な形状な領域ほど活

発に脈動を打つように変形するようになる． 

	 ポリゴンメッシュの変形に加えて，領域色によっては追

加のオブジェクトを描画する．図 4では，青色の領域には

多数のコーン形状が配置されている．また緑の領域には花

や果物の三次元オブジェクトが追加描画されるため，スケ

ッチブックに葉が生い茂る木を描画した場合には，木に花

が咲いて果物が実っているような三次元 CG が生成される． 

	 生成された三次元 CG では，各色の領域を画面中で自由

に移動させることも可能である．これは，動かしたい色領

域画像を平行移動させることで実現する．色領域画像が移

動することにより，距離変換画像と円形度画像も移動して，

結果としてポリゴンメッシュ変形領域も移動する．平行移

動量は Web カメラで検出された画像中のオプティカルフ

ローの平均値に基づき，しきい値を超えた場合にその値に

基づいて移動速度を決定する．これにより，スケッチブッ

ク上に手をかざしてから動かしたい方向に振ることで，特

定の色で描いた物体だけを三次元 CG 中で移動させること

が可能である． 

 

 
(a) スケッチブックの各色の図形． 

 

(b) 各色領域の変形． 

図 4 色の違いによるポリゴンメッシュの変形の違い． 

 

3.3 音の生成  

	 お絵描き拡張ツールでは，スケッチブックに描かれた絵

に基づいて音も生成される．ツールは各色に対して異なる

音色を用意している．そして，スケッチブックの絵に基づ

いて空間内に各色の音色を持つ音源が配置されて，すべて

の音源からの音響が合成される．  

	 まず，色別領域画像の各領域の中心座標の横方向(x)座標

に基づいて各色，各領域の音源を空間中に配置する．この

とき，位置の違いによる音量の変化を低減させるため，図

5 に示すように音源を円形上に配置する．次に，各領域の

形状特徴量に基づいて各音源の音色の性質を決定する．現

在は形状特徴量として領域の面積を用いており，面積によ

って音のピッチを変更する．現在のツールでは面積が大き

い領域ほど高くて早い音色が音源に設定される．そして，

配置された各色，各領域の音源からの音色に基づいて音が

合成される．このとき，マイクを原点に設置して，音源の

位置に基づいて左右の音量を決定することで，全ての音源

からの音色を合成したステレオ音響が生成される． 

	 これらの音響生成処理は三次元 CG の場合と同様に絵の

解析処理に対して逐次行われる．ユーザのお絵描きに応じ

て各色の領域が変化して，それにより音源の情報も逐次変

化していき，リアルタイムで音が生成されて変化していく． 
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図 5 スケッチブックの絵に基づく音源の配置． 

 

4. 実験  

4.1 ツールの実装  
	 本論文で提案したお絵描き拡張ツールを PC 上に実装し

て実験を行った．使用した PCは Mac Book Air（Mac OSX 

10.7.4，2GHz Core i7，8GBメモリ）で，C++を用いて開発

した．なお，画像の解析には OpenCVライブラリ，映像生

成には OpenGL，音響処理には OpenAL ライブラリを使用

している． 

	 Webカメラの映像は 320×240(ピクセル)で入力しており，

スケッチブック上の絵を貼り付けるためのポリゴンメッシ

ュ面は 86,400 個(240×180×2)の三角形パッチで構成して

いる．生成される映像は 10（フレーム/秒）である．また，

音の生成はオンオフの切り替えが可能である． 

4.2 三次元 CG映像と音の生成実験  

	 スケッチブック上にカラーペンで絵を描いて，お絵描き

拡張ツールに適用させて三次元 CG 映像と音を生成する実

験を行った．カラーペンの色別の変形や追加オブジェクト

の設定，および音色は以下の通りである． 

・赤：＜映像＞盛り上げ(大)，周期的に変形量変化． 

	 	 	 ＜音色＞鳥の鳴き声． 

・ピンク：＜映像＞盛り上げ(小)，移動． 

	 	 	 	 	 ＜音色＞猫の鳴き声． 

・緑：＜映像＞掘り下げ(中)，花オブジェクト追加． 

	 	 	 ＜音色＞鈴虫の鳴き声． 

・青：＜映像＞掘り下げ(中)，コーンオブジェクト追加． 

	 	 ＜音色＞せせらぎ音． 

・水色：＜映像＞掘り下げ(小)． 

	 	 	 	 ＜音色＞羊の鳴き声． 

・黄：＜映像＞盛り上げ(中)． 

	 	 	 ＜音色＞犬の鳴き声． 

・黒：＜映像＞変形せず．＜音声＞なし． 

	 図 6では，スケッチブックに赤やピンクのペンで描いた

太陽や動物が，ツールで生成された映像では膨らんでいる

のが確認できる．そして実際には周期的に脈動している．

また，青色や緑色のペンで描いた鳥や木が，生成された映

像ではコーン上の物体や花が追加されている．ツールで生

成された映像は三次元 CG のため，視点を移動させること

で様々な方向から変形の様子を確認することもできる． 

	 図 7 では，スケッチブックに描いた絵から三次元 CG を

生成するのに加えて，描画した各オブジェクトに基づいて

音色を設定した音源を配置することでステレオ音を合成し

ている．緑色の山を描くと鈴虫の声が流れ始め，青色の川

を描くとせせらぎ音が聞こえてくる．そして赤色や黄色，

水色で動物を描き加えると様々な方向から鳴き声が聞こえ

てくるのが確認できる． 

 	 図 8では，スケッチブックにはピンク色の魚と緑色の水

草が描かれている（図 8(a)）．そして提案ツールで生成され

た映像では，背景部分に水中をイメージしたテクスチャを

貼り付けている（図 8(b)）．そして，ユーザがスケッチブッ

ク上で手を動かすことで，提案ツールで生成された映像で

はピンク色で描いた魚だけが泳いでいるように横方向に移

動していく（図 8(c)）．このとき，音源も移動が移動するた

め，生成される音響も魚と共に移動していくことが確認で

きる． 

	 お絵描き拡張ツールでの三次元形状生成法は，各色の領

域の距離変換画像に基づいており，スケッチブックの画像

から距離変換画像を逐次計算しながら立体形状を生成して

いく．そのため，カラーペンでスケッチブックに絵を描く

ことだけでなく，スケッチブックに手をかざして絵の一部

を隠した場合でも，距離変換画像が変化して生成される立

体形状も変化する．このとき，手の部分は各色領域に対し

て背景となるため，スケッチブック上の絵から生成された

立体形状オブジェクトが手で押しつぶされたように対話的

に変形する（図 9）．また，領域の面積が変化するため，生

成される音のピッチも対話的に変化する． 

4.3 子供たちによる制作実験  
	 提案したお絵描き拡張ツールを小学校低中学年対象の授

業において，10名程度の子供たちに実際に使用してもらい，

その制作の様子を観察した．図 10に子供たちによる制作の

様子と作品を示す． 
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	 多くの子供たちはお絵描きが大好きであり，率先してス

ケッチブックへのお絵描きを楽しんだ．そして自分の描い

た絵を映像ツールに通して見たときに，その絵が色によっ

て膨らんだり，脈を打つように動いたり，自分で描いた木

に花が咲いているのを確認すると，驚いたりおもしろがっ

たりするなど，お絵描き拡張ツールへの反応が大きかった．

また，自分の描いた絵が画面上で動いているのを見ながら

不思議そうに絵に触れている子供や，生成された映像を見

たあとに，一度描いた絵に修正を加えていき，自分の思い

通りの変形が行われるようにお絵描きを続ける子供も少な

くなかった．スケッチブックに絵を描きながら，逐次生成

される映像を楽しむ子供も見られた． 

5. まとめ  

	 本論文では，多くの子供たちが慣れ親しんでいるお絵描

きを拡張するメディアツールを提案した．普通のお絵描き

と同じように，スケッチブックにペンで自由に絵を描き，

その絵をお絵描き拡張ツールに通すことで，描いた絵を変

形させたり動かしたりした映像を生成することができる．

さらに描いたオブジェクトからは様々な音が生成される．

子供たちに使用してもらった実験では，子供たちのお絵描

きでの創造意欲を向上させる可能性も確認できた． 

	 今後の課題としては，形状特徴に応じたより多彩で適切

な変形や移動，音色の種類や性質の変更の実現があげられ

る．例えば，色領域の位置や隣接する色領域の情報を取得

することで，スケッチブック下段部の緑色領域は草原，ス

(a) スケッチブックの絵． (b) 生成された三次元 CG映像． 
 

(c) ピンク色領域が移動する様子． 
 

図 8 お絵描き拡張ツールによる映像生成例(3)． 
 

(a) スケッチブックの絵． 

(b) 生成された三次元 CG映像 

図 7 お絵描き拡張ツールによる映像生成例(2)． 

(a) スケッチブックの絵． 

(b) 生成された三次元 CG映像． 

図 6 お絵描き拡張ツールによる映像生成例(1)． 
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ケッチブック中段部で黄色領域の上部に隣接する場合は樹

木と認識させることができれば，花などの追加オブジェク

トの表示方法を適切に変更させることが可能となる．また

認識結果に基づいて適切な音色を選択して，描画した絵に

マッチした音を自動で生成することが可能となる．また，

お絵描きを拡張する手段として，変形や追加描画以外のイ

ンタラクティブ要素の付加も挙げられる．例えば，生成さ

れる映像が三次元 CG であることを生かして，映像の中で

ボールを転がして遊ぶゲームを実現したり，お絵描きに基

づくオリジナル楽器を創造したりすることも可能である． 

	 さらに，生成された三次元 CG を立体視に対応させるこ

とで，スケッチブックの映像が本当に飛び出して見えるツ

ールへの改良も検討中である． 
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図 9 手による生成映像の変形． 

(a) 生成された三次元 CG映像 

(b) 指を当てて生成した三次元 CG 映像 

(a) お絵描きする子供． 

図 10 お絵描き拡張ツールを使用する子供たちと作品． 

(b)作品 1． 

(c)作品 2． (d)作品 3． 
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