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概要:
ハッシュタグとはソーシャルメディアなどにおいてユーザーがコンテンツにメタ情報を付
け加えるための短い文字列のことである。ハッシュタグの新しい語彙の出現や使用類度に
は、Zipf 則や Heaps 則のような統計的な特徴があることが知られており、それは Yule–Simon
過程という数理モデルで近似できる。我々は各ハッシュタグが Yule–Simon 過程で期待され
る成長からどれほど逸脱するかを計測した。そして、期待値からのずれの程度を逸脱係数β
として定義し、各区間ごとのβが閾値β+を超えた時に速い成長、β−を下回った時に遅い
成長とみなす。この研究では、β+,β−の決め方を考えたい。そこで、代表的なハッシュタ
グをいくつか選び出し、Yule–Simon 過程のシミュレーションと実データとをβの揺らぎの
大きさという観点で比較した（図１）。結果、実データは Yule–Simon 過程に比べて揺らぎ
が大きいことが分かった。また、両者のβ（の対数）のヒストグラムを比べると、シミュレ
ーションでは左右対称で、実データでは偏りが見られた。この大きな揺らぎの起源や、βの
対数ヒストグラムが対称になる意味について議論したい。

図１:上段は Yule–Simon 過程のシミュレーション結果、下段は実データ。左カラムはβの
時系列、右カラムはβの対数ヒストグラム。シミュレーションでは出現数最大のハッシュタ
グ、実データでは Yule–Simon 過程によく従うハッシュタグとして「＃ソファ」を選択した。
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Web コンテンツの進化における新規性のメカニズム
A Mechanism of Novelty in Evolution of Web Contents
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オープンエンドな進化を特徴づける要素の一つに, 継続的に新規性を生み出し, また, その新規性がどのよう

に新しいのかという新規性自体の新規性も生み出され続けるということが挙げられる. 進化による新規性の創
出に関しては, 生物進化史における新規形質の出現の背後にある遺伝子の変異や, 進化アルゴリズム研究での

新規性探索の研究において議論されてきたが, 実際のシステムの進化史を通じて過去の新規性から次の新規性

が創出されていく過程を解析した例は限られている. そこで, 本研究は Web が急速な拡大と共に新規性を生み
出し続けていることに着目し, SNS で用いられるタグ（ハッシュタグ）の新しい使用法の出現過程について解
析を行った.

本研究ではタグの使用法はタグ間の共起に反映されていると仮定し, ある SNS の約 7 年間分の投稿に添付

されたタグの新規組み合わせ間の類似度を測り, それらのタグ組み合わせの類似度ネットワークを作成した

（図 1）. このネットワーク上では, タグの新規組み合わせ（頂点）はそれらより前に SNS に投稿された組み
合わせの中で最も類似した組み合わせと接続しており, 新規組み合わせが時間経過と共に最も類似した既存組
み合わせから広がっていく過程を表す. 同様のネットワークをタグの組み合わせをランダムにしたデータで作
成して実データと比較したところ, 実データには低次数の頂点が細長い鎖のように連なった構造が多く存在し

（図 1a）, また, 高次数の頂点同士が比較的固って接続していることが分かった（図 1b）. 前者の構造は新規性
を多く生まないが, そうした鎖状構造の先に高次数の頂点が密集する新規性が多く産出する領域が存在するこ
とがあり, 鎖状構造は新規性のある多産モードから別の多産モードへの探索・移行過程を表していると考えら

れる. これらの結果から, タグの進化における新規性の創出には, 多産な新規性の集中と, それらをつなぐ長い
架け橋のような新規性の連鎖という２つの機構が存在すると推察される.

図1

作成したタグの新規組み合わせのネットワーク. a: 低次数の頂点が連なった鎖状の構造. b: 高次数

の頂点が集中する構造.
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「新規性の波」の生成を目指すエージェントベース壺モデルの拡張
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人工生命研究において、オープンエンドな進化のメカ
ニズムを明らかにすることは重要な課題であり、これま
で様々な研究が行われてきた (Bedau et al., 2000)。オー
プンエンド性を創生する源は、新規性の連続的な出現に
ある。新規性が現れ、注目を集めて成長していく過程を
観察し、その根源的な仕組みを明らかにすることは、オー
プンエンドな進化を本質的に理解する鍵である。
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図 1: 新規性の波。左: Twitter, 中: 既存モデル, 右: 提案
モデル

新規性の波
現頻度を「クラス」とする概念を導入し、1. エージェン
トの出現頻度クラスへの分類 2. クラスの選択 3. クラス
からエージェントの選択 の 3 ステップでエージェントを
選択するよう拡張する。第 3 ステップにおけるエージェ
ント選択方法はモデルの実装者に委ねられており、モデ
ルの表現度が格段に向上した。
ここでは、第 3 ステップに「自分より有力なエージェ
ントに呼び出された経験のあるエージェントを選択する」
というアルゴリズムを用いた例を示す。図 Referencesﬁg:waves 右はその結果であるが、既存モデルに比較して、
初期に登場したエージェントと後期に登場したものの間
のアクティブ頻度差が縮小している様子が分かる。

Monechi et al. (2017) は、複数のソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス (SNS) の行動ログと自然言語データベー
スを対象に、新規性の現れる傾向について分析した。そ
こでは、SNS では後から登場したユーザが急速に注目を
獲得する現象が見られた一方で、自然言語ではそのよう
な現象が起こりづらいことが報告された。これは、人間
の行動には新規性への注目度を高める何らかの性質があ
ることを示唆する。

エージェントベースの壺モデル
Ubaldi et al. (2021) は、ポリア壺モデルをエージェント
ベースモデルに導入することで、実社会の様々な人間の行
動を再現できることを示した。彼らは人間の行動が「活
用と探索」に基づいているとし、モデルに既知の情報空
間を活用する度合い ρ と隣接可能空間を探索する度合い
ν 、探索の方法を定義する戦略 s の 3 つのパラメータを
与えた。
しかしこのモデルは新規性の波を再現することができ
ない。図 1 は、ユーザの誕生時刻 (横軸) と最終的なア
クティブ頻度 (縦軸) の関係をプロットしたものである。
Twitter モデルは後期に登場したユーザも高いアクティブ
頻度を獲得しているのに対し、既存モデルは誕生時刻が
遅くなるにつれてアクティブ頻度が低下している。

今後の展望
我々のモデルは、新規性の波を高精度に再現できる潜在
能力を持っている。今後、より精度を高めるパラメータ
の探索が求められる。一方で、新規性の波の出現にはセ
マンティクス的非対称性が必要であるとする議論がある
(Monechi et al., 2017)。こうした議論をモデルに取り込む
ことにも挑戦していきたい。

References
Bedau, M. A., McCaskill, J. S., Packard, N. H., Rasmussen, S.,
Adami, C., Green, D. G., Ikegami, T., Kaneko, K., and Ray.,
T. S. (2000). Open problems in artiﬁcial life. Artiﬁcial Life,
6(4):363–376.

提案モデル
我々は既存モデルの「集団全体から、アクションを起こ
すエージェントを選択する」部分を抽象化し、モデルに
新たなパラメータ戦略 s2 を加えることを提案する。これ
までの研究から、同じ出現頻度のエージェント集合から
どれを選ぶかを変更しても、Zipf 即や Heaps 即など統計
則は維持されることが明らかとなっている。そこで、出

Monechi, B., Ruiz-Serrano, . A., Tria, F., and Loreto, V. (2017).
Waves of novelties in the expansion into the adjacent possible. PLoS ONE, 12(6):e0179303.
Ubaldi, E., Burioni, R., Loreto, V., and Tria, F. (2021). Emergence
and evolution of social networks through exploration of the
Adjacent Possible space. Communications Physics, 4(1):28.
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空間囚人のジレンマゲームにおける連鎖的ゲームの協力進化への影響
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協力行動は社会秩序を保つために必要だが，非協力者のただ乗りによって一方的な搾取を受けるため本
来不利な行動であることがゲーム理論における囚人のジレンマゲームにより指摘されている．しかしここ
数十年で，繰り返しの相互作用や空間構造の導入など様々な現実的拡張が協力の進化を助けることが明ら
かになってきた．これらに触発され，本研究では個体間のゲーム回数の不均一さに注目して協力の進化との
関連性を探ることとする．
そもそも，これまでの多くの進化ゲームモデルでは 1 世代の間に各個体が自分以外と互いに等しい回数
ゲームを行うという仮定があった．この仮定は，ゲームなどの相互作用の間隔より世代交代の間隔が長いタ
イムスケールである生物進化においては自然だが，一方で文化的な進化の文脈では戦略更新の間隔がゲー
ムの間隔に近づくため個体間のゲーム回数の不均一さを無視できなくなる．この考えに基づき，Roca らは
サイズ N の有限個体群から s ペア (s < N ) をランダムに選んでゲームさせるモデルを用いて，ゲームする
ペアが少ないほど（すなわちゲーム回数の偏りが大きいほど）協力の進化を助けることを示した [1]．彼ら
のモデルでは人々の行動が常に同じ確率で起こりうる状況を考えたが，一方で人間は間欠的に行動すること
も知られており [2]，その原因として行動の連鎖が挙げられている．したがって，本研究では行動の連鎖が
どのように協力へ影響を与えるか調査することを目的とする．具体的には，連鎖的行動を再現する Hawkes
過程に基づいてゲーム実施を行う空間囚人のジレンマゲームモデルを構築することで，1) 自分自身の行動
による連鎖的ゲーム (自己励起) と，2) 他者の行動による連鎖的ゲーム (他者励起) がそれぞれどのように協
力の進化へ影響を及ぼすかを調査した．比較対象としては，Poisson 過程を用いたゲーム実施確率が常に一
定となる場合を用意した．
これまでの結果として，非協力者の有利さを示すパラメータ b を大きくしても自己励起によるゲーム実
施の場合では協力を保つことができ，逆に他者励起は b が大きくなると Poisson 過程の場合よりも協力が保
持できないことが分かっている (図 1)．すなわち，他人につられて行動することよりも，自分自身で連鎖的
に行動する（短期間に多く行動するときとほとんど行動しないときがある）方が協力の進化へ良い影響を
与えることが判明した．一方で，現段階だと自己励起と他者励起が同時に起こりうる場合の調査が不足し
ており，どのような自己励起と他者励起の組み合わせが最適なのかが不明である．そのため，自己励起と他
者励起それぞれの度合いを共進化させるモデルの検討・実行が現在進行中である．
100試⾏平均

協⼒者の割合

⾃⼰励起
他者励起

Figure 1: 非協力者の有利さ b の変化による Poisson 過程，自己励起，他者励起のそれぞれの場合における協力者割合
の変化．

Reference
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進化系統樹を用いた COVID-19 関連ツイートの感情遷移分析
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いツイート同士で繋いでいく．そのため，ノード同士のつなが
りは「時間」ベースではなく「内容」ベースでつながることに
注意する必要がある．この操作を繰り返すことで進化系統樹が
構築される．そして，構築した進化系統樹のノードに感情に応
じた色を付けることで，系統樹上でどのように感情が遷移して
いくかを分析する．

はじめに

近年，ビッグデータ解析の発展により，Twitter などの SNS
に投稿された社会データも分析される対象となった．Jang ら
[1] は，Twitter 上に投稿されたツイート同士の文章類似度から，
木構造のネットワークグラフ (進化系統樹) を構築し，フェイク
ニュースと実際のニュースの情報伝播の特徴について分析した．
その結果，フェイクニュースの木構造は縦に深い構造を持つ一
方で，実際のニュースの木構造は横に広い構造を持つという違
いがあることがわかった．しかし，人々の感情はポジティブ（ネ
ガティブ）なまま伝染していくのか，また，ポジティブな感情は
情報伝播の過程でネガティブな感情へと切り替わるのか（ある
いはその逆），という情報と感情の伝播過程での相互作用につい
ては不明な点が多い．特に，新型コロナウイルス (COVID-19)
に対する感情はどのように遷移するのかは明らかにされていな
い．そこで，本研究では COVID-19 関連のツイートに対し，進
化系統樹構築と感情分析を行うことで，新型コロナ禍における
人々の感情遷移の様子を木構造で可視化し，その特徴を明らか
にすることを目的とした．

2

4

進化系統樹を構築した結果を図 1 に示す．進化系統樹の性質
として，階層が上にいくほどツイートが古く，同じ階層では左
のノードほどツイートが古いという性質がある．図 1 を見ると，
上の階層にはポジティブなツイートが多く，下の階層にはネガ
ティブなツイートが多いことがわかる．このことから，今回取
得した期間の COVID-19 関連のツイートには「ポジティブから
ネガティブに切り替わる」という特徴があるといえる．この理由
としては，正月休み明けに職場に復帰した人々が感染を恐れて
ネガティブとなった可能性や，1 月 3 日に米国での新規感染者数
が 100 万人を超えたことなどが考えられる．また，1 月 15 日に
南太平洋トンガで発生した「海底火山の噴火」に関するツイー
トで同様の分析を行った結果，同じ感情同士で固まり，感情の
切り替わりはあまり起きていなかった．そのため，COVID-19
の情報伝播としては，火山噴火のような一般的な自然災害の情
報伝播とは異なり，
「社会情勢に合わせて人々の感情も変化しや
すい」という特徴があることが考えられる．

データソース

分析対象となるツイートを収集するにあたり，TwitterAPI の
検索クエリ「オミクロン OR 感染 OR 新型肺炎 OR ウイルス
OR コロナ OR ウィルス, -RT」を用いる．OR を用いることで，
検索単語を 1 つでも含むツイートを取得することができ，-RT と
することでリツイートを除くことができる．この条件に当ては
まった 2021 年 12 月 31 日から 2022 年 1 月 8 日までの 1,680,704
件のツイートを分析に使用した．

3

結果と考察

分析手法

まず，感情分析ツール ML-Ask を用いて全てのツイートに対
し感情分析を行い，感情語を含まないツイートを分析の対象外
とした．ML-Ask とは，入力したテキストに「哀，怒，厭，喜」
などの 10 種類の感情が程度含まれているかによって，テキス
トを「ネガティブ，ややネガティブ，中立，ややポジティブ，ポ
ジティブ」の 5 段階で推定する手法である．次に，TF-IDF と
いう値を用いて，全てのツイートのベクトル化を行う．TF-IDF
は，
「ある文書内」で「ある単語」が「どのくらいの頻度で出現
するか」を表す TF 値と，
「全文書中」に「ある単語を含む文書」
が「逆にどのくらい少ない頻度で存在するか」を表す IDF 値を
掛けることで求まる．TF 値と IDF 値の計算式を以下に示す．

tf (単語i , 文書j ) =

文書j における単語i の出現回数
全文書に含まれる全ての単語の数

idf (単語i ) = log

図 1: COVID-19 関連ツイートの進化系統樹
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全文書の数
単語i が含まれる文書の数

本研究では，COVID-19 関連ツイートの進化系統樹を構築し，
そのノードに感情に応じて色を付けることで，この話題につい
ては，人々の感情が社会情勢に合わせて切り替わるという特徴
を明らかにした．他の話題や他の期間では感情遷移はどのよう
になるのか，感情の切り替わりの定量化については今後の課題
である．

ツイートをベクトル化したことで，2 つのベクトルのなす角
から，ツイート同士の文章類似度を求めることができる．これ
らのベクトル間の類似度をコサイン類似度と呼び，
「1 に近いほ
ど類似」，
「−1 に近いほど非類似」を意味する．
最後に，進化系統樹の構築を行う．構築はツイートの投稿日
時が古い順に行っていき，空グラフに最も古いツイートと 2 番
目に古いツイートを繋ぎ追加した後，3 番目に古いツイート以
降を，現在の木に含まれているツイートの中で最も類似度が高
∗ 静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻数理システム工学コース.
watanabe.sota.18@shizuoka.ac.jp
† 静岡大学学術院工学領域数理システム工学系列
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シミュレーション環境との共進化による
多様な輻輳制御アルゴリズムの自動生成
著者 :
遠藤輝人1, 阿部洋丈1, 岡瑞起1
発表者 :
矢内千陽1
1

筑波大学大学院 システム情報工学研究群

概要
インターネットにおいて, 輻輳の発生は情報が破棄されてしまう原因になる. 輻輳制御
アルゴリズムによって輻輳を避けているが, インターネット環境は時代と共に変化し続け
ているため, 環境に適したより良いアルゴリズムが求められてる.
本研究では, ネットワークシミュレーションを環境, 輻輳制御アルゴリズムをエージェ
ントとみなし, POET と呼ばれる共進化の手法を利用することで, 優れた輻輳制御アルゴ
リズムの生成を目指す.
実験では, ネットワークシミュレーションの難易度をパラメータによって制御し, 輻輳
制御アルゴリズムは Gramatical Evolution を用いて生成されるように設計することで,
環境とエージェントの共進化を実現した.

図1 : 輻輳窓サイズと適応度の関係を表したヒートマップ : 横軸 (BD1) は, 輻輳窓サイズの
平均値, 縦軸 (BD2) は輻輳窓サイズの標準偏差. 更新回数が多い個体を明るい色, 更新
回数が少ない個体を暗い色で示している.
ENDO, Teruto; ABE, Hirotake; OKA, Mizuki. Towards automatic generation of congestion control
algorithms by coevolving the environment, accepted for publication ALIFE 2022, 2022. より引用.

7

缶蹴り遊びのマルチエージェント強化学習による
組織化された振る舞いの創発
高田 亮介1 , 坂本 孝丈 2 , 竹内 勇剛 2 , 池上 高志 1
1

東京大学, 2 静岡大学

現実世界を生きる生物は，観測可能な情報が限定されているにもかかわらず，その限ら
れた情報を用いて他者と協調・競争することができる．本研究では，缶蹴り遊びを題材に，
どのような条件のもとで学習・適応すれば協調系として組織化された集団が創発するのか
を明らかにすることを目的とする．実験として，缶蹴り遊びにおける鬼（Taggers）と子
（Players）をそれぞれ 1〜5 体の個体数で用意し，深層強化学習手法 PPO を用いて 1000
万ステップの学習シミュレーションを行い，集団ダイナミクスの変化を分析した．鬼と子
はそれぞれ個別に視界を持ち，ニューラルネットワークを通して行動を決定する．学習シ
ミュレーション環境と実験結果を図 1 に示す．25 個のプロットはそれぞれ強化学習によ
る獲得報酬（青い線が鬼，オレンジ色の線が子）の変化を表す．図 1 より，鬼の個体数が
増加するほど全体的な鬼の獲得報酬は高くなることがわかる．しかし一方で，子の個体数
が増加する場合は 4 体までは獲得報酬が高くなるが，それを超えるとむしろ獲得報酬が低
くなっている．このように，鬼と子の個体数に伴い，それぞれの集団の獲得報酬は非線形
に変化した．また，子の個体数が増加すると，同じ学習プロセスであるにもかかわらず，
缶に近づく子と壁の後ろに隠れる子のように振る舞いのパターンが分化した．この結果よ
り，非線形なダイナミクスの変化は集団による創発現象と捉えることができ，子の個体数
が一定を超えると集団の中で缶蹴りのルールに基づいて組織化された振る舞いが創発す
ることが示唆された．

図 1: 缶蹴り遊びの強化学習結果 鬼と子の個体数の変化に対する獲得報酬の推移．各プロットの
横軸はゲームのステップ数，縦軸は獲得報酬で，青い線が鬼，オレンジ色の線が子を表す．また，
5 × 5 で並ぶプロットは，鬼の個体数 1〜5 体（横）と子の個体数 1〜5 体（縦）によって並んでいる．
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採取タスクを用いた神経修飾型ニューラルネットワークによるメタ記憶の進化
名古屋大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻
高井佑輔, 鈴木麗璽, 有田隆也
メタ記憶とは高次認知機能の一つであり, 自己の記憶のモニタリングやコントロールをする
能力である. 計算機実験による先行研究[Yamato et al. 2022]では, 提示された図と同じものを
回答する遅延見本合わせ課題において, 自己記憶を参照して記憶の忘却があるほど回避行動を
示すような個体の進化に成功している.
本研究ではメタ記憶のメカニズムや進化シナリオを明らかにするため, 忘却するエージェン
トが環境内を動く状況においてメタ記憶の進化を試みた. そのために, はじめに与えられる餌
の位置情報をもとに餌の採取を行うが, 採取に失敗するよりはタスクを回避した方が良いとい
う設定である採取タスクを用いた構成論的手法による進化実験を行った. 実験のモデルとして,
認知機能の実装に重要とされる神経修飾と強化学習の一つである NEAT を利用したニューラル
ネットワークを使用した. 実験の結果, 餌の距離が遠い場合に回避を選択する個体が進化し, ネ
ットワークの分析において, 位置情報をもとに採取判断を行う構造の一部を参照することによ
って回避行動を選択する, といった高次的な機能であるメタ記憶と考えられるネットワークが
観察された.
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社会的粒子群モデルにおける関係改変能力の多様性の導入とその進化
名古屋大学情報学研究科複雑系科学専攻
石上昂汰，鈴木麗璽，有田隆也

SNS の普及により実社会で複雑化する社会の個人の関係のダイナミクスへのアプローチ
として，エージェントエースモデルを利用する．エージェントベースモデルである社会的
粒子群（SPS）モデル[Nishimoto et al. 2013]は，主体間の社会的な近さを表現した 2 次元
平面上の粒子が近傍とのゲーム論的な関係に応じて接近・離反するモデルである．このモ
デルは，クラス１（裏切粒子多数で均衡），クラス２（協力粒子多数で集まる），クラス３
（協力クラスタの生成，裏切り粒子の侵入，協力クラスタの崩壊を繰り返す）のどれかに
収束することがわかっている．
本研究は，SPS モデルを拡張し社会関係改変能力（他人との付き合いの深さを変える能
力）の多様性と進化が社会的関係性にあたえる影響について理解を深めることを目的とす
る．この拡張の詳細は，粒子の速さを社会関係改変能力の大きさとみなし，速さを 3 種類
にすると同時に，さらに周囲の粒子の適応度に応じて速さが粒子間を伝播し進化するとい
うものである．多様性を導入した結果，従来観測された粒子群の動的な過程（協力クラス
タの発生，裏切り者の侵入，クラスタの崩壊の繰り返し）において，崩壊後発生する裏切
り粒子が既存の協力クラスタに侵入するタイミングがずれることでクラスタ内の協力割合
の変化が緩やかになり，崩壊が抑制され安定化が助長されることが示唆された．これは社
会関係改変能力の多様性がコミュニティの維持に貢献していると解釈できる．また，進化
の導入の結果，粒子の速さの変動が裏切り合う均衡状態（クラス１）の発生を抑制し，動
的な過程（クラス３）が促進されることが示唆された．これは，社会関係改変能力が他人
から影響を受けることでより個人間のかかわりが動的になっていると解釈できる．

社会的粒子群モデル
（赤は裏切粒子，青は協力粒子）
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絵と文字を交互に介して行う伝言ゲーム Telestrations の AI プレイヤー作成
名古屋大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻
大沼海知、鈴木麗璽、有田隆也
近年、人間が行ってきた業務や処理が情報技術や AI などに代替され始めていることに伴
い、人間の有する新奇なモノを生成する創造性という概念に注目が集まりつつある。しかし、
創造性は学術的にはっきり定義されていない。
本研究では創造性を生み出すプロセスについて検証することで、創造性という概念の理
解を試みる。創造性を生み出すプロセスの中でも、コミュニケーションにおいて言葉の解釈
を誤ることに着目した。Telestrations は絵と文字を交互に介して行うことによって予想外
に伝わる言葉の変化を楽しむパーティーゲームであり、言葉の解釈を誤ることで創発する
コミュニケーションのモデルと捉えることができる。本研究では、Telestrations の AI プレ
イヤーを作成し、伝言における言葉や絵の多様性がどのように創発に影響するかを検証し
た。
AI プレイヤーは絵の生成と絵の認識を行うことでゲームをプレイする。絵の生成は GAN
によって、絵の認識は CNN によって行った。また、GAN の潜在変数サンプリングの閾値
を指定することによって絵の多様性を、CNN による認識結果への言語ベクトル内でのノイ
ズ付与によって言葉の多様性を表現した。作成した AI プレイヤーにおいて、絵の多様性と
言葉の多様性を変化させてゲームをプレイさせた結果、伝言を 3 つのクラスに分類するこ
とができた。単発伝言成功率が 85%以上のものをクラスＡ、それ以外のものの中で 1 回の
伝言での言葉の変化量に対する最終的な言葉の変化量の比が大きいものはクラスＢ、小さ
いものはクラスＣに分類される。クラス B の伝言は、1 回の伝言での言葉の変化が小さいも
のの、最終的には大きな変化になっている。このことから、言葉や絵の多様性を適度に持つ
ことで創造性が生まれる可能性がある、ということが示唆された。

（クラス B の伝言例）

11

The dimensionality of color perception
Javier Fdez1, Oneris Daniel Rico García1, Olaf Witkowski1
Cross Labs, Cross Compass Ltd., Tokyo, Japan
Chromatics, or the science of color, not only studies the description of colors in terms of the
physics of electromagnetic radiations, but also their perception through the human eye and
cognitive apparatus. Although in purely physical terms it may be described by as few as three
dimensions for non-fluorescent colors – such as hue, saturation, and brightness – an open
debate remains about how our cognition maps colors and in how many dimensions they
encode the distinction between colors according to our perspective. In this work, we study the
trade-off between minimizing the number of dimensions for color perception, while maximizing
the discrimination between them. To do so, we designed an experiment where thirteen
subjects reported the similarity between twenty colors randomly generated using the Munsell
color system. For each subject, we mapped perceived colors in an n-dimensional space, where
distances between two colors represent how different they are according to the subject. To do
so, we applied the least-squares optimization algorithm to minimize the difference between
subject-reported and mapped distances between colors in that dimension. We then repeated
the process for values from one to nine dimensions. Our results showed that the optimal
number of dimensions turned out to be three when using the cosine similarity measure, which
indicates a resemblance to the way the perception of colors is cognitively encoded from mere
physical properties of color maps. We discuss the implications and limitations of these results in
the light of color theories, and their relevance in both our understanding of the topology of
mental concepts and major applications in fields where color theory is important, including
composing color scales for designer tools, color psychology in marketing, color matching in
interior architecture, and chromatic treatments in post-production of film-making.

Fig: The boxplots indicate the distribution of the angle computed by running the cosine similarity method
over the error for each participant. Besides, the figure also reports the p-value of the paired t-test between
the different dimensions that we ran the least-squares method.
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