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似顔絵の個性を考慮した実写化手法の提案
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はじめに

から左右 45 度まで (5 度間隔)，年齢は 20〜70 代の男

我々は似顔絵画像の実写化手法を提案する．似顔絵
はモデルに対して忠実に描かれた肖像画と，顔の特徴
を誇張して描かれたイラストの二種類に分けられるが，
本研究では前者を対象とする．肖像画は顔の詳細な特
徴を視覚的に伝える手段として用いられ，主に人物の

女の無表情写真である．処理を行う際に入力画像と同
様の顔向き角度のデータベースを使用する．画像サイ
ズは入力画像の眉間から顎の長さで正規化しておく．

3 肌テクスチャ転写

顔を記録するために描かれていた．肖像画の特徴は，顔

顔画像の生成手法として Mohammed ら [2] と同様の

の陰影や形状は写実的であり，肌のテクスチャや色味は

手法を応用させる．Mohammed らの手法ははデータベー

描画材料で描かれているため非写実的な点である．従

スの顔画像をパッチに分割し，データベース上の様々

来，様々な顔の研究・分析が行われてきたが，多くは写

な顔画像のパッチ再配置による，新たな顔画像生成で

真を対象としている．肖像画を分析するためには，肌

ある．我々は Mohammed らの手法のパッチ選択時に，

のテクスチャと色味を写実的に表現した画像が必要で

入力画像の輝度値を考慮する制約を設けることで，入

ある．そこで我々は，入力の肖像画の陰影や形状は保

力の肖像画を実写真で表現した．以下にパッチ選択の

持しつつ，実写真の肌テクスチャと色味を参照するこ

詳細な手順を述べる．また今回は経験的にパッチサイ

とで，肖像画の実写化を行う．本研究により，肖像画

ズを 20[pixel]×20[pixel] とした．

の分析が容易になり，歴史学や考古学への貢献が期待

3.1

される．

対応座標計算

似顔絵から写実的な画像を生成する手法として，溝

パッチの探索を行う際，入力画像とデータベース上

川ら [1] は実写真データベースを用いて，陰影情報に

の画像において顔の各部位の位置が異なるため，対応

基づいたパッチ合成を行うことにより，写実的な肌の

する座標を計算する必要がある．そこで，顔画像を特

テクスチャと色味の実写化を行った．溝川らの手法は，

徴点に基づく二次元メッシュで分割し，対応するメッ

入力画像とデータベース画像間でパッチ単位の対応を

シュ上で対応座標を計算する．最初に，入力画像の特

とるために，正面向き平均顔形状への変形による正規

徴点 (86 点) を基にドロネー三角形分割を行い，二次元

化を行う必要がある．しかし，この処理により二つの

メッシュを生成する．生成されたメッシュの頂点の対

問題点が生じている．一つ目は，変形に伴い局所的な

応関係をデータベースの各画像に適応し，入力画像と

陰影情報が損なわれる点である．これにより，入力画

データベース画像間でメッシュ単位の対応付けを行う．

像と出力画像で印象が異なってしまう場合がある．も

次に，探索パッチの中心点と対応するデータベース画

う一点は，斜め顔への対応が困難な点である．肖像画

像上の点座標を計算する．対応座標計算の模式図を図

は斜めから描かれる場合が多いが，溝川らの手法は対

2 に示す．図 2 において， p′1 ，p′2 ，p′3 はメッシュ生成で
対応付けられた入力画像の特徴点 p1 ，p2 ，p3 に対応す
るデータベース画像の特徴点である．入力画像の特徴
点 p1 を原点とした，パッチの中心 q のベクトル ⃗q は定
数 s，t と p1 を原点とした p2 ，p3 のベクトル p⃗2 ，
p⃗3 を用

応できない．そこで我々は，画像の変形を行わない合
成手法を提案する．これにより，陰影情報を損わず，ま
た，斜め顔に対応した実写化を可能にする．

2

データベース

いて以下の式 (1) で表される．

本研究では人物の二次元顔画像をデータベースとし
て使用する．使用したデータベースは，顔向きは 0 度
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q に対応するデータベース画像の座標 q′ のベクトル q⃗′
は式 (1) の s，t と p′ ，p′ のベクトル p⃗′ ，
p⃗′ を用いて
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(2)

で求められ，対応パッチ中心座標 q が求められる．
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図 1: 対応点座標計算の模式図

3.2

(b) 提案手法

(c) 溝川ら [1]

がそ

最適パッチ選択・転写

図 2: 生成結果 (0 度)

3．1 章で対応付けられた各画像のパッチにおいて，入
力画像とデータベース画像の輝度値の比較を行い，最
適パッチを選択する．比較する際に，各データベース
画像のパッチの輝度平均値を入力画像に揃えておくこ
とで輝度値の正規化を行う．この処理により，入力画
像とデータベースで照明環境の影響を除去することが
できる．輝度値の正規化を行った後，式 (3) の最適化計
算を行い最適パッチを決定する．

Ldst (q) = arg min′ ∥LIN (q) − Li (q′ )∥2
Li (q )

(3)
(a) 入力画像

ここで Ldst ，LIN ，Li はそれぞれ出力画像上の座標 q，入

(b) 提案手法

(public domain)

力画像上の座標 q 及び，データベース画像上の対応座

図 3: 生成結果 (左 10 度)

標 q′ におけるパッチの輝度値である．ただし，i はデー
タベースの番号である (1 ≦ i ≦ N ，N はデータベースの
総数)．選択された最適パッチの RGB 値を転写するこ

斜め画像 (左 10 度) の結果画像を図 3 に示す．斜め向き

とで肌テクスチャの転写を行う．

においては，男女 80 枚のデータベース画像を用いた．
本手法を用いることで，斜め向き画像に対しても実写

3.3

境界線除去

化できたことが確認できる．

パッチ合成後の画像では，データベース上の様々な
人物のパッチを合成するためにパッチ間に境界線が生
じる．そこで Perez[3] らの手法を用いる．Perez らの手
法は，指定範囲におけるターゲット画像の境界条件及
びソース画像の勾配を保持した合成である．ソース画
像にパッチ合成後画像を用い，ターゲット画像を肌領域
の RGB 値が入力画像の肌領域の RGB 距離と最も近い
データベース画像とした．各パッチごとにマスク画像
を用意し，Perez らの手法を適応することで，勾配情報
はソース画像で全体的な色味がターゲット画像となっ
たシームレスな顔画像が生成される．

4

5 まとめと今後の課題
本稿では，入力の肖像画の印象を保持した実写化手
法を提案した．パッチを特徴点に基づく座標系の変換
により対応付けることによって，入力画像の陰影情報を
保持した実写化を可能にした．今後の課題として，輪郭
部分の対応と，斜め顔画像データベースを十分な枚数
構築し，出力結果の質を向上させることがあげられる．
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