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鉛筆画自動彩色手法の提案
安達 翔矢1,a)

水野 慎士1

概要：本研究では，鉛筆で描いた絵を自動的に彩色する手法を提案する．この手法では，各色に対する鉛
筆画の描き方のサンプル画像を参考にしながら，鉛筆画の小領域についてサンプル画像との比較解析を行
い，解析結果に基づいて鉛筆画の対象領域を彩色する．この処理を画像全体に適用することで鉛筆画が自
動的に彩色される．本研究によって鉛筆画をデジタル技術で拡張することは，手軽に絵を描く行為や完成
過程を楽しんだり，デッサン等があまり得意でない人でも絵に対してより親しみが持てるようになること
が期待できる．
キーワード：鉛筆画，自動彩色，画像解析

Proposal of an automatic colorization method of pencil drawing
Shoya Adachi1,a)

Shinji Mizuno1

Abstract: In this research, we propose a method to automatic colorization of pencil drawing. In this method,
the system analyzes a small region of the pencil drawing, compares with reference images for each color, and
colorizes the region using the analyzing result. Executing the process to the whole image, the pencil drawing
would be colorized. This method would enable more people to enjoy sketching, and make people who are
not good at sketching to be friendly with art.
Keywords: Pencil drawing, Automatic colorization, Image analysis

1. はじめに
多くの人にとってお絵描きは最も身近な芸術制作の一つ

生成する CG デッサン人形の提案 [5]，スケッチ中の絵を
分析して内容に応じた陰影を提示してスケッチをアシスト
するシステム [6]，などが報告されている．

であり，近年はお絵描きにデジタル技術を組み合わせたコ

そのような背景の中，本研究では鉛筆画に着目する．使

ンテンツが数多く見られる．例えば，二次元スケッチを三

う道具は鉛筆のみでありながら，明暗による多彩な表現も

次元 CG に変換するアプリケーション [1]，普通のスケッチ

可能である．そして，鉛筆画をデジタル技術で拡張するこ

ブックにカラーペンでお絵描きをするだけで 3 次元 CG を

とは，手軽に絵を描く行為や完成過程を楽しんだり，デッ

生成するコンテンツ [2][3]，描いた内容に応じたサウンド

サン等があまり得意でない人でも絵に対してより親しみが

を自動生成するコンテンツ [4] などが報告されている．こ

持てるようになることが期待できる．そこで，鉛筆画に対

れらは子どもや絵が不得意な人でも絵に興味を持つきっか

するデジタル技術による拡張として，本研究では手描きの

けになっている．

鉛筆画を分析して，自動的に彩色を行う手法を提案する．

また，お絵描きの補助を目的とした研究もいくつも報告

ここでは，鉛筆画の描画方法と色との対応関係をシステム

されている．物理モデルを持たせることで自然なポーズを

に与えておき，鉛筆画の各領域の描画方法を分析しながら
対応する色を決定していく．
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中心画素の色を決定
鉛筆画
赤 青

緑

黄

(d) 黄
参考画像

図 2

図 1 鉛筆画自動彩色の概要

Fig. 1 Overview of automatic colorization method of pencil
drawing

参考画像の例

Fig. 2 Examples of reference images

3.2 画像を解析する特徴量
小領域内および参考画像に対して計算する画像特徴量と
して，本研究では全画素平均濃度値，全画素標準偏差，全
画素濃度値分布ヒストグラム，列別標準偏差ベクトル，行
別標準偏差ベクトルの 5 つ特徴量を用いている．これらの

2. 関連研究
本研究の実現には，濃淡によって表現される鉛筆画の色
を推定する必要がある．関連する研究として，カラーの参
考画像を用いてモノクロ写真をカラー化する手法 [8] や，
ディープラーニングを用いてシーンを推定しながらモノク
ロ写真をカラー化する手法 [9] が報告されている．これら
はいずれもモノクロ写真を対象としているが，本研究では
手描きの鉛筆画を対象としてモノクロ画像のカラー化を行

画像特徴量の使用は実験的に決定した．

N ×N 画素の小領域および参考画像の画素 (i, j)(0 ≤
i, j ≤ N − 1) の濃度値を v(i, j)(0 ≤ v(i, j) ≤ 255) として，
各画像特徴量を以下のように計算する．また，小領域およ
び参考画像で扱うサイズは N = 19 とする．

3.2.1 全画素平均濃度値
全画素平均濃度値 a は，領域全体の明るさを表すために
用いる．a は以下のように求める．
N −1 N −1
1 ∑∑
v(i, j).
a= 2
N

う．本研究の実現により，色を塗る工程をすることなく手
軽に彩色された鉛筆画を生成できたり，彩色方法に関する
新しいイメージを獲得できたりすることが期待できる．

3. 実現手法

i=0 j=0

図 2 の赤，青，緑，黄の参考画像の全画素平均濃度値を
それぞれ，ar ，ab ，ag ，ay とすると，値は以下のように
なった．

3.1 概要
提案する手法の概要を図 1 に示す．まず鉛筆画を読み込
んだあと，鉛筆画の小領域に着目して画像特徴量を求める．
小領域としては，N ×N 画素の正方形領域を設定する．そ
して，各画素の濃度値に基づいて小領域内の様々な画像特
徴量を計算する．
システムではあらかじめ，図 2 に示すような色別の鉛筆
画の描き方を示す参考画像が用意されている．各色の参考
画像からは小領域と同じ N ×N 画素の正方形領域を切り抜
いたものを用い，小領域の場合と同じ画像特徴量が計算さ

ar = 165.2,

考画像の画像特徴量との比較を行う．そして，最も近い画
像特徴量を持つ参考画像の色を求めて，その小領域の色と
して決定する．その結果，小領域の中心画素が決定された
色で彩色される．この処理を小領域を少しずつ動かしなが
ら画像全体に施すことで，鉛筆画の自動彩色を行う．
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ag = 181.3,

ay = 237.0.

このことから，黄は明るめ，赤と青は暗めであることが
わかる．

3.2.2 全画素標準偏差
全画素標準偏差 s は，領域内の明るさのばらつき具合を
表すために用いる．s は以下のように求める．

v
uN −1 N −1
1 u∑ ∑
s= t
(v(i, j) − a)2 .
N
i=0 j=0

れている．
鉛筆画の彩色のため，小領域内の画像特徴量と各色の参

ab = 154.2,

図 2 の赤，青，緑，黄の参考画像の全画素標準偏差をそれ
ぞれ，sr ，sb ，sg ，sy とすると，値は以下のようになった．

sr = 9.6,

sb = 16.0,

sg = 7.7,

sy = 7.5.

このことから，青は他の色に比べて明るさのばらつきが
大きめであることがわかる．

2

Vol.2017-DCC-16 No.4
2017/5/26

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

(a) 赤

(b) 青

(a) 赤 列別標準偏差ベクトル

(b) 青 列別標準偏差ベクトル

(c) 緑

(d) 黄

(c) 緑 列別標準偏差ベクトル

(d) 黄 列別標準偏差ベクトル

(e) 赤 行別標準偏差ベクトル

(f) 青 行別標準偏差ベクトル

(g) 緑 行別標準偏差ベクトル

(h) 黄 行別標準偏差ベクトル

図 3

全画素濃度値分布ヒストグラムの例

Fig. 3 Examples of histograms of each reference image

3.2.3 全画素濃度値分布ヒストグラム
全画素濃度値分布ヒストグラム h は，領域内の濃度値の
分布をベクトル化・グラフ化して正規化したものである．
濃度値の階級は 0 から 255 まで 1 刻みの 256 段階として，

N ×N 画素について各階級に属する濃度値の頻度を求める．
図 2 の赤，青，緑，黄の参考画像の全画素濃度値分布ヒス
トグラムをそれぞれグラフ化すると図 3 のようになった．

3.2.4 列別標準偏差ベクトル・行別標準偏差ベクトル
本研究では，鉛筆画の線の流れを分析するための特徴量
として，列別標準偏差ベクトル，および行別標準偏差ベク
トルを定義した．これらは，領域内の縦方向および横方向
の明るさのばらつきを求めるものであり，鉛筆画の線の流

図 4 列別標準偏差ベクトル，および行別標準偏差ベクトルの例

Fig. 4 Examples of standard deviation vectors by column and
standard deviation vectors by row

れを示す特徴を示すことができると考えている．
列別標準偏差ベクトル l は，領域画像を縦 1 列ごとに分

3.3 各特徴量間の距離

けて，各列の濃度値標準偏差を要素として持つ N 次元の

鉛筆画の小領域および参考画像について 3.2 節で述べた

ベクトルである．l の i 番目の要素 li は，以下のように表

5 つの特徴量を求めたあと，各特徴量間の距離を求める．

現される．

v
u N −1
1u
1 ∑
(v(i, j) − mi ).
li = t
|l| N
j=0

ただし，mi は画像第 i 列の濃度値平均で，値は正規化し

全画素平均濃度値と全画素標準偏差については，値の差
の絶対値をそのまま距離として用いる．
小領域および参考画像の全画素平均濃度値をそれぞれ ar
と ac とすると，2 つの特徴量の距離 da は以下のように表
される．

ている．

da = |ar − ac |.

行別標準偏差ベクトル w は，領域画像を横 1 行ごとに
分けて，各行の濃度値標準偏差を要素として持つ N 次元
のベクトルである．w の j 番目の要素 wj は，以下のよう
に表現される．

v
u N −1
∑
1 u
t1
wj =
(v(i, j) − nj ).
|w| N

小領域および参考画像の全画素標準偏差をそれぞれ sr
と sc とすると，2 つの特徴量の距離 ds は以下のように表
される．

ds = |sr − sc |.
全画素濃度値分布ヒストグラム，列別標準偏差ベクトル，

i=0

および行別標準偏差ベクトルについては，Bhattacharyya

ただし，nj は画像第 j 行の濃度値平均で，値は正規化し

距離を用いる．Bhattacharyya 距離は正規化した 2 つのベ

ている．

クトルに基づいて計算する．

図 2 の赤，青，緑，黄の参考画像の列別標準偏差ベクト

小領域および参考画像の全画素濃度値分布ヒストグラム

ル，および行別標準偏差ベクトルをそれぞれグラフ化する

をそれぞれ hr {hrn |0 ≤ n ≤ 255} と hc {hcn |0 ≤ n ≤ 255}

と図 4 のようになった．

とすると，2 つの特徴量の距離 dh は以下のように表される．
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dh =

255 √
∑
hrn hcn .
n=0

小領域および参考画像の列別標準偏差ベクトルをそれぞ
れ lr {lrn |0 ≤ n < N } と lc {lcn |0 ≤ n ≤ N − 1} とすると，

(a) 明るい赤

(b) 明るい青

(c) 明るい緑

(d) 明るい黄

(e) 赤

(f) 青

(g) 緑

(h) 黄

(i) 暗い赤

(j) 暗い青

(k) 暗い緑

(l) 暗い黄

2 つの特徴量の距離 dl は以下のように表される．
dl =

N
−1 √
∑

lrn lcn .

n=0

小領域および参考画像の行別標準偏差ベクトルをそれぞ
れ wr {wrn |0 ≤ n < N } と wc {wcn |0 ≤ n ≤ N − 1} とす
ると，2 つの特徴量の距離 dw は以下のように表される．

dw =

N
−1
∑

√

wrn wcn .

n=0

3.4 小領域と参考画像の距離
3.3 節で述べた 5 つの特徴量間の距離を用いて，鉛筆画
の小領域と参考画像との距離 D を求める．これは，各特徴
量間の距離に重みを掛けて以下のように計算する．

D=

√

(ka da

)2

+ (ks ds

)2

+ (kh dh

)2

+ (kl dl

)2

+ (kw dw

図 5

鉛筆画彩色実験で使用した参考画像

Fig. 5 Reference images for colorizing pencil drawings

標準偏差ベクトル，および行別標準偏差ベクトルを使用し

)2 .

なかった場合と使用した場合の彩色結果 wp 比較した．
まず，画像を解析する特徴量として，全画素平均濃度値，

なお，ka ，ks ，kh ，kl ，kw はそれぞれ 5 つの特徴量間距
離の重みである．

全画素標準偏差，全画素濃度値分布ヒストグラムの 3 つを
用いた彩色結果を図 6(b) に示す．特徴量の重みは，

鉛筆画の彩色手順では，鉛筆画の各小領域と各色参考画

ka = 1.0,

像との距離を計算して，最も距離の小さい距離を持つ参考
画像を小領域中心画素の色として決定する．

4. 実験
4.1 環境
提案手法を PC 上に実装して実験を行った．使用した

PC は MacBookPro (MacOSX 10.8.5，Core i7 2.9GHz)
で，C++を用いて実装しており，画像処理ライブラリであ
る OpenCV を使用している．
鉛筆画の画像サイズは 199 × 130 画素〜300 × 212 画素

また，参考画像としては，赤．青，緑，黄の基本色に対
して，それぞれ 3 種類の明度に分けて，合わせて 12 種類

kh = 34.0

としており，各値は実験的に決定している．林檎の暗い部
分が青色に着色されてしまうなど不適切に彩色されていな
い部分が多い．
次に，特徴量として前述の 3 つの特徴量に加えて，列別
標準偏差ベクトル，および行別標準偏差ベクトルを加えた

5 つの特徴量を用いた彩色結果を 6(c) に示す．元の 3 つの
特徴量の重みは変更せず，新たに加えた 2 つの特徴量の重
みは，

kl = 20.0,

である．そして，小領域および参考画像で扱うサイズは

N = 19 とした．

ks = 1.2,

kw = 20.0

としており，各値は実験的に決定している．3 つの特徴量
だけでは適切に着色されなかった林檎の暗い部分が，解析
に用いる特徴量を加えることで適切に着色された．

の参考画像を用意した．なお，参考画像は著者の一人が実

実験結果から，列別標準偏差ベクトル，および行別標準

際に紙に鉛筆で描いて作成したものである．図 5 に使用し

偏差ベクトルは，鉛筆画の解析の精度向上に貢献している

た参考画像を示す．

ことが示唆される．

なお，彩色しない領域もあるため，領域内の濃度値がす
べて 255 である参考画像も用意している．

4.3 様々な鉛筆画に対する彩色実験
4.3.1 実験方法

4.2 列別・行別標準偏差ベクトルの効果の検証

提案手法の有用性を確認するため，様々な鉛筆画に対す

3.2.4 節で述べた列別標準偏差ベクトルおよび行別標準偏

る彩色実験を行った．画像の特徴量として，3.2 節で述べ

差ベクトルについて，その効果を検証する予備実験を行っ

た 5 つをすべて用いており，距離を計算するための各特徴

た．そのため，図 6(a) に示す林檎の鉛筆画に対して，列別

量の重みは実験的に，
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鉛筆画については，図 8(c) の結果が示すように，各面の色
はほぼ想定通り自動彩色が行われたが，左側面の一部が赤
色で彩色されたり，前面の一部は白のまま色が付かない場
所が存在した．また面の境界部分で緑色や赤色の輪郭が描
画されてしまっている．
描いた絵はすべて手描きであり，同じ描き手であっても
描き方にはかなりバラツキが見られる．そのため，想定し
ない色によって彩色されていまったことが考えられる．ま

(a) 鉛筆画

た，描画対象の形状によっては同じ色でも異なる鉛筆の流
れで描画するため，想定する色として認識されなかったこ
とが考えられる．

5. まとめ
本研究では，絵を描くこと，および絵を描く過程の中に
より楽しさを求めたり，普段お絵描きに接しない人がお絵
描きに親しみを持ってもらうことを目的として，鉛筆画を
(b) 使用しなかった場合

自動的に彩色する手法を提案した．提案手法は各色に対応
する参考画像を用意しておき，鉛筆画の各小領域と参考画
像との比較を行って，最も特徴が近い参考画像の色で小領
域を彩色していくものである．この処理を鉛筆画全体に適
用することで，鉛筆画の自動彩色を実現している．少数の
鉛筆画に対する彩色実験では，ほぼ想定通りの彩色が行わ
れた．ただし，特に色の境界や輪郭部分などに意図しない
色が出現する場合がしばしば見られた．
現状では，5 つの画像特徴量だけを用いているが，より

(c) 使用した場合
列別・行別標準偏差ベクトルの効果の検証

多くの画像特徴量を用いて色の判定の精度を向上すること

Fig. 6 Eﬀects of standard deviation vectors

を考えている．また，面の向きに応じた参考画像と描画対

図 6

象の形状解析を組み合わせることで，より適切な彩色が実

ka = 1.2,

ks = 1.4,

kh = 34.0,

kl = 20.0,

kw = 20.0

現できないかを検証する必要がある．さらにディープラー

としている．

ニングなどを用いた鉛筆画の内容やシーンの解析に基づく

4.3.2 実験結果

より高度な彩色についても検討する．

図 7 は彩色対象となる鉛筆画である．すべての鉛筆画は
図 5 の参考画像を作成した著者の一人が描いたものである．
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