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畳み込みニューラルネットワークを用いた
3DCG による強弱有り線画像の生成
前田 浩輔1,a)

齋藤 豪2,b)

概要：近年、コスト削減や人材不足などから、3DCG より手描き風アニメーションを制作する手法が注目
されている。本論文ではその線描画について注目する。人が描く線には太さや濃淡といった線の強弱が存
在するが、このような強弱量を決定するアルゴリズムの設計やパラメータの調整は困難である。そこで、
本論文ではデータに基づく深層学習を用い、3DCG から強弱有り線画像を生成する手法を提案する。深層
学習モデルには、画像・映像認識において広く用いられている畳み込みニューラルネットワークを用いる。
入力として、3DCG から生成した法線画像と深度画像をこの学習モデルに与えることで、出力として強弱
有り線画像を得る。学習データとして法線画像と深度画像とそれらを手描きトレースした線画像を用いる。
結果として、学習データと同条件にて撮影された入力画像を用いた際には期待した線描画が行えたが、学
習データから大きく異る入力画像を用いた際には線の強弱量を正しく決定できない場合があることが確認
された。これらの問題の要因の一つに、学習データの多様性の少なさが考えられる。しかし、生成した線
画像は多少の修正を加えれば十分実用可能であり、この修正した線画像は新たな学習データとして用いる
ことができる。修正と追加学習を繰り返すことで次第に線描画の精度が高くなることが考えられるため、
本手法は十分実用可能であるという結論を得た。
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1. はじめに

Saito Suguru2,b)

濃淡といった線の強弱が存在するが、この強弱量の決定は
感覚的に行われていることが多いことに加え、アーティス

従来、アニメーションは手描きによる制作が行われてき

トにより描く線のスタイルも異なるため、そのような線の

たが、コスト削減や人材不足などにより、近年では 3DCG

強弱量を決定するアルゴリズムの設計やパラメータの調整

によるアニメーション制作が盛んに行われている。しか

は極めて困難である。そこで、本論文ではデータに基づく

し、次々にフル CG アニメーションが制作されているなか

手法である深層学習を用いることで、3DCG により強弱有

で、手描きアニメーションの人気も未だ衰えていない。そ

り線画像の生成を目指す。

のため、3DCG による手描き風アニメーション制作手法で
あるセルルックが注目されている。本論文ではその線描画
手法に注目する。

2. 関連研究
2.1 3DCG により線画像を生成する手法

手描き線画像には線の太さや濃淡といった線の強弱が存

3DCG により線画像を生成する手法には、3D 形状を投

在しており、それにより物体の形状や前後関係などを効果

影した画像に対して処理を行い線画描画を行う手法と、3D

的に伝えることができる。しかし、人が描く線には太さや

空間内で線描画処理を行ったものを画像として投影する手
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法の 2 つに大別できる。

3D 形状を投影した画像に対して処理を行い線画描画を
行う手法には、Saito ら [6] が提案した法線画像と深度画像
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に対して微分フィルタを適用し組み合わせることで線画像

より生成した法線画像と深度画像を用いる。これらの入力

生成を行う手法や、金子ら [10] らが提案した 3D 形状を投

を提案モデルに与えることで強弱有り線画像を出力として

影した画像とその 3D 形状が投影された画像領域を塗りつ

得る。ネットワークの学習には手描きトレースした線画像

ぶし拡大した画像を合成することで線画像生成を行う手法

をターゲットデータとし、出力がこのターゲットデータに

が挙げられる。

近づくようにネットワークの重みを最適化する。

3D 空間内で線描画処理を行ったものを画像として投影
する手法には、望月ら [7] らが提案した、線を構成する 2 つ

3.1 データセット

の面のうち、1 つだけが可視面であるものを輪郭線、2 つ

入力データ

とも可視面であるものを内形線とし、輪郭線は太く濃く描

本手法の入力データは、3DCG より生成した法線画像と

き、内形線は細く薄く描く手法や、Raskar ら [8] が提案し

深度画像である。本手法で用いる法線画像とは、図 1(a)

た、レンダリング時にはポリゴンの表面のみを描画する特

に示すようなオブジェクトの法線ベクトルの XYZ 座標を

徴を利用し、3D オブジェクトの表面とそのポリゴンを反

RGB に対応させた 3 チャンネル画像である。法線ベクト

転させ膨張したものをレンダリングすることにより線を描

ルを正規化し、[−1, 1] → [0, 255] に線形変換した 256 階調

画する手法、Gooch[9] らが提案した、ポリゴンの 3D ベク

の画像として作成する。また深度画像とは、図 1(b) を例と

トルと視線ベクトルが直交する箇所に線を描画する手法、

する、カメラからの距離を輝度に対応させた 1 チャンネル

また、松尾ら [11] や Cardona ら [12] の研究のように 3D 形

画像である。今回は 3D オブジェクトが動いてもその全て

状の表面に線の強弱情報を付与する手法が挙げられる。

が入る深度幅を [0, 255] に線形変換した 256 階調の画像と

Saito ら、Gooch らの手法は、しきい値により線の太さ
や濃淡を変更することができるが、部分ごとの調整をする

して作成する。これらの合計 4 チャンネル画像を入力デー
タとする。

ことができないためユーザが意図した線描画を行うことが
困難である。同様に、金子らの手法では投影された画像の
拡大率の調整、Raskar らの手法では反転されたポリゴンの
外側へ膨張量の調整により線の太さを変更することができ
るが、部分ごとの調整をすることはできない。望月らの手
法でも線種ごとの強度が一定であるため部分ごとに強弱表
現をすることはできない。一方で松尾らや Cardona らの
手法では、線の強弱量を部分ごとに変更することが可能で

(a) 法線画像

(b) 深度画像。ただし、この

あるが、そのためにはユーザの入力が必須である。

画像は階調変化をわかりや
すくするための補正を行って
いる。

2.2 畳み込みニューラルネットワークを用いた線画像生
成に関する研究

図 1

法線画像と深度画像

畳み込みニューラルネットワークを用いた線画像生成に
関する研究として、Simo-Serra らの研究 [1] が挙げられる。

ターゲットデータ

Simo-Serra らの研究はラスターイメージであるラフスケッ

ターゲット画像には、法線画像・深度画像を手描きでト

チからベクタライズ可能な清書されたような線画像の生成

レースした線画像を用いる。本実験で用いるデータセット

手法を提案している。入力 1 チャンネルの白黒画像から出

は以下の条件を満たすようにトレースを行うものとし、そ

力 1 チャンネルの線画像の生成を行う。この研究で用いら

の一例のターゲット画像とその髪の毛・顎・脇部分を拡大

れているモデルは全層畳み込み層で構成された畳み込み

したものを図 2 に示す。

ニューラルネットワークを用いており、ストライドを調整

( 1 ) 線は必ず法線画像・深度画像のエッジ上に描く

することでダウンサンプリングとアップサンプリング行い

( 2 ) 3DCG オブジェクトの形状にない模様などは描かない

ながら特徴の抽出を行う。ネットワークは、エンコーダ・

( 3 ) シルエットラインは 8pt、その他の線は 5pt のブラシ

抽出器・デコーダの 3 つの役割を担うような思想から構成

を用いて描く

した述べている。また、Simo-Serra らの研究では、学習を

( 4 ) 顎や髪の毛などオブジェクト重なりにより生じる線の

効率化・高速化する手法も提案している。本論文の学習モ

交差部分は陰影を表現するためにインクが溜まったよ

デルはこの研究を参考にする。

うに塗りつぶす

3. 提案手法
提案手法の概要について説明する。入力として、3DCG
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

3.1.1 データの前処理
深層学習において、学習データが少ないと十分な汎用能
力を獲得することができない。しかし、手描きによるデー
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ワークを用いる。ネットワークの構成は Simo-Serra らの
研究 [1] で用いられた全層畳み込みニューラルネットワー
クを参考にする。提案する学習ネットワークの構成を表 1
に示す。
この学習ネットワークは入力の 83 × 83px から出力の 1
画素を決定する。
学習を高速化するために、入力層と出力層を除く全ての
層にバッチノーマライゼーション [2] を適応する。
損失関数には式 (1) を用い、これを最小化するようにネッ
トワークを学習させる。

loss(T, O) = ||T − O||2FRO

(1)

ただし、T はターゲット画像、O はネットワークの出力と
する。|| · ||FRO はフロベニウスノルムである。
最後に、トーンカーブによる補正を加える。ネットワー
クの最終出力は Sigmoid 関数の出力であるが、この出力か
らは 0 や 1 の値は得にくく、言い換えると完全な白や黒で
ある画素が現れにくいと考えられる。そのため、後処理と
図 2

ターゲット画像

してトーンカーブによる補正を加えることとする。

タの作成は大きなコストがかかり、大量のデータを作成

kernel

することは困難である。そこで、画像の回転・反転を行い

-

データの水増しをおこなう。まず、ターゲット画像はバイ

3×3

キュービック補間法で回転し、入力画像は 3D オブジェク

3×3

トを回転しレンダリングする。バイキュービック法は周辺

16 画素から滑らかに画素値を補間する方法であり、エイリ
アシングを抑えることができる。入力データである法線画

表 1 ネットワーク構成
stride
output size

activation

4×W ×H

-

2×2

64 × W/2 × H/2

ReLU

1×1

128 × W/2 × H/2

ReLU

3×3

1×1

128 × W/2 × H/2

ReLU

3×3

2×2

256 × W/4 × H/4

ReLU

3×3

1×1

512 × W/4 × H/4

ReLU

-

3×3

1×1

512 × W/4 × H/4

ReLU

像と深度画像は、補間を伴う画像処理による回転ではなく、

3×3

1×1

1024 × W/4 × H/4

ReLU

レンダリングによる回転画像の生成を行う。つぎに、これ

3×3

1×1

1024 × W/4 × H/4

ReLU

らの回転した画像を上下左右に反転する。ただし、法線画

3×3

1×1

512 × W/4 × H/4

ReLU

像については、画像処理によって反転を加えた場合と法線
の方向が異なる方向を向くことになるため、3D オブジェ
クトを上下左右に反転させてからレンダリングした際と同
じ画像になるように処理を加える。具体的には画像横方向
を X 軸、縦方向を Y 軸とすると、X 軸に対応する R チャ

3×3

1
2

1
2

512 × W/2 × H/2

ReLU

3×3

1×1

×

256 × W/2 × H/2

ReLU

3×3

1×1

256 × W/2 × H/2

ReLU

3×3

1
2

×

1
2

256 × W × H

ReLU

3×3

1×1

128 × W × H

ReLU

3×3

1×1

128 × W × H

ReLU

ンネルの各画素を pnew = 255 − pold にて更新する。ただ

3×3

1×1

32 × W × H

ReLU

し、各画素は [0, 255] の値とし、pold ,pnew は更新前と後の

3×3

1×1

1×W ×H

Sigmoid

画素値とする。同様に上下反転を行った場合は、Y 軸に対
応する G チャンネルの各画素を更新する。
深度画像・法線画像・ターゲット画像の全ての画素値を

[0, 1] に正規化し、パッチ中心がオブジェクトの領域とな

4. 学習
4.1 データセットの作成

るよう画像をランダムに切り抜き、その領域をパッチとす

3D オブジェクトには、プロ生ちゃん [3] を用いる。法線

る。このパッチを幾つか同時にネットワークに与え、ミニ

画像・深度画像の生成には Unity を用いる。この 3D オブ

バッチ学習に用いる。

ジェクトが様々なポーズをとった 14 組の法線画像・深度画
像・ターゲット画像のデータを作成する。この内、12 組を

3.2 学習モデル

学習用データとして用い、残り 2 組をテスト用データとす

学習ネットワークには、画像・映像認識に広く用いられ

る。学習用データ・テスト用データのターゲット画像を図

ている深層学習の一つである畳み込みニューラルネット

3 に示す。パッチサイズを 240 × 240px とし、オブジェクト

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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に対するパッチサイズは図 3 の右下の黒四角形にあたる。

図 5
図 3 データセット中のターゲット画像

図 4

学習用データにおけるターゲット画像と生成画像の比較。左
がターゲット画像、右が生成画像。

パッチの例

4.2 学習
ネットワークの実装には Python 言語にて Google 製の
機械学習ライブラリである TensorFlow[5] を用いる。最適
化アルゴリズムには Adam を用いる。学習率は原論文 [4]
で推奨されている α = 0.001,β1 = 0.9,β2 = 0.999,ϵ = 10−8
を用いる。
法線画像・深度画像・ターゲット画像のパッチ 10 組を
ランダムに作成し、これを 1 バッチとして学習データに
用いネットワークの学習を 1 回行う。この学習を 100000

図6

テスト用データにおけるターゲット画像と生成画像の比較。左
がターゲット画像、右が生成画像。

回繰り返し行う。学習には NVIDIA Tesla P100 を用い、

100000 回の学習にかかる時間は約 35 時間である。

た時の [0, 0.8) を線部分とする。オブジェクトすべてが含
まれるような最小の矩形領域において、ターゲット画像に

4.3 出力
学習済みネットワークに対し、学習データとテストデー

対する出力画像の正答率を求める。7 分割交差検証を行い、
その結果、学習データに適用して生成した線画像の線部分

タを与え、線画像の生成を行った。その幾つかを図 5 と図

の平均正答率は 93.44%、白地部分の平均正答率は 99.21%、

6 に示す。

テストデータに適用して生成した線画像の線部分の平均正

5. 評価実験
5.1 学習データと同条件への適用結果
線描画の定量的評価
線描画について定量的評価を行う。画素値を [0, 1] とし
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

答率は 88.93%、白地部分の平均正答率は 98.58%で合った。
単純しきい値処理結果との定性的評価
従来の線画像生成手法との比較も行う。法線画像・深度
画像に対して輪郭抽出フィルタを用いた手法と、本手法の
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比較を図 7 に示す。図 7(a) は、法線画像・深度画像に対し
て輪郭抽出フィルタを用いた後トーンカーブ補正を行い、
しきい値処理を行った結果である。部分ごとに輪郭抽出に
より抽出される値が異なり、またノイズが多く見られるこ
とから実用的な線画像の生成は困難であるといえる。しか
し、提案手法による結果である図 7(b) では、同図 (a) と比
べ、線の描画がより良く行えている。本手法で用いた畳み
込みニューラルネットワークは入力を多次元への特徴空間
へ変換し、その特徴を組み合わせ出力することができるた
め、このように従来では難しい線画像の抽出を行えたと考
えられる。
図 9

髪の重なりによる Y 字部分のインク溜まりの表現。左の赤枠
部分をターゲット画像・生成画像それぞれについて拡大したも
のを (a) と (b) に示す。

5.2 学習データと異なる条件への適用結果
5.1 では、学習データ作成時と同一 3D モデルかつ同画角
にて生成した静止画を対象として実験を行い評価した。こ
(a) 法線画像・深度画像に対 (b) 本手法により生成した線

こでは、画角変更を行った場合や動画像に適用した場合、

して輪郭抽出とトーンカーブ 画像

異なる 3D モデルに適用した場合の頑健性をそれぞれにつ

補正後しきい値処理を行った

いて実験を行い評価する。

結果

画角変更に対する結果
図 7

従来の線画像抽出手法との比較

5.1 では、学習データ作成時と同画角にて撮影した法線
画像・深度画像を入力画像として用い評価を行った。しか

線の強弱表現に対する定性的評価
本論文でターゲットとして挙げていた以下の手描き線画
像の特徴についてテスト用データにて定性的評価を行う。

( 1 ) シルエットラインは太く、その他の線は細い
( 2 ) 顎や髪の毛などオブジェクトの重なりにより生じる線
の交差部分は陰影を表現するためにインクが溜まった
ように塗りつぶされている

し、アニメーションにおいては画角の変更も頻繁に行われ
る。本節では画角変更に対する提案手法の頑健性の評価を
行う。
入力データは、カメラの位置は動かさずに画角のみを変
更してレンダリングした法線画像・深度画像を用いる。
学習データと同画角、望遠撮影時、広角撮影時における
結果をそれぞれ図 10 から図 12 に示す。

まず、シルエットラインとその他の線における線幅による

望遠撮影時は、線描画についてはところどころ途切れて

強弱について、図 8 に示すように期待する強弱表現が確認

いる部分も見られるが、概ね描画できていると考えられる。

された。

しかし、画角を狭めるほど手描き線画像の特徴であるイ
ンク溜まりの表現されにくいことが確認される。これは、
ネットワークが出力 1 画素を決定するために見ている範囲
における入力パターンが学習データと大きく異るため、描
画が困難であると考えられる。
広角撮影時は、シルエットラインについては概ね描画が
できていると考えられるが、その他の線は正しく描画でき
ているとはいえない。これは、広角撮影時には入力画像で
ある法線画像や深度画像においてオブジェクト領域が小さ
くなることによるサンプリング数の減少からエッジが潰れ
てしまい線描画の判別が付かないことが原因であると考え
られる。また、広角撮影時において人が描く際には、より

図 8 線幅による強弱表現。左の赤枠部分をターゲット画像・生成画

抽象的な線を描く。具体的には、オブジェクトの外形だけ

像それぞれについて拡大したものを (a) と (b) に示す。

を描き、内側の線を描かない。しかし、本手法では、その
描き分けを学習データとして加えていないため、そのよう
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な線画像生成は困難であると考えられる。

いことも確認される。このように、入力である法線画像・
深度画像におけるエッジが明瞭でない箇所では線描画の判
別がつかないことがあり、ちらつきの発生が見られる結果
が確認される。

(a)

図 10

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

学習データと同画角にて撮影した時。髪の毛と顎部分を拡大
した図を赤枠・青枠に示す。

(a)
図 11

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

(r)

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

(x)

(b)
図 13

学習データよりも望遠で撮影した 3DCG からの生成線画像。

ある 1 秒間のフレーム。(a)→(x) の順。

髪の毛と顎部分を拡大した図を赤枠・青枠に示す。

5.3 考察
定量的評価実験の結果より、学習データに対する線描画
の正答率が高いことから、本手法で十分学習は行えたと考

(a)

(b)

(c)

図 14

(a)
図 12

(d)

(e)

(f)

ひざの屈伸における線描画

(b)

学習データよりも広角で撮影した 3DCG からの生成線画像

動画像に適用した際の頑健性の評価
動画像へ適用した際の評価を行う。動画像への適用は、

(a)

(b)

(c)

(d)

静止画とは異なりフレーム間の連続性が求められる。
実験には 24fps でレンダリングした動画像を用いる。こ
の動画像中のある 1 秒間に表示される 24 枚の画像を図 13
に示す。
図 14 は形状の変化による線描画の有無が好ましく連続

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

的に変化した例である。また、図 15 では顎の線が太くな
り一度細くなってからまた太くなっている。この線の強弱
量が滑らかに変化しており、好ましく連続性が実現できた
例である。しかし本手法では、各フレームごとに線画像を
生成するため、フレーム間の連続性は本質的に考慮されな
い。そのため、図 16 のように線描画が連続的に変化しな
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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線画像は新たな学習データとして用いることができるため、
修正と追加学習を繰り返すことで次第に線描画の精度が高
くなり修正箇所も減っていくことが予想される。従って、
(a)

(b)
図 16

(c)

(d)

(e)

線描画の判別がつかない例

本手法のアプローチの実用性は高いとかんがえられる。
今後の課題として、動画像への適用におけるフレーム間
の連続性の考慮や、線描画の連続性の向上が挙げられる。

えられる。しかし、テストデータに対する正答率は、学習

また、本手法で用いたネットワークは多層でありかつ中間

データに対する正答率には及ばない。その原因の一つとし

層が多チャンネルで構成されている。これにより学習には

て、この評価に用いたテストデータのターゲットデータも

ハイエンド GPU が必要となることに加え、学習速度・生

手描きにより作成しているため、3D オブジェクトのエッ

成速度が遅いといえる。そのため、ネットワークの最適化

ジとは若干ずれた部分に線を引いてしまってることが挙げ

をすることで、学習・生成の高速化が今後の課題として挙

られる。しかし、従来の線画像生成手法と比較しても十分

げられる。

線描画は行えていると言え、特に線の強弱表現の描画に関
しては今回ターゲットとしたシルエットラインとその他の
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6. 結論
6.1 本論文のまとめ
本論文では、3DCG より生成した法線画像と深度画像を
入力とし、畳み込みニューラルネットワークを用いること
で、強弱有り線画像を生成する手法を提案し、実装を行い
評価した。
本実験で学習したネットワークでは線画像生成の完全自
動化は困難であるが、生成した線画像は多少の修正を加え
れば十分実用可能であり、一枚ずつ手描きにより線画像を
作成するより遥かに低コストである。また、この修正した
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