
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顔における明暗の状態を基調にして化粧を行なう化粧方法であって、（ｅ）希望顔を決
定し、この希望顔を基にして被化粧者の顔の画像に画像処理を施すことで想定化粧顔の画
像を作成すること、（ｆ）前記（ｅ）で作成した想定化粧顔をモニター画面などに表示し
てその中から被化粧者が望む理想化粧顔を選択して決定すること、（ｇ）前記（ｆ）で決
定した理想化粧顔の画像を明域、暗域に関して複数のエリアに区画する画像処理を行なう
こと、（ｈ）前記（ｇ）で区画した各エリアについて色データを得ること、（ｉ）前記（
ｈ）で得た各エリアについての色データ及び予め設定してあるファンデーションプログラ
ムに基づいて、各エリアに施すファンデーションを決定すること、及び（ｊ）前記（ｉ）
で決定したファンデーションを前記各エリアに対応させて被化粧者の顔に塗り分けること
、を含んで
　

【請求項２】
　顔における明暗の状態を基調にして化粧を行なう化粧方法であって、（Ａ）希望顔を決
定し、この希望顔を基にして被化粧者の顔の画像に画像処理を施すことで想定化粧顔の画
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いるとともに、
（ｋ）前記（ｇ）における画像処理で明域、暗域に関して複数のエリアに区画した顔の

画像を被化粧者の顔の実物大で印刷すること、（ｌ）前記（ｋ）で得た印刷画像から各エ
リアごとに切抜きを施すことでファンデーション用のパターンマスクを作成すること、（
ｍ）前記（ｌ）で作成したパターンマスクを用いて前記（ｊ）におけるファンデーション
の塗り分けをなすこと、を含んでなる化粧方法。



像を作成すること、（Ｂ）前記（Ａ）で作成した想定化粧顔をモニター画面などに表示し
てその中から被化粧者が望む理想化粧顔を選択して決定すること、（Ｃ）前記（Ｂ）で決
定した理想化粧顔の画像を明域、暗域に関して複数のエリアに区画する画像処理を行なう
こと、（Ｄ）前記（Ｃ）で区画した各エリアについて色データを得ること、（Ｅ）前記（
Ｄ）で得た各エリアについての色データ及び予め設定してあるファンデーションプログラ
ムに基づいて、各エリアに施すファンデーションを決定すること、（Ｆ）前記（Ｃ）にお
ける画像処理で明域、暗域に関して区画した複数のエリアに対応させて前記（Ｅ）で決定
したファンデーションを薄い基材に印刷してファンデーション転写膜を作成すること、及
び（Ｇ）前記（Ｆ）で作成したファンデーション転写膜に印刷のファンデーションを被化
粧者の顔へ転写することにより前記各エリアに対応するファンデーションを被化粧者の顔
に施すこと、を含んでなる化粧方法。
【請求項３】
　化粧方法であって、（Ｈ）希望顔を決定し、この希望顔を基にして被化粧者の顔の画像
に画像処理を施すことで想定化粧顔の画像を作成すること、（Ｉ）前記（Ｈ）で作成した
想定化粧顔をモニター画面などに表示してその中から被化粧者が望む理想化粧顔を選択し
て決定すること、（Ｋ）前記（Ｉ）で決定した理想化粧顔 の像を、ファ
ンデーションを用いて、薄い基材に印刷することでファンデーション転写膜を作成するこ
と、及び（Ｌ）前記（Ｋ）で作成したファンデーション転写膜に印刷のファンデーション
を被化粧者の顔へ転写することによりファンデーションを被化粧者の顔に施すこと、を含
んでなる化粧方法。
【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】
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における明暗状態

　（ｅ）希望顔を決定し、この希望顔を基にして被化粧者の顔の画像に画像処理を施すこ
とで想定化粧顔の画像を作成すること、（ｆ）前記（ｅ）で作成した想定化粧顔をモニタ
ー画面などに表示してその中から被化粧者が望む理想化粧顔を選択して決定すること、（
ｇ）前記（ｆ）で決定した理想化粧顔の画像を明域、暗域に関して複数のエリアに区画す
る画像処理を行なうこと、（ｈ）前記（ｇ）で区画した各エリアについて色データを得る
こと、（ｉ）前記（ｈ）で得た各エリアについての色データ及び予め設定してあるファン
デーションプログラムに基づいて、各エリアに施すファンデーションを決定すること、及
び（ｊ）前記（ｉ）で決定したファンデーションを前記各エリアに対応させて被化粧者の
顔に塗り分けること、を含んでいるとともに、
　（ｋ）前記（ｇ）における画像処理で明域、暗域に関して複数のエリアに区画した顔の
画像を被化粧者の顔の実物大で印刷すること、（ｌ）前記（ｋ）で得た印刷画像から各エ
リアごとに切抜きを施すことで、それを用いてファンデーションの塗り分けをなすことの
できるパターンマスクを作成すること、を含んでなるパターンマスクの製造方法。

　（Ａ）希望顔を決定し、この希望顔を基にして被化粧者の顔の画像に画像処理を施すこ
とで想定化粧顔の画像を作成すること、（Ｂ）前記（Ａ）で作成した想定化粧顔をモニタ
ー画面などに表示してその中から被化粧者が望む理想化粧顔を選択して決定すること、（
Ｃ）前記（Ｂ）で決定した理想化粧顔の画像を明域、暗域に関して複数のエリアに区画す
る画像処理を行なうこと、（Ｄ）前記（Ｃ）で区画した各エリアについて色データを得る
こと、（Ｅ）前記（Ｄ）で得た各エリアについての色データ及び予め設定してあるファン
デーションプログラムに基づいて、各エリアに施すファンデーションを決定すること、（
Ｆ）前記（Ｃ）における画像処理で明域、暗域に関して区画した複数のエリアに対応させ
て前記（Ｅ）で決定したファンデーションを薄い基材に印刷してなり、その基材に印刷の
ファンデーションを被化粧者の顔へ転写することにより前記各エリアに対応するファンデ
ーションを被化粧者の顔に施すことのできるファンデーション転写膜を作成すること、を
含んでいる、ファンデーション転写膜の製造方法。

　（Ｈ）希望顔を決定し、この希望顔を基にして被化粧者の顔の画像に画像処理を施すこ
とで想定化粧顔の画像を作成すること、（Ｉ）前記（Ｈ）で作成した想定化粧顔をモニタ



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、顔画像の修正技術並びにこれを応用して顔に化粧を施すための化粧技術に関す
る。
【０００２】
【発明の背景】
本願発明者は形成外科や美容外科学の立場から人の顔、特にその印象や美醜を決める要素
について長年にわたり研究を続けてきた。その結果、幾つかの新たな知見が得られた。そ
の一つは、「ハイライト理論」である。すなわち従来では一般に眉毛、目、鼻、唇などの
顔の造作要素が顔の印象を決める大きな要素となると考えられていた。しかし本願発明者
の研究によると、顔の印象を決める最大の要素は顔における明暗の状態つまり明域と暗域
の状態であり、特に最も明るい明域つまりハイライトエリアの状態である。すなわち明暗
の状態は、自然光的な照明の状態で顔に生じる明暗に関し、顔の立体形状を反映あるいは
表現している。そしてこのような明暗におけるハイライトエリアの状態が特に顔の印象を
大きく左右している。
【０００３】
このようなハイライト理論に基づいて顔を分析すると、大別して３つのタイプがあると言
える。それは図５に模式化して示すように、ハイライトエリアの形状が逆三角形のタイプ
〔図５の（ａ）〕、卵形のタイプ〔図５の（ｂ）〕、及びクローバーリーフ形のタイプ〔
図５の（ｃ）〕である。そして一般に美人と言われる顔では、その顔におけるタイプのハ
イライトエリアの形状が整っている。つまり例えば逆三角形のタイプであれば、その逆三
角形の形状に歪みや乱れがないか、少ないことが顔によい印象をもたらす大きな要因とな
る。
【０００４】
他の一つは、美しい乃至好ましいと感じる顔の形態に関する理論である。顔の美しさに関
する従来の理論としてカノンや黄金分割を基準とする理論があり、最近論じられているも
のとしてアベレージ理論がある。アベレージ理論とは、例えばある人種において最も美し
いと感じられる顔はその人種における個々の顔の平均をとった顔である、という理論であ
る。しかしこれらは抽象的に「美人顔」を与えるだけである。つまり化粧法などに活用可
能な化粧の目標となる理想的な化粧顔などをつくれない。これらの理論とは異なり、本願
発明者の研究による理論は化粧法などへの具体的な活用を可能とする。
【０００５】
本願発明者が新たに見出した知見によると、以下のようにすることで特定の個人ごとにそ
の人についての最も美しい乃至好ましいとする顔、つまりその人に可能な化粧の範囲で最
も美しく乃至好ましくすることのできる顔をほとんどの場合に見出すことができる。その
基本的な理論は、一定の基準に基づいた顔、具体的には一般的に美人とされる顔または個
々の個人が好みとする顔を基にして、この顔と特定個人の実際の顔とを適当な比率で混合
させた顔を画像処理技術により作成すると、ほとんどの場合に前記混合させた顔から当該
個人が最も美しい乃至好ましいとする“理想顔”を見出すことができるということである
。具体的には、例えば好みのタレントや俳優の顔あるいはアベレージ理論などによる「美
人顔」をモデル顔とし、これらから選択した顔を希望顔とする。そしてこの希望顔を基に
して実際の個人の顔に例えばモルフィングなどの手法による画像処理を施すことで、希望
顔と実際の個人の顔とを混合させて近づける。すると希望顔に対し混合率乃至相似レベル
の異なる複数の“変形顔”が得られるが、これらの“変形顔”の中にその人が最も美しい

10

20

30

40

50

(3) JP 3912834 B2 2007.5.9

ー画面などに表示してその中から被化粧者が望む理想化粧顔を選択して決定すること、（
Ｋ）前記（Ｉ）で決定した理想化粧顔における明暗状態の像を、ファンデーションを用い
て、薄い基材に印刷してなり、その基材に印刷のファンデーションを被化粧者の顔へ転写
することによりファンデーションを被化粧者の顔に施すことのできるファンデーション転
写膜を作成すること、を含んでなるファンデーション転写膜の製造方法。



乃至好ましいとする“理想顔”がほとんどの場合にある。本願発明者のデータによると、
５０例中の４８例の人が各人について最も美しい乃至好ましいとする“理想顔”を見出す
ことができ、残りの２例についても、希望顔を変更することで“理想顔”を見出すことが
できた。そしてそれぞれの場合の混合率は３０～７０％の間にあった。
【０００６】
ここで留意すべきことがある。すなわちモデル顔は必ずしもそれ自体が特定個人の最善の
好みである必要がないということである。つまり特定個人が自分の顔についての“理想顔
”を見出し得るのはモデル顔と自分の顔とを混合した“変形顔”であり、モデル顔自体で
はない。実際、本願発明者の実験によると、アベレージ理論などによる「美人顔」を用い
たモデル顔そのものに対しては、多くの被験者が必ずしも気に入るものでないと判断して
いた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記のような知見を有効に活用することを意図してなされたものであり、特に上
記のような知見を例えば写真に撮った顔画像の修正技術に活用し、また化粧技術に活用で
きるようにすることを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明ではスチールカメラあるいはビデオカメラなどで撮像して得られた顔画像を修正す
るについて以下のようにしている。先ず希望顔を決定し、この希望顔の画像に対し、原顔
画像を画像処理で近づけることにより、希望顔に対する相似レベルの異なる複数の修正候
補顔の画像を作成し、次いでこれら複数の修正候補顔の画像から選択することで修正顔画
像を得る。
【０００９】
希望顔の決定にはモデル顔を用いることができる。モデル顔には、好みのタレントや俳優
などの顔を用いることができるし、タレントなどの好みがない場合であれば、人種や民族
などに対応して上記アベレージ理論などにより予め作成してある複数の美人顔から得た美
人の標準顔を用いることができる。
【００１０】
また原顔画像を画像処理による変形で希望顔に近づけるについては、上記のハイライト理
論を利用するのが好ましい。すなわち修正しようとする顔画像におけるハイライトエリア
の状態を希望顔のそれに近づけることを重点にする。このようにすることで、より美しく
好ましい顔ができ、希望顔への近接もより容易となる。
【００１１】
このような顔画像の修正方法は、上記した美しい乃至好ましいと感じる顔の形態に関する
理論を応用したものである。この方法によると、主に手作業に頼っていた従来における写
真修正技術とは異なり、修正作業を電子処理により自動化することができる。しかも修正
結果に対し、より大きな満足度をもたらすことが可能である。このような本発明による方
法は、一般的な写真修正に有用であることは勿論として、形成外科や美容外科における手
術計画シミュレーションなどにも用いることができる。
【００１２】
次に、本発明の化粧シミュレーション方法及びこれを用利用した化粧方法では、先ず希望
顔を決定する。希望顔の決定は、例えばメークアップ・インストラクターが被化粧者に化
粧の仕方を指導する場合であれば、インストラクターが被化粧者にその望みを聞くなどし
てなす。また希望顔の決定にはモデル顔を用いることができる。モデル顔には、被化粧者
が好きなタレントや俳優などの顔を用いることができる。また被化粧者にタレントなどの
好みがない場合であれば、人種や民族などに対応して予め作成してある美人顔のアベレー
ジをモデル顔に用いる。前者の場合であれば、タレントの名前などを指標としてモデル顔
の中から好ましい希望顔を選択することができる。一方後者の場合には、予めデータとし
て入力してある標準的美人に基づくモデル顔の中から好ましい希望顔を選択する。それに
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はモデル顔をモニター画面などに順次表示し、これから選択するか、あるいは被化粧者の
顔のタイプに基づいて選択する。後者の場合には、モデル顔を被化粧者に提示する必要は
必ずしもない。
【００１３】
希望顔を決定したら、次に希望顔を基にした想定化粧顔、つまり好ましい化粧を施すとし
て想定される化粧顔の画像を作成する。それには被化粧者の顔の画像に形状融合などの画
像処理を加えることで被化粧者の顔と希望顔とを混合して近づける処理を行なう。それか
ら、この想定化粧顔から被化粧者が望ましいと思う理想化粧顔を決定する。具体的には、
上記画像処理により希望顔との混合率乃至相似レベルの異なる複数の想定化粧顔の画像が
得られるので、その中から好ましいものを、化粧で求め得る相似レベルの範囲内で、理想
化粧顔として選択する。これにより最終的に得られると予想される理想的な化粧顔が事前
に与えられることになる。つまり被化粧者は、短時間で最終的な化粧の仕上がり状態を知
ることができる。このように化粧の仕方の基になる希望顔を決め、これに関して理想化粧
顔を求めることにより、短時間で最終的な化粧の仕上がり状態を提示できることが本発明
による化粧方法の大きな特徴であり、ここに上記した美しい乃至好ましいと感じる顔の形
態に関する理論が有効に活かされている。
【００１４】
以上のような化粧のシミュレーション過程により理想化粧顔が決まったら、この理想化粧
顔から化粧の仕方を導く。つまり理想化粧顔にするための例えば眉毛を剃るべき部位、眉
毛を書き入れる部位、アイライナーとアイシャドーを書き入れる線や範囲、アイシャドー
の色、口紅を書き入れるべき範囲、それにファンデーションの塗り分け方などの一連の化
粧の仕方を予め設定してある化粧プログラムにより導く。そしてこの化粧の仕方に基づい
て被化粧者の顔に化粧を施す。この結果、理想化粧顔つまり事前に被化粧者が納得してい
る化粧状態を正確に被化粧者の顔に実現することができる。すなわち被化粧者が望みとす
る化粧を自在に施すことができ、しかもその化粧を短時間で行なうことができる。
【００１５】
上記のように本発明の化粧方法は希望顔つまりモデル顔を基にして理想化粧顔を画像処理
により作成することに特徴があるが、このようにするには、被化粧者の現在の顔とモデル
顔とを画像処理により混合して近づける得るようにすることが重要なことになる。そのた
めには基準としたモデル顔に被化粧者の現在の顔を画像処理で近づて理想化粧顔を得るこ
とが重要なことになる。また次に重要なのが被化粧者の現在の顔を実際の化粧で理想化粧
顔に近づけるための有効な手法乃至基準が必要となる。それを可能とするのが上記したハ
イライト理論である。
【００１６】
ハイライトエリアが顔の印象を大きく左右し、余分な影（暗域）を消してハイライトエリ
アの形を整えることによって美しく好ましい顔にすることができるというハイライト理論
に基づくと、被化粧者の顔を画像処理によりモデル顔に近づけることが比較的容易となり
、と同時にハイライトエリアの状態をモデル顔（希望顔）のそれに対応させて整えるよう
な化粧を施すことを基調とすることで、被化粧者の顔を希望顔に近づけるのも容易となる
。つまり上記のようなハイライト理論によることで、被化粧者の顔を基となるモデル顔に
近づけるためのより有効な手法を得ることができる。
【００１７】
このようなハイライト理論に基づいて想定化粧顔の画像を作成するための画像処理では、
顔におけるハイライトエリアの状態を化粧での修正が可能な範囲で希望顔のそれらに近づ
けることを基調とし、これに加えて眉毛の形、アイライン、唇の輪郭などを被化粧者の顔
から化粧での修正が可能な範囲で希望顔のそれらに近づける。この場合にも上記と同様に
形状融合の手法などを用いることができる。
【００１８】
ハイライト理論に基づく場合には化粧シミュレーション方法及び化粧方法に関しても、顔
の印象要素として最も大きいハイライトを重視する。そして、ハイライトに関する化粧は
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ファンデーションの塗り分けにより施すものであるので、理想化粧顔からファンデーショ
ンに関しその種類や塗り分けの手順などを主要なものとして導く。
【００１９】
それには理想化粧顔を明暗の差による複数のエリアに例えば等高線パターン様にして区画
する画像処理を行なう。次いで、区画した各エリアについて色データを得る。この場合の
色データは色相と明度それに必要ならば彩度であり、通常はテレビジョンシステムで用い
られているＲ、Ｇ、Ｂやコンピュータシステムにおける印刷の色基準であるＣ、Ｍ、Ｙ、
Ｋなどを利用する。それから、得た各エリアについての色データ及び予め設定してあるフ
ァンデーションプログラムに基づいて、各エリアに施すファンデーションを決定する。そ
して最後にこのように決定したファンデーションを前記の各エリアに対応させて被化粧者
の顔に施す。
【００２０】
したがって本発明による一つの化粧シミュレーション方法及びこれを利用した化粧方法は
、以下のことを含む。（ａ）希望顔を決定し、この希望顔を基にして被化粧者の顔の画像
に画像処理を施すことで想定化粧顔の画像を作成すること、（ｂ）前記（ａ）で作成した
想定化粧顔をモニター画面などに表示してその中から被化粧者が望む理想化粧顔を選択し
て決定すること、（ｃ）前記（ｂ）で決定した理想化粧顔の画像から、予め設定してある
化粧プログラムに基づいて、化粧の仕方を導くこと、及び（ｄ）前記（ｃ）で導いた化粧
の仕方にしたがって被化粧者の顔に化粧を施すこと。
【００２１】
本発明による他の化粧シミュレーション方法及びこれを利用した化粧方法、特に顔におけ
る明暗の状態を基調にして化粧を行なう化粧シミュレーション方法及び化粧方法は、以下
のことを含む。（ｅ）希望顔を決定し、この希望顔を基にして被化粧者の顔の画像に画像
処理を施すことで想定化粧顔の画像を作成すること、（ｆ）前記（ｅ）で作成した想定化
粧顔をモニター画面などに表示してその中から被化粧者が望む理想化粧顔を選択して決定
すること、（ｇ）前記（ｆ）で決定した理想化粧顔の画像を明域、暗域に関して複数のエ
リアに区画する画像処理を行なうこと、（ｈ）前記（ｇ）で区画した各エリアについて色
データを得ること、（ｉ）前記（ｈ）で得た各エリアについての色データ及び予め設定し
てあるファンデーションプログラムに基づいて、各エリアに施すファンデーションを決定
すること、及び（ｊ）前記（ｉ）で決定したファンデーションを前記各エリアに対応させ
て被化粧者の顔に塗り分けること。
【００２２】
上記のような明暗の状態を基調とする化粧方法については、上記（ｇ）における画像処理
で明域、暗域に関して複数のエリアに区画した顔の画像を被化粧者の顔の実物大で印刷す
るとともに、この印刷画像から各エリアごとに切抜きを施すことでファンデーション用の
パターンマスクを作成し、このパターンマスクを用いて上記（ｋ）におけるファンデーシ
ョンの塗り分けをなすようにすることができる。このようにすることで、各エリアへのフ
ァンデーションの塗り分けを簡単に且つ正確に行なうことができる。つまり理想化粧顔に
対応するファンデーションの塗り分けを簡単に且つ正確に行なうことができる。
【００２３】
また上記のようなハイライトを基調とする化粧方法については、上記（ｇ）における画像
処理で明域、暗域に関して複数のエリアに区画した顔の画像を被化粧者の顔に実物大で投
影し、この投影した画像に基づいて上記（ｊ）におけるファンデーションの塗り分けをな
すようにすることができる。このようにすることでも、各エリアへのファンデーションの
塗り分けを簡単に且つ正確に行なうことができる。
【００２４】
本発明による明暗の状態を基調とした他の化粧方法は、以下のことを含む。（Ａ）希望顔
を決定し、この希望顔を基にして被化粧者の顔の画像に画像処理を施すことで想定化粧顔
の画像を作成すること、（Ｂ）前記（Ａ）で作成した想定化粧顔をモニター画面などに表
示してその中から被化粧者が望む理想化粧顔を選択して決定すること、（Ｃ）前記（Ｂ）
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で決定した理想化粧顔の画像を明域、暗域に関して複数のエリアに区画する画像処理を行
なうこと、（Ｄ）前記（Ｃ）で区画した各エリアについて色データを得ること、（Ｅ）前
記（Ｄ）で得た各エリアについての色データ及び予め設定してあるファンデーションプロ
グラムに基づいて、各エリアに施すファンデーションを決定すること、（Ｆ）前記（Ｃ）
における画像処理で明域、暗域に関して区画した複数のエリアに対応させて前記（Ｅ）で
決定したファンデーションを薄い基材に印刷して転写膜を作成すること、及び（Ｇ）前記
（Ｆ）で作成した転写膜に印刷のファンデーションを被化粧者の顔へ転写することにより
前記各エリアに対応するファンデーションを被化粧者の顔に施すこと。
【００２５】
本発明による明暗の状態を基調としたさらに他の化粧方法は、以下のことを含む。（Ｈ）
希望顔を決定し、この希望顔を基にして被化粧者の顔の画像に画像処理を施すことで想定
化粧顔の画像を作成すること、（Ｉ）前記（Ｈ）で作成した想定化粧顔をモニター画面な
どに表示してその中から被化粧者が望む理想化粧顔を選択して決定すること、（Ｋ）前記
（Ｉ）で決定した理想化粧顔における明暗状態の像を、ファンデーションを用いて、薄い
基材に印刷することでファンデーション転写膜を作成すること、及び（Ｌ）前記（Ｋ）で
作成したファンデーション転写膜に印刷のファンデーションを被化粧者の顔へ転写するこ
とによりファンデーションを被化粧者の顔に施すこと。
【００２６】
これらの方法は、理想化粧顔のファンデーションに正確に対応している転写膜からファン
デーションを転写することと、この転写したファンデーションを各エリアの境界部分につ
いて適当に暈すなどのことをなすだけで理想化粧顔の化粧を再現することができる。この
ため、より簡易に且つ短時間で望みの化粧を行なうことができる。
【００２７】
上記のような各化粧シミュレーション方法及び化粧方法に用いるための本発明による化粧
サポート装置は、複数のモデル顔の画像を格納するための画像格納手段、被化粧者の顔を
撮像入力するための撮像入力手段、及び必要な画像を表示するためのモニターを備えると
ともに、被化粧者の顔の画像を決定済みの希望顔に近づけることで想定化粧顔を作成する
処理、想定化粧顔をモニター画面に提示する処理、及び決定した理想化粧顔から化粧の仕
方を導く処理の各処理を可能とする処理手段を備えてなる。
【００２８】
このような化粧サポート装置の処理手段は、さらに、決定した理想化粧顔を明域、暗域に
関して複数のエリアに区画する処理、区画した各エリアについて色データを得る処理、及
び得た各エリアについての色データに基づいて、各エリアに施すファンデーションを決定
する処理の各処理も行なえるものであることが好ましい。
【００２９】
【実施の形態】
以下、本発明の実施形態を説明する。先ず本発明による顔画像の修正方法を実施する形態
について説明する。本発明による顔画像の修正方法を実施するには、通常、パーソナルコ
ンピュータなどのデータ処理装置とこれに接続するモニターとを含むシステムを用いる。
そして修正しようとする顔の画像つまり原顔画像をデータ処理装置に取り込む。それから
予め用意してあるモデル顔、例えばアベレージ理論で作成してある多数の標準顔から希望
顔を選択し、この希望顔を基にして原顔画像に画像処理を施す。
【００３０】
画像処理は、モルフィングやトウィーニングなどの画像処理手法を応用したプログラムで
行なう。具体的には、例えば図１に示すようにして、原顔画像Ｍと希望顔Ｔのそれぞれつ
いて、眉毛、目、鼻、口などの造作要素、それに顔における明域、暗域パターンに関する
座標値をとり、この座標値に基づいて顔画像Ｍを希望顔Ｔに向けて変形・混合しながら近
づける。
【００３１】
より具体的には、先ず原顔画像Ｍと希望顔Ｔのそれぞれについて眉毛、目、鼻、口、それ
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にハイライトエリアの線などの要所々々をプロットしてゆく。例えば鼻尖部を０、目のラ
インを１－２、３－４、眉毛を５－６、７－８などとする。そして原顔画像Ｍにおけるこ
れらの点を希望顔Ｔにおける対応の点に向けて、モルフィングプログラムで移動させる。
またハイライトエリアの線などはトウィーニングプログラムにより移動したり、傾きなど
を変化させたりする。このような点の移動などによる画像処理には、その程度に応じた複
数の段階がある。つまりこの複数の段階に応じた修正候補顔（後述の化粧方法の場合であ
れば想定化粧顔）が得られる。例えば点の移動を両顔画像における点の距離の１／１０ず
つ行なうとすると、１０の段階があり、したがって１０通りの想定化粧顔があることにな
る。本願発明者の実験では、２～３段階の修正候補顔つまり２０～３０％程度希望顔に近
づけた修正候補顔に、その人にとって最も美しい乃至好ましいとする“理想顔”（修正候
補顔または想定化粧顔）を見出す場合がほとんどであった。つまりイメージとして希望顔
があるものの、この希望顔に余り近づき過ぎても実際の“理想顔”から外れるということ
である。
【００３２】
以上のような処理により、希望顔に対する相似レベルがそれぞれ異なる複数の修正候補顔
の画像が作成されるので、これをモニターの画面に表示し、最善と思われるものを選択し
、これを修正顔画像とする。
【００３３】
次に本発明による化粧シミュレーション方法及び化粧方法の実施形態を説明する。本発明
の化粧方法を実施するには化粧サポート装置を用いる。化粧サポート装置は、図２にその
構成を示すように、データ処理装置１、記憶装置２、モニター３、それに撮像具４を含む
。データ処理装置１は、本発明による化粧方法で必要とする種々のデータ処理などを行な
うためのもので、パーソナルコンピュータなどを用いる。記憶装置２は、本発明による化
粧方法で用いるモデル顔のデータなどを格納するのに用いる。この記憶装置２には、内部
記憶装置や外部記憶装置を用いる。
【００３４】
このような化粧サポートシステムを用いて例えばメークアップ・インストラクターが被化
粧者に化粧の仕方を指導する場合を例にとると、化粧方法は以下のようにして進められる
。先ず被化粧者が希望する顔の印象つまり希望顔をインストラクターが被化粧者に具体的
に聞いて決定する。希望顔を具体的なものとするためにはモデル顔を用いる。モデル顔に
は、人気のあるタレントや俳優などの顔、あるいは人種や民族などに対応して作成してあ
る標準的美人の顔を画像データ化して記憶装置２に格納してあるものを用いる。モデル顔
から希望顔を選択するには、例えば人種別、時代別、性格別、職業別などによる平均顔や
具体的なタレントの名前などを指標として選択するか、または様々なモデル顔をモニター
３の画面に順次表示し、その中から選択する。
【００３５】
希望顔を決定したら、次に被化粧者の顔を撮像具４で撮像し、その画像を記憶装置２に取
り込む。それからデータ処理装置１を用いて被化粧者の顔の画像に画像処理を加えること
で被化粧者の顔の画像と希望顔の画像とを混合させて近づける。画像処理では、上記で取
り込んだ被化粧者の顔の原画像に上記修正方法におけると同様な手法により加工を施すこ
と、顔におけるハイライトエリア、眉毛の形、アイライン、唇の輪郭などを被化粧者の顔
から希望顔のそれらに段階的に近づける。
【００３６】
ここでハイライトに関する例を示すと図３のようになる。図３の（ａ）は被化粧者の顔の
原画像における明域と暗域の状態であり、図３の（ｂ）は画像処理で希望顔に近づけた明
域と暗域の状態である。なお図中で密に点を施した部分が相対的に暗い部分つまり暗域を
表しており、この部分に囲まれた状態の部分が最も明るい明域（ハイライトエリア）を表
している。この例はハイライトエリアが卵形に属する場合であるが、この例から分かるよ
うに、被化粧者の現在の顔ではハイライトエリアの形が理想的な卵形から外れており、こ
の外れた部分を主に修正することで、理想的な卵形のハイライトエリアを持つ希望顔に近
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づけることができる。
【００３７】
この処理を進めることで上記のように希望顔に対する相似のレベルの異なる複数の想定化
粧顔が得られるので、これをモニター３の画面で提示して被化粧者の判断を求める。提示
した画像の何れかに被化粧者が同意すれば、それを理想化粧顔とする。
【００３８】
理想化粧顔が決まったなら、この理想化粧顔から例えば眉毛を剃るべき部位、眉毛を書き
入れる部位、アイライナーとアイシャドーを書き入れる線や範囲、口紅を書き入れるべき
範囲、それにファンデーションの塗り分け方などの一連の化粧の仕方を導く。これには予
め設定してある化粧プログラムを用いる。
【００３９】
特にファンデーションに関しては、化粧プログラムに含まれるファンデーションプログラ
ムにより以下の処理を行なうことでファンデーションの仕方を導く。先ず理想化粧顔を明
域、暗域に関して複数のエリア、例えば２～４程度のエリアに区画する画像処理を行なう
。その例を図４に示す。図の例ではそれぞれ明るさが異なる４つのエリア（黒く塗り潰し
た部分、密に点を施した部分、粗く点を施した部分、無地の部分）に区画している。次い
で、区画した各エリアについて色データを得る。この場合の色データはテレビジョンシス
テムで用いられているＲ、Ｇ、Ｂに基づいたものとする。それから、得た各エリアについ
ての色データ基づいて、各エリアに施すファンデーションを決定する。
【００４０】
以上のようにして被化粧者の顔を理想化粧顔に化粧するのに必要な化粧の仕方及びそれに
用いる化粧品などが決まるので、最後にこれに基づいて実際の化粧を被化粧者の顔に施す
。以上のようにして導いた化粧の仕方などを実際の化粧で利用するには、化粧の仕方など
に関するデータをモニターの画面に表示するか、あるいはプリントアウトする。
【００４１】
本発明の第２の実施形態では、被化粧者の顔にファンデーションを施すのにパターンマス
クを用いる。パターンマスクは、上記の画像処理で明域、暗域に関して複数のエリアに区
画した顔の画像を被化粧者の顔の実物大で印刷した印刷画像から各エリアごとに切抜きを
施すことで型紙のようにして作成する。そしてパターンマスクを被化粧者の顔に当て、そ
の上から各エリアのファンデーションを塗る。
【００４２】
本発明の第３の実施形態では、被化粧者の顔にファンデーションを施すのに投影法を用い
る。具体的には上記の画像処理で明域、暗域に関して複数のエリアに区画した顔の画像を
被化粧者の顔に実物大で投影し、この投影した画像に基づいて各エリアごとにファンデー
ションを塗り分ける。
【００４３】
本発明の第４の実施形態では、被化粧者の顔にファンデーションを施すのに転写法を用い
る。具体的には上記の画像処理で明域、暗域に関して区画した複数のエリアに対応させて
各エリアごとのファンデーションを薄い基材に実物大で印刷することでファンデーション
転写膜を先ず作成する。または上記のようにして決めた理想化粧顔における明暗状態の像
を、ファンデーションを用いて、薄い基材に印刷することでファンデーション転写膜を作
成する。それからこれらのファンデーション転写膜を被化粧者の顔に押し付けてそのファ
ンデーションを転写する。そして最後に転写したファンデーションを各エリアの境界部分
について適当に暈すなどの処理を行なう。この場合のファンデーション転写膜は、必ずし
も顔全体に対応するものでなくともよく、例えば上まぶたの部分とか鼻の周囲だけの部分
とか、部分的なものでもよい。
【００４４】
本発明の第４の実施形態では、被化粧者の顔にファンデーションを施すのにファンデーシ
ョンを立体プリンタなどにより顔に直接印刷する。具体的には上記の画像処理で作成され
るファンデーションの塗り分け像を、必要なファンデーションをインクとした立体プリン
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タなどにより顔に直接に吹き付け印刷する。
【００４５】
【発明の効果】
以上のように本発明の顔画像の修正方法によると、顔画像の高度な修正を短時間で簡単に
行なうことが可能となる。また本発明の化粧シミュレーション方法乃至化粧方法によると
、被化粧者が望みとする化粧を短時間で自在に施すことが可能となり、多種多様な化粧品
による化粧の可能性を有効に活用できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】顔画像の修正方法における画像処理の一例についての説明。
【図２】一実施形態による化粧サポート装置の構成図。
【図３】ハイライトに関する説明図。
【図４】ハイライトに関してエリアに区画することの説明図。
【図５】ハイライトのタイプについての説明図。
【符号の説明】
１　データ処理装置
２　記憶装置
３　モニター
４　撮像具４
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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