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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータが、
　　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶し、
　　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画
像から前記着色画像を推定する推定モデルを生成し、
　　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得し、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定し、
　　特定した前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画像とに基づき、前記
対象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成し、
　　前記対象着色画像を用いて、線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルの前記着
色レイヤを生成し、
　　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像
ファイルに、生成した前記着色レイヤを挿入し、
　　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色
レイヤを修正し、
　　修正した前記着色レイヤと、対応する前記線画レイヤとを、学習用の前記画像ペアと
して抽出し、
　　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを
、前記対象着色画像を生成する時に用いた前記推定モデルに対応する前記要素に対応付け
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て、前記学習データとして記憶する画像処理方法。
【請求項２】
　コンピュータが、
　　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶し、
　　線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルであって、学習用の前記画像ファイル
を取得し、
　　学習用の前記画像ファイルから前記線画レイヤ及び前記着色レイヤを抽出し、
　　学習用の前記画像ファイルが示す画像に対応する前記要素を特定し、
　　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを
、特定した前記要素に対応付けて前記学習データとして記憶し、
　　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画
像から前記着色画像を推定する推定モデルを生成し、
　　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得し、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定し、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画
像とに基づき、前記対象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成
し、
　　前記対象着色画像を用いて前記画像ファイルの前記着色レイヤを生成し、
　　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像
ファイルに、生成した前記着色レイヤを挿入し、
　　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色
レイヤを修正し、
　　修正した前記着色レイヤを含む前記対象画像ファイルを、学習用の前記画像ファイル
として取得する画像処理方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の画像処理方法において、
　前記コンピュータは、前記画像ファイルに含まれる複数のレイヤ各々を識別する情報に
基づき、前記画像ファイルから前記線画レイヤ及び前記着色レイヤを抽出する画像処理方
法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の画像処理方法において、
　前記コンピュータは、前記画像ファイルの名称に基づき、前記画像ファイルが示す画像
に対応する前記要素を特定する画像処理方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の画像処理方法において、
　前記コンピュータは、ユーザ入力に基づき前記対象画像ファイルの前記着色レイヤを修
正した後、所定のユーザ入力を受付けると、修正した前記着色レイヤを含む前記対象画像
ファイルを学習用の前記画像ファイルとして取得する画像処理方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の画像処理方法において、
　１つの学習用の前記画像ファイルが示す画像には１つの前記要素が描かれている画像処
理方法。
【請求項７】
　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶する手段と、
　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画像
から前記着色画像を推定する推定モデルを生成する手段と、
　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得する手段と、
　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定する手段と、
　特定した前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画像とに基づき、前記対
象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成する手段と、
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　前記対象着色画像を用いて、線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルの前記着色
レイヤを生成する手段と、
　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像フ
ァイルに、生成した前記着色レイヤを挿入する手段と、
　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色レ
イヤを修正する手段と、
　修正した前記着色レイヤと、対応する前記線画レイヤとを、学習用の前記画像ペアとし
て抽出する手段と、
　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを、
前記対象着色画像を生成する時に用いた前記推定モデルに対応する前記要素に対応付けて
、前記学習データとして記憶する手段と、
を有する画像処理システム。
【請求項８】
　コンピュータを、
　　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶する手段、
　　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画
像から前記着色画像を推定する推定モデルを生成する手段、
　　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得する手段、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定する手段、
　　特定した前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画像とに基づき、前記
対象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成する手段、
　　前記対象着色画像を用いて、線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルの前記着
色レイヤを生成する手段、
　　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像
ファイルに、生成した前記着色レイヤを挿入する手段、
　　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色
レイヤを修正する手段、
　　修正した前記着色レイヤと、対応する前記線画レイヤとを、学習用の前記画像ペアと
して抽出する手段、
　　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを
、前記対象着色画像を生成する時に用いた前記推定モデルに対応する前記要素に対応付け
て、前記学習データとして記憶する手段、
として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理方法、画像処理システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　非特許文献１及び２は、pix2pixに関する技術を開示している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Phillip Isola, Jun-Yan Zhu, Tinghui Zhou, Alexei A. Efros, Image
-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks, arXiv:1611.07004, 2
016.
【非特許文献２】Satoshi Iizuka, Edgar Simo-Serra, and Hiroshi Ishikawa. "Let the
re be Color!: Joint End-to-end Learning of Global and Local Image Priors for Aut
omatic Image Colorization with Simultaneous Classification". ACM Transaction on 
Graphics (Proc. of SIGGRAPH), 35(4):110, 2016.
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の自動着色技術は、ゲームやアニメ等の既存のキャラクタ等の線画を高精度に着色
することはできなかった。本発明の課題は、ゲームやアニメ等の既存のキャラクタ等の線
画を高精度に着色することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、
　コンピュータが、
　　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶し、
　　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画
像から前記着色画像を推定する推定モデルを生成し、
　　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得し、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定し、
　　特定した前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画像とに基づき、前記
対象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成し、
　　前記対象着色画像を用いて、線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルの前記着
色レイヤを生成し、
　　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像
ファイルに、生成した前記着色レイヤを挿入し、
　　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色
レイヤを修正し、
　　修正した前記着色レイヤと、対応する前記線画レイヤとを、学習用の前記画像ペアと
して抽出し、
　　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを
、前記対象着色画像を生成する時に用いた前記推定モデルに対応する前記要素に対応付け
て、前記学習データとして記憶する画像処理方法が提供される。
【０００６】
　また、本発明によれば、
　コンピュータが、
　　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶し、
　　線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルであって、学習用の前記画像ファイル
を取得し、
　　学習用の前記画像ファイルから前記線画レイヤ及び前記着色レイヤを抽出し、
　　学習用の前記画像ファイルが示す画像に対応する前記要素を特定し、
　　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを
、特定した前記要素に対応付けて前記学習データとして記憶し、
　　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画
像から前記着色画像を推定する推定モデルを生成し、
　　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得し、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定し、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画
像とに基づき、前記対象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成
し、
　　前記対象着色画像を用いて前記画像ファイルの前記着色レイヤを生成し、
　　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像
ファイルに、生成した前記着色レイヤを挿入し、
　　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色
レイヤを修正し、
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　　修正した前記着色レイヤを含む前記対象画像ファイルを、学習用の前記画像ファイル
として取得する画像処理方法が提供される。
【０００７】
　また、本発明によれば、
　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶する手段と、
　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画像
から前記着色画像を推定する推定モデルを生成する手段と、
　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得する手段と、
　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定する手段と、
　特定した前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画像とに基づき、前記対
象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成する手段と、
　前記対象着色画像を用いて、線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルの前記着色
レイヤを生成する手段と、
　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像フ
ァイルに、生成した前記着色レイヤを挿入する手段と、
　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色レ
イヤを修正する手段と、
　修正した前記着色レイヤと、対応する前記線画レイヤとを、学習用の前記画像ペアとし
て抽出する手段と、
　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを、
前記対象着色画像を生成する時に用いた前記推定モデルに対応する前記要素に対応付けて
、前記学習データとして記憶する手段と、
を有する画像処理システムが提供される。
【０００８】
　また、本発明によれば、
　コンピュータを、
　　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶する手段、
　　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画
像から前記着色画像を推定する推定モデルを生成する手段、
　　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得する手段、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定する手段、
　　特定した前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画像とに基づき、前記
対象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成する手段、
　　前記対象着色画像を用いて、線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルの前記着
色レイヤを生成する手段、
　　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像
ファイルに、生成した前記着色レイヤを挿入する手段、
　　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色
レイヤを修正する手段、
　　修正した前記着色レイヤと、対応する前記線画レイヤとを、学習用の前記画像ペアと
して抽出する手段、
　　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを
、前記対象着色画像を生成する時に用いた前記推定モデルに対応する前記要素に対応付け
て、前記学習データとして記憶する手段、
として機能させるプログラムが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ゲームやアニメ等の既存のキャラクタ等の線画を高精度に着色するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】本実施形態の画像処理システムの機能ブロック図の一例である。
【図２】本実施形態の画像処理システムのハードウエア構成の一例を示す図である。
【図３】本実施形態の線画レイヤの画像の一例を示す図である。
【図４】本実施形態の着色レイヤの画像の一例を示す図である。
【図５】本実施形態の下塗りレイヤの画像の一例を示す図である。
【図６】本実施形態の画像ファイルのレイヤ構造の一例を模式的に示す図である。
【図７】本実施形態の画像処理システムの処理の流れの一例を示す図である。
【図８】本実施形態の画像処理システムの処理の流れの一例を示す図である。
【図９】本実施形態の画像処理システムの処理の流れの一例を示す図である。
【図１０】本実施形態の画像処理システムの処理の流れの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜実施形態＞
　まず、本実施形態の概要を説明する。本実施形態は、コンピュータが以下の処理を行う
。
【００１２】
（１）ゲームやアニメ等の既存の要素（例：キャラクタやコスチューム等）毎に、線画画
像及び着色画像をペアとする学習データを記憶する。そして、要素毎に機械学習を行い、
要素毎に線画画像から着色画像を推定する推定モデルを生成する。
（２）着色対象の線画画像が与えられると、当該線画画像に対応する要素を特定し、特定
した要素に対応する推定モデルと当該線画画像とに基づき、当該線画画像に組み合わせる
着色画像を生成する。
（３）生成した着色画像に対して人間が修正を加えると、修正後の着色画像とそれに対応
する線画画像を、新たな学習データとして記憶する。
【００１３】
　次に、本実施形態の画像処理システムの構成を説明する。図１に、画像処理システムの
機能ブロック図の一例を示す。図示するように、画像処理システムは、学習用画像ファイ
ル入力部１０と、学習データ生成部１１と、分類部１２と、学習データ記憶部１３と、学
習部１４と、推定モデル記憶部１５と、対象画像ファイル入力部１６と、対象線画画像生
成部１７と、特定部１８と、推定部１９と、挿入部２０と、出力部２１と、修正部２２と
を有する。
【００１４】
　画像処理システムは、物理的及び／又は論理的に分かれた複数の装置により実現されて
もよい。この場合、図１に示す複数の機能部の各々は、複数の装置のいずれかで実現され
る。その他、画像処理システムは、物理的及び論理的に１つの装置により実現されてもよ
い。この場合、図１に示す複数の機能部のすべてが、１つの装置で実現される。
【００１５】
　ここで、画像処理システムのハードウエア構成の一例について説明する。本実施形態の
画像処理システムが備える各機能部は、任意のコンピュータのＣＰＵ（Central Processi
ng Unit）、メモリ、メモリにロードされるプログラム、そのプログラムを格納するハー
ドディスク等の記憶ユニット（あらかじめ装置を出荷する段階から格納されているプログ
ラムのほか、ＣＤ（Compact Disc）等の記憶媒体やインターネット上のサーバ等からダウ
ンロードされたプログラムをも格納できる）、ネットワーク接続用インターフェイスを中
心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現
方法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解されるところである。
【００１６】
　図２は、本実施形態の画像処理システムのハードウエア構成を例示するブロック図であ
る。図２に示すように、画像処理システムは、プロセッサ１Ａ、メモリ２Ａ、入出力イン
ターフェイス３Ａ、周辺回路４Ａ、バス５Ａを有する。周辺回路４Ａには、様々なモジュ
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ールが含まれる。画像処理システムは周辺回路４Ａを有さなくてもよい。なお、画像処理
システムが物理的及び／又は論理的に分かれた複数の装置で構成される場合、複数の装置
各々が上記ハードウエア構成を備えることができる。
【００１７】
　バス５Ａは、プロセッサ１Ａ、メモリ２Ａ、周辺回路４Ａ及び入出力インターフェイス
３Ａが相互にデータを送受信するためのデータ伝送路である。プロセッサ１Ａは、例えば
ＣＰＵ、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）などの演算処理装置である。メモリ２Ａは
、例えばＲＡＭ（Random Access Memory）やＲＯＭ（Read Only Memory）などのメモリで
ある。入出力インターフェイス３Ａは、入力装置、外部装置、外部サーバ、外部センサ等
から情報を取得するためのインターフェイスや、出力装置、外部装置、外部サーバ等に情
報を出力するためのインターフェイスなどを含む。入力装置は、例えばキーボード、マウ
ス、マイク等である。出力装置は、例えばディスプレイ、スピーカ、プリンター、メーラ
等である。プロセッサ１Ａは、各モジュールに指令を出し、それらの演算結果をもとに演
算を行うことができる。
【００１８】
　次に、図１に示す複数の機能部各々の機能構成を説明する。
【００１９】
　学習用画像ファイル入力部１０は、学習用の画像ファイル（以下、「学習用画像ファイ
ル」）の入力を受付ける。学習用画像ファイル入力部１０が学習用画像ファイルの入力を
受付けることで、画像処理システムは学習用画像ファイルを取得できる。
【００２０】
　ここで、画像ファイルについて説明する。本実施形態の画像ファイルは、ユーザ（例：
イラストレータ）が画像を作成する際の標準的なデータ構造であるレイヤ構造である。画
像ファイルは、少なくとも下塗りレイヤを含む。下塗りレイヤは、線画レイヤ及び着色レ
イヤを含む。線画レイヤは、線のみで描いた線画を示す。着色レイヤは、線画を含まず、
線画に対してなされた着色の内容を示す。ここで、線画レイヤ、着色レイヤ及び下塗りレ
イヤ各々の画像の一例を示す。図３は、線画レイヤの画像の一例を示す。図４は、着色レ
イヤの画像の一例を示す。図５は、下塗りレイヤの画像の一例を示す。
【００２１】
　次に、図６に、本実施形態の画像ファイルのレイヤ構造の一例を模式的に示す。図示す
る例の場合、画像ファイルは、下塗りレイヤと、シャドーを示すシャドーレイヤとを含む
。下塗りレイヤは、線画レイヤと着色レイヤとを含む。線画レイヤは、キャラクタの上半
身を示す上半身レイヤと、キャラクタの下半身を示す下半身レイヤとを含む。着色レイヤ
は、色毎の複数のレイヤを含む。なお、図示するレイヤ構造はあくまで一例であり、これ
に限定されない。
【００２２】
　本実施形態の画像ファイルは、例えばＰＳＤ（Adobe Photoshop（登録商標））ファイ
ル、ＡＩ（Adobe Illustrator（登録商標））ファイル等が例示されるが、これらに限定
されない。
【００２３】
　図１に戻り、学習データ生成部１１は、学習用画像ファイル入力部１０に入力された学
習用画像ファイルから学習データを生成する。具体的には、学習データ生成部１１は、学
習用画像ファイルから線画レイヤ及び着色レイヤを抽出する。そして、学習データ生成部
１１は、抽出した線画レイヤ及び着色レイヤ各々を機械学習に適した所定のファイル形式
に変更することで線画画像及び着色画像を生成する。１つの学習用画像ファイルから生成
された線画画像及び着色画像のペアが学習データとなる。
【００２４】
　学習データに含まれる線画画像は、機械学習に適した所定のファイル形式で示される画
像であって、学習用画像ファイルに含まれる線画レイヤと同じ内容を示す画像である。そ
して、学習データに含まれる着色画像は、本実施形態の機械学習に適した所定のファイル
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形式で示される画像であって、学習用画像ファイルに含まれる着色レイヤと同じ内容を示
す画像である。
【００２５】
　本実施形態の機械学習に適した所定のファイル形式は、ＢＭＰ（bitmap）形式等の非圧
縮ラスタ画像や、ＰＮＧ（Portable Network Graphics）ファイル等の可逆圧縮型のラス
タ画像等が例示されるが、これらに限定されない。
【００２６】
　ここで、学習用画像ファイルから線画レイヤ及び着色レイヤを抽出する処理の具体例を
説明する。
【００２７】
　学習データ生成部１１は、学習用画像ファイルに含まれる複数のレイヤ各々を識別する
情報（メタデータ）に基づき、学習用画像ファイルから線画レイヤ及び着色レイヤを抽出
することができる。複数のレイヤ各々を識別する情報は、レイヤ名、レイヤＩＤ（identi
fier）、レイヤ番号、レイヤの上下関係等の構造上の特徴等が例示されるが、これらに限
定されない。
【００２８】
　例えば、予め、線画レイヤ及び着色レイヤ各々のレイヤ名、レイヤＩＤ、レイヤ番号等
を指定する際のルールを定めておく。当該ルールでは、例えば、線画レイヤ及び着色レイ
ヤ各々のレイヤ名、レイヤＩＤ、レイヤ番号等に、線画レイヤ及び着色レイヤ各々を識別
する所定の情報を加えることが定められる。画像ファイルを生成するユーザは、当該ルー
ルに従い、各レイヤのレイヤ名、レイヤＩＤ、レイヤ番号等を指定する。このようにする
ことで、学習データ生成部１１は、レイヤ名、レイヤＩＤ、レイヤ番号等に基づき、学習
用画像ファイルから線画レイヤ及び着色レイヤを抽出することができる。
【００２９】
　その他、例えば、予め、画像ファイルに含まれる複数のレイヤの上下関係のルールを定
めておく。当該ルールは、例えば、「グループレイヤが含む複数のレイヤの中で、下塗り
レイヤを最も上に位置させる。そして、下塗りレイヤが含む複数のレイヤの中で、線画レ
イヤを最も上に位置させ、次に着色レイヤを位置させる。」等である。画像ファイルを生
成するユーザは、当該ルールに従い、画像ファイルに含まれる複数のレイヤの上下関係を
指定する。このようにすることで、学習データ生成部１１は、画像ファイルに含まれる複
数のレイヤの上下関係に基づき、学習用画像ファイルから線画レイヤ及び着色レイヤを抽
出することができる。
【００３０】
　分類部１２は、学習用画像ファイルが示す画像に対応する要素を特定する。「画像に対
応する要素」は、画像で描かれている要素である。要素は、ゲームやアニメ等の既存のキ
ャラクタやコスチューム等である。なお、１つの画像ファイルが示す画像には１つの要素
が描かれているものとする。
【００３１】
　そして、分類部１２は、学習データ生成部１１が生成した学習データを、特定した要素
に対応付けて、学習データ記憶部１３に記憶させる。
【００３２】
　ここで、学習用画像ファイルが示す画像に対応する要素を特定する処理の具体例を説明
する。
【００３３】
　分類部１２は、例えば、学習用画像ファイルの名称に基づき、上記要素を特定すること
ができる。例えば、予め、画像ファイルの名称を指定する際のルールを定めておく。当該
ルールでは、例えば、画像ファイルの名称に、各画像ファイルが示す画像に対応する要素
を識別する所定の情報（例：キャラクタ名、コスチューム名等）を加えることが定められ
る。画像ファイルを生成するユーザは、当該ルールに従い、画像ファイルの名称を指定す
る。このようにすることで、分類部１２は、画像ファイルの名称に基づき、学習用画像フ
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ァイルが示す画像に対応する要素を特定することができる。
【００３４】
　その他、ユーザが、要素を指定する入力を、画像処理システムに対して行ってもよい。
そして、分類部１２は、ユーザが指定した内容に基づき、要素を特定してもよい。
【００３５】
　学習データ記憶部１３は、要素毎に、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを
記憶する。例えば、学習データ記憶部１３は、図示するように、複数の要素各々に対応し
たデータバケットを有し、各要素の学習データを各データバケットに蓄積してもよい。
【００３６】
　学習部１４は、要素毎に、学習データ記憶部１３に記憶されている各要素の学習データ
を用いた機械学習を行い、線画画像から着色画像を推定する推定モデルを生成する。機械
学習の技法としては、例えばＧＡＮ（generative adversarial network）等の生成系ニュ
ーラルネットワーク等が例示されるが、これに限定されない。例えば、学習部１４はpix2
pixで構成されてもよい。
【００３７】
　推定モデル記憶部１５は、学習部１４により生成された要素毎の推定モデルを記憶する
。推定モデル記憶部１５は、各要素に対応付けて、各要素の学習データに基づき生成され
た推定モデルを記憶する。
【００３８】
　対象画像ファイル入力部１６は、着色対象の画像ファイル（以下、「対象画像ファイル
」）の入力を受付ける。対象画像ファイル入力部１６が対象画像ファイルの入力を受付け
ることで、画像処理システムは対象画像ファイルを取得できる。対象画像ファイルは、線
画レイヤを含み、着色レイヤを含まない。
【００３９】
　対象線画画像生成部１７は、対象画像ファイルから着色レイヤを抽出し、抽出した着色
レイヤを所定のファイル形式に変更することで、着色対象の線画画像（以下、「対象線画
画像」）を取得する。所定のファイル形式は、学習データに含まれる線画画像と同じファ
イル形式である。対象線画画像生成部１７は、学習データ生成部１１と同様の手法で、対
象画像ファイルから着色レイヤを抽出することができる。
【００４０】
　特定部１８は、対象線画画像に対応する要素を特定する。特定部１８は、「学習用画像
ファイルが示す画像に対応する要素を特定する手段（分類部１２）」と同様の手段で、対
象線画画像に対応する要素を特定することができる。
【００４１】
　推定部１９は、特定部１８により特定された要素に対応する推定モデルと、対象線画画
像とに基づき、対象線画画像に組み合わせる着色画像（以下、「対象着色画像」）を生成
する。第１の要素に対応する推定モデルは、第１の要素に対応付けて推定モデル記憶部１
５に記憶されている推定モデルである。
【００４２】
　挿入部２０は、推定部１９により生成された対象着色画像を用いて、着色レイヤを生成
する。そして、挿入部２０は、生成した着色レイヤを、対象画像ファイル入力部１６に入
力された対象画像ファイルに挿入する。以下、挿入部２０により着色レイヤを挿入された
対象画像ファイルを「着色済画像ファイル」と呼ぶ。そして、着色済画像ファイルが示す
画像を「着色済画像」と呼ぶ。なお、挿入部２０は、ノイズ除去や、着色レイヤを複数の
レイヤに分割する処理などを行うことができる。
【００４３】
　出力部２１は、着色済画像ファイルを処理して、着色済画像を出力する。出力部２１は
、ディスプレイ、プリンター、メーラ、投影装置等のあらゆる出力装置を介して、着色済
画像の出力を実現する。
【００４４】
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　修正部２２は、ユーザ入力に基づき、着色済画像ファイルの着色レイヤを修正する。そ
して、着色済画像ファイルの着色レイヤを修正した後、所定の第１の条件を満たすと、修
正部２２は、着色レイヤを修正した後の着色済画像ファイルを、学習用画像ファイルとし
て学習用画像ファイル入力部１０に入力する。
【００４５】
　所定の第１の条件は、例えば「ユーザによる所定のユーザ入力を受付けた」である。所
定のユーザ入力は、着色レイヤを修正した後の着色済画像ファイルを学習用画像ファイル
として登録することを指示する入力であってもよい。
【００４６】
　その他、所定のユーザ入力は、所定のレイヤにロックを掛け、着色レイヤの編集ができ
ないようにする入力であってもよい。所定のレイヤは、着色レイヤや下塗りレイヤ等であ
る。ユーザは、着色レイヤの修正が完了した時点で、所定のレイヤにロックを掛け、着色
レイヤの編集ができないようにすると考えられる。すなわち、所定のレイヤにロックを掛
け、着色レイヤの編集ができないようにした場合、着色レイヤの修正は完了し、学習用の
データとして適した状態になっていると考えられる。所定のレイヤにロックを掛け、着色
レイヤの編集ができないようにしたことに応じて、着色済画像ファイルを学習用画像ファ
イルとして出力することで、学習用のデータとして好ましいデータを、ユーザによる不要
な操作なしで、学習用画像ファイル入力部１０に入力することができる。
【００４７】
　その他、所定のユーザ入力は、作業対象を、着色レイヤから他のレイヤ（例：着色レイ
ヤの上のレイヤ）に変更する指示入力であってもよい。この場合も、上記ロックの場合と
同様の理由で、学習用のデータとして好ましいデータを、ユーザによる不要な操作なしで
、学習用画像ファイル入力部１０に入力することができる。
【００４８】
　次に、図７のフローチャートを用いて、画像処理システムの処理の流れの一例を説明す
る。図７は、学習データを登録する処理の流れの一例を示す。
【００４９】
　まず、画像処理システムは、学習用画像ファイルを取得する（Ｓ１０）。次いで、画像
処理システムは、Ｓ１０で取得した学習用画像ファイルから、線画レイヤ及び着色レイヤ
を抽出する（Ｓ１１）。次いで、画像処理システムは、Ｓ１１で抽出した線画レイヤ及び
着色レイヤ各々のファイル形式を変更することで、機械学習に適した所定のファイル形式
で示された線画画像及び着色画像を生成する（Ｓ１２）。
【００５０】
　次いで、画像処理システムは、Ｓ１０で取得した学習用画像ファイルが示す画像に対応
する要素を特定する（Ｓ１３）。そして、画像処理システムは、Ｓ１２で生成した線画画
像及び着色画像のペアを含む学習データを、Ｓ１３で特定した要素に対応付けて登録する
（Ｓ１４）。
【００５１】
　なお、Ｓ１１乃至Ｓ１３の処理順は、図示するものに限定されない。
【００５２】
　次に、図８のフローチャートを用いて、画像処理システムの処理の流れの他の一例を説
明する。図８は、推定モデルを生成する処理の流れの一例を示す。
【００５３】
　画像処理システムは、学習タイミングの到来を監視する（Ｓ２０）。学習タイミングは
、新たな学習データが追加されたタイミングであってもよいし、新たに所定個数の学習デ
ータが追加されたタイミングであってもよいし、学習実行を指示するユーザ入力があった
タイミングであってもよいし、予め登録されたタイミング（例：毎日０時、毎週月曜日の
０時等）であってもよいし、その他のタイミングであってもよい。
【００５４】
　学習タイミングになると（Ｓ２０のＹｅｓ）、画像処理システムは、要素毎に登録され
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ている学習データを用いて、要素毎に機械学習を行い、要素毎に推定モデルを生成する（
Ｓ２１）。そして、画像処理システムは、要素ごとに、Ｓ２１で生成した推定モデルを登
録する（Ｓ２２）。なお、Ｓ２１では、すべての要素に対して機械学習を行ってもよいし
、一部の要素に対して機械学習を行ってもよい。例えば、画像処理システムは、新たな学
習データが追加された要素に対してのみ、機械学習を行い、推定モデルを更新してもよい
。
【００５５】
　次に、図９のフローチャートを用いて、画像処理システムの処理の流れの他の一例を説
明する。図９は、対象画像ファイルに自動着色する処理の流れの一例を示す。
【００５６】
　まず、画像処理システムは、対象画像ファイルを取得する（Ｓ３０）。次いで、画像処
理システムは、Ｓ３０で取得した対象画像ファイルから、線画レイヤを抽出する（Ｓ３１
）。次いで、画像処理システムは、Ｓ３１で抽出した線画レイヤのファイル形式を変更す
ることで、所定のファイル形式で示された対象線画画像を生成する（Ｓ３２）。所定のフ
ァイル形式は、学習データに含まれる線画画像のファイル形式と同じである。
【００５７】
　次いで、画像処理システムは、Ｓ３０で取得した対象画像ファイルが示す画像に対応す
る要素を特定する（Ｓ３３）。そして、画像処理システムは、Ｓ３３で特定した要素に対
応する推定モデルと、Ｓ３２で生成した対象線画画像とに基づき、対象着色画像を生成す
る（Ｓ３４）。
【００５８】
　次いで、画像処理システムは、Ｓ３４で生成した対象着色画像を用いて着色レイヤを生
成し（Ｓ３５）、生成した着色レイヤをＳ３０で取得した対象画像ファイルに挿入する（
Ｓ３６）。そして、画像処理システムは、着色レイヤを挿入した対象画像ファイルを出力
する（Ｓ３７）。
【００５９】
　なお、Ｓ３１乃至Ｓ３３の処理順は、図示するものに限定されない。
【００６０】
　次に、図１０のフローチャートを用いて、画像処理システムの処理の流れの他の一例を
説明する。図１０は、図９の処理で着色レイヤを挿入された対象画像ファイルである着色
済画像ファイルを修正し、修正後の着色済画像ファイルを学習用画像ファイルとして出力
する処理の流れの一例を示す。
【００６１】
　画像処理システムは、着色済画像ファイルが示す画像を例えばディスプレイに表示する
（Ｓ４０）。ユーザは、ディスプレイに表示された自動着色後の画像を閲覧し、適宜、所
定のレイヤを修正する。ここでは、画像処理システムは、ユーザ入力に基づき、着色済画
像ファイルに含まれる着色レイヤを修正したものとする（Ｓ４１）。
【００６２】
　その後、修正後の着色済画像ファイルを学習用画像ファイルとする第１の条件を満たす
と（Ｓ４２のＹｅｓ）、画像処理システムは、修正後の着色済画像ファイルを学習用画像
ファイルと出力する（Ｓ４３）。この後、画像処理システムは、図７の処理を実行する。
なお、第１の条件は上述の通りである。
【００６３】
　一方、第１の条件を満たさなければ（Ｓ４２のＮｏ）、画像処理システムは、第１の条
件を満たすまで待つ。この場合、画像処理システムは、予め定められた終了条件を満たす
と、当該処理を終了してもよい。終了条件は、着色済画像ファイルを修正する処理を終了
するユーザ入力の受付けであってもよいし、その他であってもよい。
【００６４】
　次に、本実施形態の作用効果を説明する。
【００６５】
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　本実施形態は、例えば、ゲームやアニメ等の既存の要素（例：キャラクタやコスチュー
ム等）を対象として、ユーザが作画した線画画像に、自動的に下塗りとしての着色を、高
精度に実現するＡＩの構成方式に関するものである。
【００６６】
　本実施形態の技術的特徴は、ゲームやアニメに固有の概念である、“キャラクタ”や“
コスチューム”といった要素を基本単位として、学習データの分類、推定モデルの生成、
推論時の推定モデル選択、フィードバック時の学習データ管理等を行うことにより、ユー
ザが暗黙的に保有する各要素の特徴を高精度に学習可能にするHuman-In-The-Loop型深層
学習（ＨＩＴＬ－ＤＬ）を実現する点にある。
【００６７】
　ここで、Human-In-The-Loop型とは、自然な形でユーザに負担をかけずに、ユーザが参
加することを前提とした学習を実現することを意味する。従来の深層学習では、チューニ
ングが複雑であったため、このＨＩＴＬを実現することが比較的難しいとされていた。本
実施形態では、例えば次の３点により、プロフェッショナル用途の高精度な自動下塗り着
色のためのHITLを確立する。
【００６８】
・学習用画像ファイル（例：ＰＳＤ）が入力されると、レイヤ名等を用いて線画レイヤ及
び着色レイヤを抽出する。そして、抽出した線画レイヤ及び着色レイヤを用いて、学習デ
ータとする線画画像及び着色画像を生成する。そして、ファイル名等を用いて学習用画像
ファイルに対応する要素を特定し、生成した学習データを特定した要素に対応付けて格納
する。そして、要素毎に機械学習を行い、線画画像から着色画像を生成する推定モデルを
要素毎に生成する。
【００６９】
・自動着色のために対象画像ファイルが入力されると、レイヤ名等を用いて線画レイヤを
抽出して対象線画画像を生成するとともに、ファイル名等を用いて対象画像ファイルに対
応する要素を特定する。次いで、特定した要素に対応する推定モデルと対象線画画像とに
基づき、対象線画画像に組み合わせる着色画像を生成する。そして、生成した着色画像に
基づき着色レイヤを生成し、対象画像ファイルに挿入する。
【００７０】
・上記自動着色で生成された着色レイヤをユーザが修正すると、修正後の着色レイヤを含
む対象画像ファイルを、学習用画像ファイルとして出力する。
【００７１】
　これらにより、人間の下塗り知識を自動的に学習し、既存の要素を高精度に着色するこ
とができる。また、新規要素の追加時にも既存の推定モデルに影響を与えずに、スケーラ
ブルに新たな推定モデルを追加することができる。
【００７２】
　また、本実施形態は、学習のために画像処理システムに入力される画像ファイルと、着
色後に画像処理システムから出力される画像ファイルとが同一のファイル形式である。こ
のため、演算体系としての閉包性を有することになり、永続的なHuman-In-The-Loopを実
行することが可能になる。
【００７３】
　また、本実施形態は、特定の要素毎の汎化性能が低い推定モデルを集団的に用いること
により、高精度な推定を実現する。
【００７４】
＜実施例＞
　次に、実施例を説明する。まず、本実施例のデータ構造を説明する。本実施例は、画像
処理システムに入力される画像ファイルＤ、要素毎に学習データを格納するデータバケッ
トＢ、及び、画像処理システムから出力される画像ファイルＤ´の、３つのデータ構造か
ら構成される。
【００７５】
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　画像ファイルＤは、式（１）のように定義できる。なお、画像ファイルＤのファイル形
式は、例えばＰＳＤファイルである。
【００７６】
【数１】

【００７７】
　ここで、Ｌｉは、ｉ番目のレイヤであり、それぞれのレイヤ間には循環しない親子関係
が存在する。Ｌｉは、任意の数の子要素を有する。
【００７８】
　データバケットＢは、要素毎の複数のデータバケットを含む。ある要素ａに対応するデ
ータバケットＢａは、式（２）のように定義できる。
【００７９】
【数２】

【００８０】
　ここで、ｓｋはｋ番目の線画画像を示し、ｃｋはｋ番目の着色画像を示す。ｓｋとｃｋ

のペアが１つの学習データとなる。なお、線画画像及び着色画像のファイル形式は、例え
ばＢＭＰファイルである。
【００８１】
　画像ファイルＤ´は、画像ファイルＤと同じファイル形式である。すなわち、画像処理
システムに入力される画像ファイルＤと、画像処理システムから出力される画像ファイル
Ｄ´は、同じファイル形式である。画像ファイルＤ´は、式（３）のように定義できる。
なお、画像ファイルＤ´は、例えばＰＳＤファイルである。
【００８２】

【数３】

【００８３】
　ここで、Ｌｉは、ｉ番目のレイヤであり、それぞれのレイヤ間には循環しない親子関係
が存在する。Ｌｉは、任意の数の子要素を有する。
【００８４】
　次に、本実施例を実現するための基本関数を説明する。本実施例は、Human-In-The-Loo
pを構成するための制御関数としてnormalizeとappendの２つの関数を利用し、ＧＡＮを用
いた学習を行う関数としてlearn関数を利用し、そして、自動着色を行うための関数とし
て、infer、denoise、divideの3つの関数を利用する。すなわち、本実施例では、合計６
つのプリミティブ関数を利用する。
【００８５】
　normalize関数は、レイヤ構造を有する画像ファイルＤから線画レイヤ及び着色レイヤ
を抽出し、ファイル形式の変更、画像サイズの調整等を行うことで、線画画像ｓｔと着色
画像ｃｔを生成する。また、normalize関数は、画像ファイルＤが示す画像に対応する要
素ａを特定する。normalize関数は、式（４）のように定義できる。
【００８６】
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【００８７】
　ここで、Ｄｔは、処理対象となる画像ファイルを示す。wとhは、出力する線画画像ｓｔ

及び着色画像ｃｔのデータサイズ（幅と高さ）を示す。pix2pixに代表される生成系ニュ
ーラルネットワークは、学習データとなる画像サイズ（縦ピクセル数、および、横ピクセ
ル数）を一律にそろえる必要がある。本実施例では、normalize関数により、それらを正
規化する。
【００８８】
　append関数は、normalize関数で出力された線画画像ｓｔと着色画像ｃｔとの画像対を
、normalize関数で出力された要素ａに対応するデータバケットＢａに格納する関数であ
る。append関数は、式（５）のように定義できる。
【００８９】

【数５】

【００９０】
　ここで、Ｂａは、要素ａに対応するデータバケットである。
【００９１】
　learn関数は、要素ａに対応するデータバケットＢａに格納された学習データに基づき
機械学習を行い、要素ａに対応する線画画像から着色画像を生成する推定モデルＭａを生
成する。learn関数は、式（６）のように定義できる。
【００９２】
【数６】

【００９３】
　learn関数は、例えば、pix2pixなどの既存の生成系ニューラルネットワークをそのまま
用いて実装することができる。
【００９４】
　infer関数は、要素ａに対応する線画画像ｓａを入力すると、要素ａに対応する推定モ
デルＭａを用いて、着色画像ｃａを自動生成する関数である。infer関数は、式（７）の
ように定義できる。
【００９５】
【数７】

【００９６】
　denoise関数は、自動着色結果をベタ塗としてノイズ除去する関数である（デノイジン
グ・フィルター）。ＧＡＮによる自動着色では、図面の端などの特徴が失われやすい箇所
や、線画が細かい箇所などでは、ノイズが混入する傾向がある。このため、平準化等の画
像処理としてのデノイジング・フィルターを導入することで、下塗り・ベタ塗としての精
度を向上させることができる。denoise関数は、式（８）のように定義できる。
【００９７】
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【数８】

【００９８】
　ここで、ｃはinfer関数で生成した着色画像であり、ｃ´はノイズ除去実行後の着色画
像である。
【００９９】
　divide関数は、ノイズ除去実行後の着色画像ｃ´に対してファイル形式の変更、色毎の
レイヤ分割等の処理を実行し、画像ファイルの着色レイヤを生成する。例えば、denoise
関数によりノイズが除去され、ある１つの領域が単一の色で塗られる状態になれば、色ご
とにレイヤを分割していくことが可能になる。このように、色別にレイヤを分割すること
により、ユーザが容易に編集・修正を行うことが可能になる。そして、divide関数は、in
fer関数に入力された着色対象の線画画像ｓａに対応する線画レイヤを含む画像ファイル
に、生成した着色レイヤを挿入する。divide関数は、式（９）のように定義できる。
【０１００】

【数９】

【０１０１】
　ここで、Ｄ´は、divide関数で出力される画像ファイルであり、infer関数に入力され
た着色対象の線画画像ｓａに対応する線画レイヤを含み、divide関数で生成された着色レ
イヤを挿入された画像ファイルである。
【０１０２】
　本実施例における学習プロセスは次の通りである。
・Step-L1：学習用の画像ファイルＤに、normalize関数を適用する。
・Step-L2：Step-L1の結果を、要素ごとに学習バケットＢに格納するために、append関数
を実行する。
・Step-L3：それぞれの学習バケットＢａに、learn関数を適用し、学習モデルＭａを生成
する。
【０１０３】
　本実施例における推論プロセスは次の通りである。
・Step-I1：ユーザが特定の要素ａに該当する線画画像ｓを画像処理システムに入力する
と、画像処理システムは、要素ａに対応する学習モデルＭａを用いて、線画画像ｓにinfe
r関数を適用し、着色画像ｃを生成する。
・Step-I2：Step-I1で得た着色画像ｃに、denoise関数を適用し、ノイズを除去した着色
画像ｃ´を得る。
・Step-I3：Step-I2で得た着色画像ｃ´に、divide関数を適用し、レイヤ構造を有する画
像ファイルＤ´を得る。
【０１０４】
　本実施例におけるユーザによる修正プロセスは次の通りである。
・Step-H1: Step-I3から出力された画像ファイルＤ´の着色レイヤを修正し、修正後の画
像ファイルＤ´が学習用の画像ファイルＤとして出力されると、上記Step-L1以降の学習
プロセスが実行される。
【０１０５】
　このように、人手による修正が行われると、学習プロセスの開始であるStep-L1が起動
されることとなり、本発明の永続的な改善が実現される。
【０１０６】
　以下、参考形態の例を付記する。
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１．　コンピュータが、
　　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶し、
　　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画
像から前記着色画像を推定する推定モデルを生成し、
　　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得し、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定し、
　　特定した前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画像とに基づき、前記
対象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成し、
　　前記対象着色画像を用いて、線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルの前記着
色レイヤを生成し、
　　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像
ファイルに、生成した前記着色レイヤを挿入し、
　　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色
レイヤを修正し、
　　修正した前記着色レイヤと、対応する前記線画レイヤとを、学習用の前記画像ペアと
して抽出し、
　　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを
、前記対象着色画像を生成する時に用いた前記推定モデルに対応する前記要素に対応付け
て、前記学習データとして記憶する画像処理方法。
２．　コンピュータが、
　　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶し、
　　線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルであって、学習用の前記画像ファイル
を取得し、
　　学習用の前記画像ファイルから前記線画レイヤ及び前記着色レイヤを抽出し、
　　学習用の前記画像ファイルが示す画像に対応する前記要素を特定し、
　　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを
、特定した前記要素に対応付けて前記学習データとして記憶し、
　　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画
像から前記着色画像を推定する推定モデルを生成し、
　　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得し、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定し、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画
像とに基づき、前記対象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成
し、
　　前記対象着色画像を用いて前記画像ファイルの前記着色レイヤを生成し、
　　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像
ファイルに、生成した前記着色レイヤを挿入し、
　　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色
レイヤを修正し、
　　修正した前記着色レイヤを含む前記対象画像ファイルを、学習用の前記画像ファイル
として取得する画像処理方法。
３．　１又は２に記載の画像処理方法において、
　前記コンピュータは、前記画像ファイルに含まれる複数のレイヤ各々を識別する情報に
基づき、前記画像ファイルから前記線画レイヤ及び前記着色レイヤを抽出する画像処理方
法。
４．　１から３のいずれかに記載の画像処理方法において、
　前記コンピュータは、前記画像ファイルの名称に基づき、前記画像ファイルが示す画像
に対応する前記要素を特定する画像処理方法。
５．　１から４のいずれかに記載の画像処理方法において、
　前記コンピュータは、ユーザ入力に基づき前記対象画像ファイルの前記着色レイヤを修
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正した後、所定のユーザ入力を受付けると、修正した前記着色レイヤを含む前記対象画像
ファイルを学習用の前記画像ファイルとして取得する画像処理方法。
６．　１から５のいずれかに記載の画像処理方法において、
　１つの学習用の前記画像ファイルが示す画像には１つの前記要素が描かれている画像処
理方法。
７．　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶する手段と、
　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画像
から前記着色画像を推定する推定モデルを生成する手段と、
　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得する手段と、
　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定する手段と、
　特定した前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画像とに基づき、前記対
象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成する手段と、
　前記対象着色画像を用いて、線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルの前記着色
レイヤを生成する手段と、
　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像フ
ァイルに、生成した前記着色レイヤを挿入する手段と、
　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色レ
イヤを修正する手段と、
　修正した前記着色レイヤと、対応する前記線画レイヤとを、学習用の前記画像ペアとし
て抽出する手段と、
　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを、
前記対象着色画像を生成する時に用いた前記推定モデルに対応する前記要素に対応付けて
、前記学習データとして記憶する手段と、
を有する画像処理システム。
８．　コンピュータを、
　　要素ごとに、線画画像及び着色画像をペアとする学習データを記憶する手段、
　　前記要素ごとに、各前記要素の前記学習データを用いた機械学習により、前記線画画
像から前記着色画像を推定する推定モデルを生成する手段、
　　着色対象の前記線画画像である対象線画画像を取得する手段、
　　前記対象線画画像に対応する前記要素を特定する手段、
　　特定した前記要素に対応する前記推定モデルと、前記対象線画画像とに基づき、前記
対象線画画像に組み合わせる前記着色画像である対象着色画像を生成する手段、
　　前記対象着色画像を用いて、線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルの前記着
色レイヤを生成する手段、
　　前記対象線画画像に対応する前記線画レイヤを含む前記画像ファイルである対象画像
ファイルに、生成した前記着色レイヤを挿入する手段、
　　ユーザ入力に基づき、前記着色レイヤを挿入された前記対象画像ファイルの前記着色
レイヤを修正する手段、
　　修正した前記着色レイヤと、対応する前記線画レイヤとを、学習用の前記画像ペアと
して抽出する手段、
　　抽出した前記線画レイヤの前記線画画像及び前記着色レイヤの前記着色画像のペアを
、前記対象着色画像を生成する時に用いた前記推定モデルに対応する前記要素に対応付け
て、前記学習データとして記憶する手段、
として機能させるプログラム。
【符号の説明】
【０１０７】
　１Ａ　　プロセッサ
　２Ａ　　メモリ
　３Ａ　　入出力Ｉ／Ｆ
　４Ａ　　周辺回路
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　５Ａ　　バス
　１０　　学習用画像ファイル入力部
　１１　　学習データ生成部
　１２　　分類部
　１３　　学習データ記憶部
　１４　　学習部
　１５　　推定モデル記憶部
　１６　　対象画像ファイル入力部
　１７　　対象線画画像生成部
　１８　　特定部
　１９　　推定部
　２０　　挿入部
　２１　　出力部
　２２　　修正部

【要約】　　　（修正有）
【課題】ゲームやアニメのキャラクタ線画を高精度に着色する。
【解決手段】画像処理方法は、要素ごとに線画画像及び着色画像をペアとする学習データ
を記憶し、学習データを用いた機械学習により、線画画像から着色画像を推定するモデル
を生成し、着色対象の線画画像を取得し、対象線画画像の特定要素に対応する推定モデル
と対象線画画像に基づき対象線画画像に組み合わせる着色画像を生成し、対象着色画像を
用いて線画レイヤ及び着色レイヤを含む画像ファイルの着色レイヤを生成し、対象線画画
像に対応する線画レイヤを含む画像ファイルに挿入し、ユーザ入力に基づき、着色レイヤ
を挿入された対象画像ファイルの着色レイヤを修正し、修正した着色レイヤと対応する線
画レイヤとを学習用の画像ペアとして抽出し、抽出した線画レイヤの線画画像及び着色レ
イヤの着色画像のペアを、対象着色画像を生成する時に用いた推定モデルに対応する要素
に対応付けて記憶する。
【選択図】図９
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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