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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人物が含まれている原画像から人物領域を抽出する工程と、
　前記原画像から前記人物の目及び顔輪郭を含む顔パーツを抽出する工程と、
　前記抽出された顔パーツの情報に基づき顔の向きを計測する工程であって、前記抽出さ
れた目の中心座標と顔輪郭の端点の座標との距離に基づいて顔の向きを計測する工程と、
　予め準備された背景画像を前記計測により得られた情報に基づいて変形させる工程と、
前記変形させて得られた背景画像と前記人物領域の画像とを合成して合成画像を作成する
工程と、
　を含むことを特徴とする人物画像処理方法。
【請求項２】
　人物が含まれている原画像から人物領域を抽出する人物領域抽出手段と、
　前記原画像から前記人物の目及び顔輪郭を含む顔パーツを抽出する顔パーツ抽出手段と
、
　前記顔パーツ抽出手段により抽出された顔パーツの情報に基づき顔の向きを計測する顔
画像計測手段であって、前記抽出された目の中心座標と顔輪郭の端点の座標との距離に基
づいて顔の向きを計測する顔画像計測手段と、
　人物画像の背景となる背景画像のデータを記憶する背景画像記憶手段と、
　前記背景画像記憶手段から読み出した背景画像を前記計測により得られた情報に基づい
て変形させる背景画像変形手段と、
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　前記背景画像変形手段で変形処理されて得られた背景画像と前記人物領域の画像とを合
成して合成画像を作成する画像合成手段と、
　を備えたことを特徴とする人物画像処理装置。
【請求項３】
　前記顔画像計測手段は、前記顔パーツ抽出手段により抽出された顔パーツの情報に基づ
き顔の向きと顔のサイズとを計測し、
　前記背景画像変形手段は、前記背景画像記憶手段から読み出した背景画像を、前記計測
により得られた顔の向きと顔のサイズとに基づいて変形させることを特徴とする請求項２
記載の人物画像処理装置。
【請求項４】
　人物が含まれている原画像のデータをネットワーク経由で送出する通信手段を備えた通
信端末と、前記ネットワーク経由で前記通信端末から送られてきた画像データを処理する
画像処理サーバと、から構成される人物画像処理システムであって、
　前記画像処理サーバは、前記通信端末から取得した原画像から人物領域を抽出する人物
領域抽出手段と、
　前記原画像から前記人物の目及び顔輪郭を含む顔パーツを抽出する顔パーツ抽出手段と
、
　前記顔パーツ抽出手段により抽出された顔パーツの情報に基づき顔の向きを計測する顔
画像計測手段であって、前記抽出された目の中心座標と顔輪郭の端点の座標との距離に基
づいて顔の向きを計測する顔画像計測手段と、
　人物画像の背景となる背景画像のデータを記憶する背景画像記憶手段と、
　前記背景画像記憶手段から読み出した背景画像を前記計測により得られた情報に基づい
て変形させる背景画像変形手段と、
　前記背景画像変形手段で変形処理されて得られた背景画像と前記人物領域の画像とを合
成して合成画像を作成する画像合成手段と、
　前記画像合成手段により作成された合成画像を前記ネットワーク経由で提供する画像提
供手段と、
　を備えたことを特徴とする人物画像処理システム。
【請求項５】
　前記通信端末は、前記画像処理サーバで作成された画像を受信し、該受信した画像デー
タに基づいて画像内容を表示する表示手段を備えていることを特徴とする請求項４記載の
人物画像処理システム。
【請求項６】
　前記通信端末は、被写体の光学像を電気信号に変換する撮像手段を有し、該撮像手段で
撮影した人物画像を含む画像データを前記通信手段から送出し得ることを特徴とする請求
項４又は５記載の人物画像処理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は人物画像処理方法及び装置並びにシステムに係り、特に原画像から人物画像を抽
出し、この抽出した人物画像と予め準備された背景画像とを合成する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、原画像から人物画像を抽出する場合には、青色スクリーンを背景（ブルーバック）
にして人物を撮影して原画像を取得し、色（クロマ）の違いを利用して、原画像から人物
画像を抽出して別の画像に嵌め込む手法（クロマキー）が知られている。
【０００３】
また、特許文献１には、撮像画像をマトリクス状の複数のブロックに分割し、各ブロック
ごとにフレーム間の動きの大きさに応じて、動きの小さい背景ブロックと、動きの大きな
対象ブロック（人物画像を含むブロック）とに選別する技術が開示されている。
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【０００４】
【特許文献１】
特開平１０－１３７９９号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ブルーバックのような単純な背景で撮影された原画像の場合には、人物画
像を抽出しやすいが、複雑な背景で撮影された原画像からは人物画像を良好に抽出するこ
とができないという問題がある。
【０００６】
一方、引用文献１に記載の人物画像と背景画像との選別方法は、撮像画像の各ブロックの
フレーム間の動きの大きさを利用しているため、静止画又は人物が動かない場合には、人
物画像（人物を含むブロック）と背景画像との選別ができないという問題がある。このよ
うに従来においては、背景を切り出しやすい単純なものに限定しており、複雑な背景は処
理の対象外とされていた。
【０００７】
また、人物を撮影して得た画像の顔部分と、予め用意されている背景画像（テンプレート
画像）とを合成し、得られた合成画像を利用者に提供するサービスも行われているが、か
かる従来のサービスにおいては顔画像と背景画像とのつながりが不自然な合成画像が作成
されることがあった。
【０００８】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、原画像に含まれる人物の顔画像と用意
されている背景画像とを用いて自然な画像合成を実現することができる人物画像処理方法
及び装置を提供することを目的とする。また、本発明は原画像に含まれる人物の画像を背
景画像と合成し、得られた合成画像を提供するサービスの実現に好適な人物画像処理シス
テムを提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために本発明に係る人物画像処理方法は、人物が含まれている原画
像から人物領域を抽出する工程と、前記原画像から前記人物の目及び顔輪郭を含む顔パー
ツを抽出する工程と、前記抽出された顔パーツの情報に基づき顔の向きを計測する工程で
あって、前記抽出された目の中心座標と顔輪郭の端点の座標との距離に基づいて顔の向き
を計測する工程と、予め準備された背景画像を前記計測により得られた情報に基づいて変
形させる工程と、前記変形させて得られた背景画像と前記人物領域の画像とを合成して合
成画像を作成する工程と、を含むことを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、入力された原画像のデータを解析して画像内から自動的に人物領域及
び目及び顔輪郭を含む顔パーツが抽出され、その抽出された顔パーツの目の中心座標と顔
輪郭の端点の座標との距離に基づいて顔の向きが算出される。こうして求めた顔の向きに
合わせて合成用の背景画像が変形され、人物領域の画像と合成される。このように、人物
画像の特徴に合わせて背景画像を修正した後、これらを合成するようにしたので人物画像
部分と背景画像とが違和感なく結合され、全体的に調和した自然な印象の画像を得ること
ができる。
【００１１】
　上記方法発明を具現化する装置を提供すべく、本発明に係る人物画像処理装置は、人物
が含まれている原画像から人物領域を抽出する人物領域抽出手段と、前記原画像から前記
人物の目及び顔輪郭を含む顔パーツを抽出する顔パーツ抽出手段と、前記顔パーツ抽出手
段により抽出された顔パーツの情報に基づき顔の向きを計測する顔画像計測手段であって
、前記抽出された目の中心座標と顔輪郭の端点の座標との距離に基づいて顔の向きを計測
する顔画像計測手段と、人物画像の背景となる背景画像のデータを記憶する背景画像記憶
手段と、前記背景画像記憶手段から読み出した背景画像を前記計測により得られた情報に
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基づいて変形させる背景画像変形手段と、前記背景画像変形手段で変形処理されて得られ
た背景画像と前記人物領域の画像とを合成して合成画像を作成する画像合成手段と、を備
えたことを特徴とする。
　また、前記顔画像計測手段は、前記顔パーツ抽出手段により抽出された顔パーツの情報
に基づき顔の向きと顔のサイズとを計測し、前記背景画像変形手段は、前記背景画像記憶
手段から読み出した背景画像を、前記計測により得られた顔の向きと顔のサイズとに基づ
いて変形させることを特徴とする。
【００１２】
本発明の人物画像処理装置に原画像のデータを取り込むための画像データ入力手段として
は、例えば、ＵＳＢやイーサネット或いはBluetooth などに代表される通信インターフェ
イス、メモリカードに代表される記録メディアから情報を読み取るメディアインターフェ
イスなど用いることができる。
【００１３】
また、画像合成手段で作成された合成画像を出力する出力手段としては、所定の通信方式
に従ってデータを外部に送信するための通信インターフェイス、記録メディアへの書き込
みを行うメディアインターフェイス、画像内容を表示する表示装置、印刷媒体に印画する
プリンタなど種々の形態がある。
【００１４】
　本発明に係る人物画像処理システムは、人物が含まれている原画像のデータをネットワ
ーク経由で送出する通信手段を備えた通信端末と、前記ネットワーク経由で前記通信端末
から送られてきた画像データを処理する画像処理サーバと、から構成される人物画像処理
システムであって、前記画像処理サーバは、前記通信端末から取得した原画像から人物領
域を抽出する人物領域抽出手段と、前記原画像から前記人物の目及び顔輪郭を含む顔パー
ツを抽出する顔パーツ抽出手段と、前記顔パーツ抽出手段により抽出された顔パーツの情
報に基づき顔の向きを計測する顔画像計測手段であって、前記抽出された目の中心座標と
顔輪郭の端点の座標との距離に基づいて顔の向きを計測する顔画像計測手段と、人物画像
の背景となる背景画像のデータを記憶する背景画像記憶手段と、前記背景画像記憶手段か
ら読み出した背景画像を前記計測により得られた情報に基づいて変形させる背景画像変形
手段と、前記背景画像変形手段で変形処理されて得られた背景画像と前記人物領域の画像
とを合成して合成画像を作成する画像合成手段と、前記画像合成手段により作成された合
成画像を前記ネットワーク経由で提供する画像提供手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１５】
画像処理サーバに原画像を入力する手段（画像データ入力手段）と画像提供手段は、ネッ
トワーク経由でデータの送受信を行う通信手段で兼用できる。通信手段には受信手段およ
び送信手段が含まれる。尚、画像処理サーバは、単一のコンピュータで構成されていても
よいし、複数のコンピュータで構築されたシステムであってもよい。
【００１６】
本発明によれば、人物の画像を含む画像データを通信端末から画像処理サーバに送信し、
合成画像の作成を依頼する。合成に用いる背景画像のデータはシステム側で少なくとも１
つ（好ましくは複数）予め用意しておいてもよいし、通信端末側から提供してもよい。シ
ステム側に複数の背景画像のデータが準備されている場合、利用者は通信端末上で背景画
像を確認して所望の背景画像を選択できるような手段を設ける態様が好ましい。
【００１７】
　画像処理サーバは、通信端末から送られてきた画像データを解析して人物領域及び目及
び顔輪郭を含む顔パーツを抽出し、顔パーツの目の中心座標と顔輪郭の端点の座標との距
離に基づいて顔の向きを算出する。そして、顔の向きに合わせて合成用背景画像の視点（
画像角度）を変更するような画像変形を行い、背景画像を適切なものに修正する。こうし
て変形修正された背景画像と、抽出された人物の画像とが合成され、その処理結果画像（
合成画像）が提供される。尚、画像処理サーバで作成された合成画像は、ネットワーク経
由で依頼元（画像データ発信元）の通信端末に提供されてもよいし、他の通信端末やサー
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バなどに提供されてもよい。
【００１８】
本発明の人物画像処理システムによれば、原画像から人物領域を抽出し、人物の顔と様々
な背景画像とを自然な感じで合成して返す魅力的な画像加工サービスを実現することがで
きる。
【００１９】
本発明の一態様によれば、前記通信端末は、前記画像処理サーバで作成された画像を受信
し、該受信した画像データに基づいて画像内容を表示する表示手段を備えていることを特
徴とする。
【００２０】
また、前記通信端末は、被写体の光学像を電気信号に変換する撮像手段を有し、該撮像手
段で撮影した人物画像を含む画像データを前記通信手段から送出し得ることを特徴とする
態様がある。例えば、カメラ付き携帯電話などが該当する。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って本発明の好ましい実施の形態について詳説する。
【００２２】
図１は本発明に係る人物画像処理装置の要部を示す機能ブロック図である。同図に示すよ
うに、この人物画像処理装置１０は、例えば、パーソナルコンピュータ等によって構成す
ることができ、画像データ入力部１１と、顔パーツ抽出部１２と、人物領域抽出部１３と
、顔の向き計測部１４と、顔のサイズ計測部１５と、背景画像変形部１６と、背景画像記
憶部１７と、合成処理部１８と、画像データ出力部１９とから構成されている。
【００２３】
デジタルスチルカメラ（以下ＤＳＣと記載）やカメラ付き携帯電話等により撮影された原
画像データは、画像データ入力部１１を介して人物画像処理装置１０に入力される。原画
像データは、図２（Ａ）に示すように人物を任意の背景のもとで撮影して得られた人物画
像データである。
【００２４】
画像データ入力部１１には、ＤＳＣメディアのメディアインターフェイスの他にＵＳＢイ
ンターフェイス、赤外線通信（ＩｒＤＡ）インターフェイス、イーサネットインターフェ
イスおよび無線通信インターフェイスを用いてもよく、何れのインターフェイスを適用す
るかは、原画像データが記録されている媒体や原画像データの記録形式により、ユーザに
よって適宜選択される。
【００２５】
人物画像処理装置１０に入力された原画像データは、顔パーツ抽出部１２及び人物領域抽
出部１３に送られ、ここで顔パーツの抽出と人物領域の抽出が行われる（図２（Ｂ）参照
）。顔パーツ抽出部１２は、入力された画像データを解析して、目、鼻、唇、眉などの少
なくとも１つ（好ましくは複数）の顔パーツを抽出する。抽出結果は、各顔パーツの座標
でもよいし、各顔パーツを切り出した部分画像であってもよい。
【００２６】
人物領域抽出部１３は入力された原画像から人物領域と背景領域とを区別し、人物領域の
部分を取り出す処理を行う。
【００２７】
図３は顔パーツ抽出部１２の構成例をブロック図である。顔パーツ抽出部１２は、特徴抽
出処理部２１、マッチング処理部２２、辞書データ格納部２３、辞書データとの一致度を
算出する一致度算出部２４、一致度を判定する一致度判定部２５及び顔パーツ座標確定部
２６を含む。
【００２８】
特徴抽出処理部２１は、入力された画像データに対して、例えば、ウエーブレット変換を
行い、適切な位置と周波数のウエーブレット係数を取り出して量子化するなど、顔パーツ
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抽出のための特徴抽出処理を行う。
【００２９】
辞書データ格納部２３には、事前に非常に多数のサンプル画像から上記同様の特徴抽出処
理を行い作成しておいた顔パーツ辞書データが格納されている。マッチング処理部２２は
、特徴抽出処理部２１で抽出されたデータと顔パーツ辞書データとの間でマッチング処理
を行う。一致度算出部２４では、特徴抽出処理を施された画像データと顔パーツ辞書デー
タとの一致度が算出される。最も一致度の高かった画像中の位置に対象の顔パーツが存在
するものとされる。
【００３０】
一致度判定部２５は、マッチング処理の結果から算出された一致度がある一定のしきい値
を超えているか否かを判断する。一致度がしきい値を超えていない場合には、対象の顔パ
ーツが存在しないと判定される。この場合、最も一致度の高かった位置を顔パーツの座標
として返すとともに、確信度を示す情報（例えば、低い確信度であることを示す値「０」
）を返す。
【００３１】
その一方、一致度判定部２５において一致度がしきい値を超えた場合は、対象の顔パーツ
が存在すると判定される。この場合、顔パーツ座標確定部２６は、最も一致度の高かった
位置を顔パーツの座標として確定し、その座標情報を返すとともに、その一致度を確信度
の情報として出力する。
【００３２】
一致度は、マッチング結果が良好なほど高い数値となる。そのため、一致度を用いて確信
度を算出することにより、確信度を良好なパーツ抽出ができたかどうかの指標として用い
ることが可能となる。
【００３３】
こうして、入力された顔画像から各顔パーツの特徴点（座標や大きさなど）の情報が得ら
れる。例えば、目、鼻、唇、眉、あごの最下点、顔輪郭の左右端点などの各座標が検出さ
れる。
【００３４】
図４は図１に示した人物領域抽出部１３の構成例を示したブロック図である。人物領域抽
出部１３は、図３で説明した顔パーツ抽出部１２と兼用される顔座標検出部３１と、領域
分割部３２と、確信度算出部３３と、人物領域辞書データ格納部３４と、確信度判定部３
５と、人物領域確定部３６とを含む。
【００３５】
図４に示したように、入力された画像データから顔座標検出部３１において顔パーツが抽
出され、顔パーツが抽出された位置が「顔」と判定される。
【００３６】
領域分割部３２では、顔座標検出の結果、顔部分と判定された位置（座標）を用いて、似
た色やテクスチャをまとめて分割する領域分割処理を行う。例えば、「目の座標を含む肌
色領域」を顔領域、「目のやや上にあり、黒、茶色などの領域」を髪領域とするように人
物に含まれる構成要素を検出して人物領域を抽出する。
【００３７】
一方、非常に多くの人物領域画像から、目の位置および人物と背景との境界線の平均的な
位置関係を示す人物領域辞書データを事前に作成しておき、この辞書データを人物領域辞
書データ格納部３４に格納しておく。確信度算出部３３では、当該画像データを基に求め
られた人物と背景との境界線と、人物領域辞書データ格納部３４に格納されている人物と
背景との境界線の平均的な位置関係とマッチング処理を行い、その一致度を算出する。一
致度は、目、髪、肩などの位置関係が平均的なほど高い値になる。このように求められた
一致度が人物領域抽出における確信度である。
【００３８】
確信度判定部３５では、求められた確信度が設定されたしきい値を超えていないときには
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画像データ内に人物領域は存在しないと判定され（確信度小に相当）、人物領域不定のた
め確信度が提供される。
【００３９】
また、確信度判定部３５において、確信度がしきい値を超えたときには（確信度大に相当
）、最も一致度が高い領域を人物領域として確定する。この場合、人物領域確定部３６に
おいて、人物領域と背景領域とが区別され、人物領域の情報とともにその確信度の情報が
出力される。
【００４０】
尚、画像内から人物領域と背景領域とを区別して抽出する方法は、種々の方法が考えられ
、上述の方法に限定されない。例えば、原画像内の高周波成分から人物と背景の境界線を
抽出するフィルタ処理を施し、原画像から人物領域を抽出する方法や、原画像内の肌色を
抽出し、その肌色の領域のある点から同一領域に属すると思われる連結領域に対して順次
領域拡張を行い、このようにして抽出された領域の形状が顔の形状か否かによって顔領域
を抽出し、同様にして顔領域の上部の髪領域、顔の下部の首及び胸部領域等を抽出するこ
とで、人物領域を抽出する方法等がある。
【００４１】
図１の顔パーツ抽出部１２で抽出した顔パーツの座標情報に基づき、顔の向き計測部１４
において顔の向きが計算されるとともに、顔のサイズ計測部１５において顔のサイズが計
算される。例えば、図５に示すように、目の中心座標と顔輪郭の端点の座標との距離ｄ1 
，ｄ2 について左右の違いを求めることで顔の方向を計算することができる。また、左右
の目の中心座標を結ぶ線Ｌ1 と画面の水平基準線Ｌ2 との角度を算出するなどして顔の傾
き角度θを検出することができる。顔のサイズについては、左右の目の間隔や顔輪郭の端
点の座標などから求めることができる。
【００４２】
顔の向き及び顔のサイズの計測結果は図１に示した背景画像変形部１６に送られる。背景
画像変形部１６では、背景画像記憶部１７から読み出した背景画像データを顔の向きや顔
のサイズに合わせて変形させる処理を行う。
【００４３】
背景画像記憶部１７には、複数の背景画像データが格納されており、利用者は所定のユー
ザインターフェイスを介して所望の背景画像を選択することができるようになっている。
もちろん、背景画像の取得方法はこの実施の形態に限定されず、人物画像と合成する背景
画像を別途入力するように構成してもよい。
【００４４】
背景画像変形部１６において変形処理された背景画像と、人物領域抽出部１３において抽
出された人物画像とは合成処理部１８において合成され、合成画像が生成される。
例えば、図２（Ｃ）に示すような背景画像（顔部分が抜かれた背景画像）が選択されるも
のとすると、図２（Ｄ）のように、人物の顔の向き及びサイズに合わせて背景画像が変形
された後、原画像から抽出された人物画像（顔画像）と合成される。
【００４５】
合成処理部１８で生成された合成画像は、図１の画像データ出力部１９から出力される。
出力形態には、表示装置やプリンタに画像を出力する形態、メモリカードやＣＤ－Ｒ等の
記録メディアや内蔵ハードディスクなどの記憶装置にファイル形式で記録する形態、通信
手段（有線、無線を問わない）を介して他の装置に転送する形態などがある。
【００４６】
上述した人物画像処理装置１０は、パーソナルコンピュータで実現できるが、これに限ら
ず、ネットワーク上の画像加工用のサービスサーバ等によって実現してもよい。
【００４７】
図６は本発明に係る人物画像処理方法が適用されたネットワークシステムの構成図である
。
【００４８】
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図６において、符号１３０はインターネット等のネットワーク１４０に接続可能なカメラ
付き携帯電話であり、１５０はネットワーク１４０に接続可能な利用者のコンピュータ（
ＰＣ）である。尚、このＰＣ１５０は、ＵＳＢ等のインターフェイスを介してＤＳＣ１５
２が接続され、ＤＳＣ１５２から画像を取り込むことができるようになっている。
【００４９】
また、ネットワーク１４０には、前述した人物画像処理装置１０での画像加工と同様な画
像処理を行うサービスサーバ１６０や、サービスサーバ１６０で処理された合成画像をプ
リント出力するプリントサーバ１７０等が接続されている。
【００５０】
サービスサーバ１６０が提供する背景画像の合成処理サービスを利用する場合には、カメ
ラ付き携帯電話１３０やＰＣ１５０を用いてサービスサーバ１６０のホームページにアク
セスし、背景画像の合成処理を依頼する画像をサービスサーバ１６０にアップロードする
。また、サービスサーバ１６０は、背景画像の一覧等を利用者に提示し、利用者に背景画
像を選択させることができる。
【００５１】
サービスサーバ１６０は、図１に示した人物画像処理装置１０と同様な機能と、通信機能
を有するサーバコンピュータ１６２と、利用者からアップロードされた画像を保管したり
、ユーザＩＤ、メールアドレス等のユーザ情報を管理したりする大容量記録装置（ストレ
ージ）１６４とから構成されている。このサービスサーバ１６０は、利用者からアップロ
ードされた原画像に対する背景画像の合成処理の依頼を受け付けると、原画像から人物画
像を抽出し、上述のように顔の向きやサイズに合わせて背景画像を変形させて、人物画像
と背景画像との合成処理を行う。このようにして作成した合成画像はネットワーク１４０
経由で利用者のカメラ付き携帯電話１３０やＰＣ１５０に提供される。
【００５２】
画像の提供方法としては、依頼元のユーザ端末（この場合、カメラ付き携帯電話１３０や
ＰＣ１５０）に画像データを送り返す態様、或いは、電子メールに添付して配信する態様
がある。また、合成画像を所定の格納場所（例えば、ユーザ別に設定した専用の閲覧サイ
ト）に格納し、そのアドレス情報（例えば、URL ）を電子メール等により通知する態様も
ある。この場合、ユーザは指定されたサイトにアクセスして、そこから顔表情変化画像を
閲覧又はダウンロードすることができる。
【００５３】
こうして、利用者はサービスサーバ１６０で生成された合成画像をカメラ付き携帯電話１
３０のディスプレイ１３１やＰＣ１５０のディスプレイ１５１によって閲覧することがで
きる。
【００５４】
また、サービスサーバ１６０は、利用者から合成画像のプリント注文を受け付けた場合に
は、上記合成画像をプリントサーバ１７０に転送する。プリントサーバ１７０は、サーバ
コンピュータ１７２と、プリント装置１７４とを備えており、サービスサーバ１６０から
受信した合成画像に基づいてプリント装置１７４により背景が合成された合成画像をプリ
ント出力する。尚、プリント出力された写真プリントは、利用者が指定したコンビニエン
ス・ストアや写真店などの受取先に配送されたり、直接利用者の自宅に配送されたりする
。
【００５５】
上記の画像提供システムにおいて、さらに、顔パーツ抽出の推定成功率を表す確信度の情
報を利用し、確信度が所定の判定基準値よりも低い場合には、精度の低い処理結果画像（
合成画像）を提供しないなどの処理態様を採用することにより、ユーザに不快感を与えな
いサービスを提供することができ、全体のサービス品質を向上させることができる。
【００５６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る顔画像処理装置によれば、入力された原画像から自動的



(9) JP 4183536 B2 2008.11.19

10

に人物領域と顔パーツを抽出して顔の向きや顔のサイズを計測し、顔の向きやサイズに合
わせて背景画像を変形させて人物画像と背景画像とを合成するようにしたので、自然な印
象の合成画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る人物画像処理装置の要部を示す機能ブロック図
【図２】本発明に係る人物画像処理方法の処理内容を説明するために用いた画像例を示す
図
【図３】図１に示した顔パーツ抽出部の構成例を示す図
【図４】図１に示した人物領域抽出部の構成例を示す図
【図５】顔の計測方法を説明するために用いた図
【図６】本発明に係る人物画像処理方法が適用されたネットワークシステムの構成図
【符号の説明】
１０…人物画像処理装置、１２…顔パーツ抽出部、１３…人物領域抽出部、１４…顔の向
き計測部、１５…顔のサイズ計測部、１６…背景画像変形部、１７…背景画像記憶部、１
８…合成処理部、１３０…カメラ付き携帯電話、１３１…ディスプレイ、１４０…ネット
ワーク、１５０…ＰＣ、１５２…ＤＳＣ、１６０…サービスサーバ、１７０…プリントサ
ーバ

【図１】 【図２】
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