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1.  はじめに

概要
　インテックシステム研究所で開発した人物画像合成システムは、画像合成技術を利用して、撮影した人物画像

と既存の衣服画像、背景画像とを合成し、試着シミュレーションを行うシステムである。利用者は、簡単な操作で衣

服の試着イメージを得ることができる。また、人物画像の合成は、クロマキーや再帰性反射を利用した人物領域の

抽出、および撮影画像からの人物パーツの認識、肌色調整、画像補正などの画像処理技術によって実現している。

本システムは、北国インテックサービスから試着シミュレータ「雅姿（みやびすがた）」として、衣服レンタルサービス

向けに商品展開を行っている。

　本稿では、一般的な映像・画像合成技術の説明、本システムの特徴と人物画像合成で利用している画像処理

手法、およびシステムの導入効果と応用用途について説明する。
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　本システムは、以下にあげるような業種・サービスへの展

開も可能である。

　●  浴衣や成人式向け振袖の販売・レンタル

　●  子供向け衣服の販売・レンタル

　●  子供の職業体験学習(消防士などの衣装、業務映像との合成)

　今後は、これらの展開も含め、ネットショッピングへの展

開や、衣服の在庫管理システムとの連携などのシステムの拡

充についても検討していきたい。
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図１  クロマキー処理 

　人物画像合成システムは、画像合成技術を利用して、撮影し

た人物画像と既存の衣服画像とを合成し、衣服の試着シミュレー

ションを行うシステムである。特に女性向けの着物やウェディン

グドレスのように、長時間かけて試着を行う衣服を対象とし、

利用者がタッチパネルで好みの衣服画像を選択すると、瞬時に

試着イメージを確認できる形態とした（図２)。さらに、背景

画像も併せて選択することによって、臨場感のあるシミュレー

ションが可能である（図３)。

　本システムでは、合成の精度、導入の容易さなどの観点から

判断した結果、第1章で挙げたブルースクリーン、および多色

ＬＥＤによるクロマキー処理を利用している。

図２  衣服選択画面

図３  背景の選択画面

2.1  システムの特徴
　本システムは「簡易な操作」「高速な合成処理」「自然な試

着画像」「高画質表示」といった特長を備えている。

（1）簡易な操作

　　　本システムでは画像処理によって撮影画像から自動的に

　　顔画像を認識し、合成位置を決定しているため、利用者が

　　顔や衣服の位置を逐次指定するなどの煩雑な操作は必要な

　　い。利用者はボタンクリックなどの簡単な操作のみで試着

　　画像を確認することができる。

（２）高速な合成処理

　　　撮影終了からシミュレーション開始までを、数十秒とい

　　う短い時間で行うことができる。また、撮影画像は高画質

　　(画像サイズ３００８×２０００ピクセル)でありながら、利用者

　　が衣服画像を選択してから試着イメージを表示するまでの

　　スピードは、１秒以内である。よって、利用者はストレス

　　なく瞬時に試着画像を切り替えることができる。

（３）自然な試着画像

　　　背景合成手法を応用し、人物の前面にも背景と同じ素材

　　のスクリーンを設置して撮影する方法を考案した（図４）。

　　この撮影方法により、人物の顔の輪郭、髪型もそのままの

　　状態で合成できるため、違和感の少ない合成結果が得られ

　　る。また、人物の顔の肌色や体型も考慮することで、自然

　　な試着画像を得られる（図５）。

（４）高画質表示

　　　３７インチの大型ディスプレイを使って、高画質画像を

　　表示するため、利用者は迫力のある映像で自分の試着画像

　　を確認することができる。

図４  人物撮影風景

図５  試着画像

2.2  人物画像合成処理
　人物画像合成システムで実現している画像処理方法について

説明する。人物画像合成処理は、次の様な流れで実装している

（図６）。

背景除去

　　撮影画像から特定範囲の色（クロマ）を抽出し、背景領域

　を除去して、顔画像を取得する。

肌・髪領域の検出

　　取得した顔領域のヒストグラムを解析し、ヒストグラムの

　境界より輝度が高い領域を肌領域、輝度が低い領域を髪領域

　として分割する。

　　さらに、取得した肌領域と髪領域について、重心位置と、

　アスペクト比や面積などの形状を比較する。肌領域よりも髪

　領域の方が円形に近く、重心位置が下にある場合は、髪領域

　が肌領域より輝度が高いと判定して、肌領域と髪領域を置き

　換える。

輪郭補正

　　人物の顔や髪の一部に青色や緑色の映り込みが生じるとい

　　う問題があり、その影響を軽減するために画像を補正する。

　この映り込みは、スクリーンの色が反射していることが原因

　であり、特に髪の外側の輪郭と、顎ラインに顕著にあらわれる。

　　スクリーンの色が青色の場合には、ＢＲ比(青と赤の比率)

　とＢＧ比(青と緑の比率)をもとに画像を補正する。まず、肌

　領域と髪領域の全画素に対して、ＢＲ比とＢＧ比を計算し、

　これらの値が高い領域を抽出する。さらに、髪領域の輪郭に

　近い部分や顔の顎ラインに近い分ほど高い重要度を設定し、

　領域全体の平均を考慮して、ＢＲ比とＢＧ比が妥当な値にな

　るように画像のＲＧＢ各色を補正する。

合成情報抽出

　　顔画像と撮影画像から、「合成位置」、「肌色情報」、「肩幅」

　といった、衣服データとの合成処理に必要な情報を抽出する。

　　「合成位置」は、顔画像を衣服データと合成する際の基準

　点であり、顎ラインの中央最下部の座標を設定する。

　　「肌色情報」は、衣服データの首画像と腕足画像を、人物

　の肌色をもとに調整するために必要な情報である。肌色情報

　は、肌領域のＲＧＢの各平均値と分散値を計算して設定する。

　　「肩幅」は、体型を調整する際のパラメータとして使用す

　る。撮影画像において前面のスクリーンより外側の肩位置を

　検出して、肩幅を計測する。

衣服データ合成

　　取得した肌画像、髪画像と、選択した衣服データに含まれ

　る衣服画像、首画像、腕足画像を合成する。

　　まず、肩幅をもとに、衣服画像、首画像、腕足画像の横幅

　について画像補正を行い、体型を調整する。

　　次に、画像補正を施した首画像と腕足画像について、画像

　のコントラストを維持しながら、人物の肌色情報を利用して、

　人物の肌色にあわせた色変換を行う。特に、首画像の合成位

　置に近い座標では、人物の肌色とほぼ同じ色になるように設

　定する。

　　最後に５枚の画像レイヤーを重ねて合成する。最初に首画

　像、腕足画像の順にレイヤーを重ね、合成位置の基準座標に

　顔画像のレイヤーを重ねる。続いて、着物画像のレイヤーを

　重ね、合成位置の基準座標に髪画像のレイヤーを重ねて、衣

　服合成画像を作成する。

背景データ合成

　　選択した背景画像と、作成した衣服合成画像とを合成し、

　背景合成画像を作成する。

　結婚式場の衣装レンタルサービスに本システムを導入する

場合、利用者にとっては次のようなメリットがある。

　 ●  実際の試着の前段階における、衣服選びのサポートとなる。

　 ● 何着でも、何十着でも、気になる衣装を気軽に試すことが

　　できる。

   ●  手元に現品が無い衣装について、試着のイメージをつかめる。

　システム導入側となる結婚式場においても、次のような効

果が期待できる。

　●  話題作り、集客効果

　●  衣装選びを目的とした、来店のリピート率向上

　● 同業他社との明確な差別化により、知名度向上、ブランディング

　また、「衣装選び男性バージョン」も提供することで、利用

者の衣装選びの楽しさが倍増する。「招待客への二次会向けパー

ティ・ドレスバーション」を提供した場合には、招待客が気

軽に来店可能な雰囲気を創出し、将来的潜在需要を囲い込む

という効果が期待できる。

　さらに、図７に示すように、衣服データをサーバから配信

する構成とした場合には、次のような展開も検討できる。

　●  支店在庫を削減した多店舗展開　

　●  最新デザイン衣装等、衣装バリエーションの増加

　●  地域や年代によるドレスの流行の把握

　この場合、撮影した顔画像をサーバに保存する機能を追加し、

パソコンや携帯電話向けの専用サイトを構築することで、利用

者が自宅でじっくりと衣装を選択する、といったサービスを提

供することも可能である。

2.  人物画像合成システム

図６  合成処理のフロー

図７   システム構成例

3. システムの効果
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　画像や映像の合成処理は、ニュース映像の手前にアナウンサー

や手話通訳者の映像を重ね合わせるなど、広く使われている

画像処理技術である。映像から背景を除外して人物やターゲット

を抽出し、コンピュータグラフィックスなどの背景と合成

する背景合成手法が一般的である。

　この背景合成を実現するための手段は、主として「クロマキー

処理」「近赤外光を利用した差分処理」「背景差分処理」の

3つに大別される。

（１）クロマキー処理

　　　クロマキーは、ブルースクリーンやグリーンスクリーン

　　などの単色のスクリーンを背景に用意して、ターゲット

　　を撮影することにより、撮影画像から特定範囲の色（クロマ）

　　のみを透明にし、背景合成を行う方法である（図１）。

　　　ブルースクリーンを用いた合成は精度が高く、合成画

　　像の見た目の違和感も少ない。しかし、ターゲットが背景

　　と同じ色を有している場合は、その部分も透明になってし

　　まう、という問題がある。

　　　近年では大型ディスプレイの低価格化により、ディスプ

　　レイを背景に設置し、ディスプレイに単一の色を表示する

　　ことによってブルースクリーンの代替とする方法もある。

　　　ブルースクリーンの代替方法としては、再帰性反射材の

　　スクリーンを背景に用意する方法がある。再帰性反射材は

　　入射光と同じ方向に反射光を返す特性がある。この特性を

　　利用し、再帰性反射材のスクリーンに対して、カメラ方向

　　からブルーやグリーンのLED (発光ダイオード) を照射す

　　ることで、被写体の背景がブルーやグリーンとなる像を撮

　　影することができる。

（２）近赤外光を利用した差分処理

　　　人の目には見えない近赤外光を再帰性反射材のスクリーン

　　に照射することにより、通常のカメラで撮影したカラー像

　　と同時に、赤外カメラで撮影したターゲットのシルエット

　　像を得ることができる。このシルエット像を解析した結果

　　からターゲット領域を推測して背景合成を行う方法である [1]。

　　　近赤外はクロマキー処理を適用する場合と比較して、照

　　明環境に依存されにくいという特長があるが、分光の仕組

　　みや近赤外光を撮影するためのカメラなど特殊な機器が必

　　要になるという課題もある。

（３）背景差分処理

　　　任意の背景において、背景のみを含む像と、背景とター

　　ゲットを含む像とをそれぞれ撮影し、その差分画像からター

　　ゲット領域を推測し、背景合成を行う方法である。背景用

　　のスクリーンなどが不要であり、撮影機器の設置が容易で

　　ある。

　　　最も基本的な背景差分では、2枚の画像の輝度差を計算

　　することで実現する。しかし、照明変化の影響を受けやす

　　いという問題があることから、複数の背景画像から統計的

　　手法を利用して動的背景モデルを作成することにより、時

　　間変化に伴う背景変化にも強固な背景差分が提案されてい

　　る [２]。

　　　動的背景モデルの方法においては、照明変化の影響は相

　　当解消されるが、クロマキー処理と比較した場合には、ター

　　ゲットの輪郭付近の識別精度が低いため、合成画像のクオ

　　リティが劣る。

　インテックシステム研究所 (以下、ISI ) では、LEDの色をダイ

ナミックに変更し、背景色をブルー、グリーン、レッドにした像

を比較することでターゲットの一部が背景と同じ色の場合でも

識別可能なクロマキー処理による背景合成方法を開発している。

自宅で 店頭で
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（1）簡易な操作

　　　本システムでは画像処理によって撮影画像から自動的に

　　顔画像を認識し、合成位置を決定しているため、利用者が

　　顔や衣服の位置を逐次指定するなどの煩雑な操作は必要な

　　い。利用者はボタンクリックなどの簡単な操作のみで試着

　　画像を確認することができる。

（２）高速な合成処理

　　　撮影終了からシミュレーション開始までを、数十秒とい

　　う短い時間で行うことができる。また、撮影画像は高画質

　　(画像サイズ３００８×２０００ピクセル)でありながら、利用者

　　が衣服画像を選択してから試着イメージを表示するまでの

　　スピードは、１秒以内である。よって、利用者はストレス

　　なく瞬時に試着画像を切り替えることができる。

（３）自然な試着画像

　　　背景合成手法を応用し、人物の前面にも背景と同じ素材

　　のスクリーンを設置して撮影する方法を考案した（図４）。

　　この撮影方法により、人物の顔の輪郭、髪型もそのままの

　　状態で合成できるため、違和感の少ない合成結果が得られ

　　る。また、人物の顔の肌色や体型も考慮することで、自然

　　な試着画像を得られる（図５）。

（４）高画質表示

　　　３７インチの大型ディスプレイを使って、高画質画像を

　　表示するため、利用者は迫力のある映像で自分の試着画像

　　を確認することができる。

図４  人物撮影風景

図５  試着画像

2.2  人物画像合成処理
　人物画像合成システムで実現している画像処理方法について

説明する。人物画像合成処理は、次の様な流れで実装している

（図６）。

背景除去

　　撮影画像から特定範囲の色（クロマ）を抽出し、背景領域

　を除去して、顔画像を取得する。

肌・髪領域の検出

　　取得した顔領域のヒストグラムを解析し、ヒストグラムの

　境界より輝度が高い領域を肌領域、輝度が低い領域を髪領域

　として分割する。

　　さらに、取得した肌領域と髪領域について、重心位置と、

　アスペクト比や面積などの形状を比較する。肌領域よりも髪

　領域の方が円形に近く、重心位置が下にある場合は、髪領域

　が肌領域より輝度が高いと判定して、肌領域と髪領域を置き

　換える。

輪郭補正

　　人物の顔や髪の一部に青色や緑色の映り込みが生じるとい

　　う問題があり、その影響を軽減するために画像を補正する。

　この映り込みは、スクリーンの色が反射していることが原因

　であり、特に髪の外側の輪郭と、顎ラインに顕著にあらわれる。

　　スクリーンの色が青色の場合には、ＢＲ比(青と赤の比率)

　とＢＧ比(青と緑の比率)をもとに画像を補正する。まず、肌

　領域と髪領域の全画素に対して、ＢＲ比とＢＧ比を計算し、

　これらの値が高い領域を抽出する。さらに、髪領域の輪郭に

　近い部分や顔の顎ラインに近い分ほど高い重要度を設定し、

　領域全体の平均を考慮して、ＢＲ比とＢＧ比が妥当な値にな

　るように画像のＲＧＢ各色を補正する。

合成情報抽出

　　顔画像と撮影画像から、「合成位置」、「肌色情報」、「肩幅」

　といった、衣服データとの合成処理に必要な情報を抽出する。

　　「合成位置」は、顔画像を衣服データと合成する際の基準

　点であり、顎ラインの中央最下部の座標を設定する。

　　「肌色情報」は、衣服データの首画像と腕足画像を、人物

　の肌色をもとに調整するために必要な情報である。肌色情報

　は、肌領域のＲＧＢの各平均値と分散値を計算して設定する。

　　「肩幅」は、体型を調整する際のパラメータとして使用す

　る。撮影画像において前面のスクリーンより外側の肩位置を

　検出して、肩幅を計測する。

衣服データ合成

　　取得した肌画像、髪画像と、選択した衣服データに含まれ

　る衣服画像、首画像、腕足画像を合成する。

　　まず、肩幅をもとに、衣服画像、首画像、腕足画像の横幅

　について画像補正を行い、体型を調整する。

　　次に、画像補正を施した首画像と腕足画像について、画像

　のコントラストを維持しながら、人物の肌色情報を利用して、

　人物の肌色にあわせた色変換を行う。特に、首画像の合成位

　置に近い座標では、人物の肌色とほぼ同じ色になるように設

　定する。

　　最後に５枚の画像レイヤーを重ねて合成する。最初に首画

　像、腕足画像の順にレイヤーを重ね、合成位置の基準座標に

　顔画像のレイヤーを重ねる。続いて、着物画像のレイヤーを

　重ね、合成位置の基準座標に髪画像のレイヤーを重ねて、衣

　服合成画像を作成する。

背景データ合成

　　選択した背景画像と、作成した衣服合成画像とを合成し、

　背景合成画像を作成する。

　結婚式場の衣装レンタルサービスに本システムを導入する

場合、利用者にとっては次のようなメリットがある。

　 ●  実際の試着の前段階における、衣服選びのサポートとなる。

　 ● 何着でも、何十着でも、気になる衣装を気軽に試すことが

　　できる。

   ●  手元に現品が無い衣装について、試着のイメージをつかめる。

　システム導入側となる結婚式場においても、次のような効

果が期待できる。

　●  話題作り、集客効果

　●  衣装選びを目的とした、来店のリピート率向上

　● 同業他社との明確な差別化により、知名度向上、ブランディング

　また、「衣装選び男性バージョン」も提供することで、利用

者の衣装選びの楽しさが倍増する。「招待客への二次会向けパー

ティ・ドレスバーション」を提供した場合には、招待客が気

軽に来店可能な雰囲気を創出し、将来的潜在需要を囲い込む

という効果が期待できる。

　さらに、図７に示すように、衣服データをサーバから配信

する構成とした場合には、次のような展開も検討できる。

　●  支店在庫を削減した多店舗展開　

　●  最新デザイン衣装等、衣装バリエーションの増加

　●  地域や年代によるドレスの流行の把握

　この場合、撮影した顔画像をサーバに保存する機能を追加し、

パソコンや携帯電話向けの専用サイトを構築することで、利用

者が自宅でじっくりと衣装を選択する、といったサービスを提

供することも可能である。

2.  人物画像合成システム

図６  合成処理のフロー

図７   システム構成例

3. システムの効果
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　画像や映像の合成処理は、ニュース映像の手前にアナウンサー

や手話通訳者の映像を重ね合わせるなど、広く使われている

画像処理技術である。映像から背景を除外して人物やターゲット

を抽出し、コンピュータグラフィックスなどの背景と合成

する背景合成手法が一般的である。

　この背景合成を実現するための手段は、主として「クロマキー

処理」「近赤外光を利用した差分処理」「背景差分処理」の

3つに大別される。

（１）クロマキー処理

　　　クロマキーは、ブルースクリーンやグリーンスクリーン

　　などの単色のスクリーンを背景に用意して、ターゲット

　　を撮影することにより、撮影画像から特定範囲の色（クロマ）

　　のみを透明にし、背景合成を行う方法である（図１）。

　　　ブルースクリーンを用いた合成は精度が高く、合成画

　　像の見た目の違和感も少ない。しかし、ターゲットが背景

　　と同じ色を有している場合は、その部分も透明になってし

　　まう、という問題がある。

　　　近年では大型ディスプレイの低価格化により、ディスプ

　　レイを背景に設置し、ディスプレイに単一の色を表示する

　　ことによってブルースクリーンの代替とする方法もある。

　　　ブルースクリーンの代替方法としては、再帰性反射材の

　　スクリーンを背景に用意する方法がある。再帰性反射材は

　　入射光と同じ方向に反射光を返す特性がある。この特性を

　　利用し、再帰性反射材のスクリーンに対して、カメラ方向

　　からブルーやグリーンのLED (発光ダイオード) を照射す

　　ることで、被写体の背景がブルーやグリーンとなる像を撮

　　影することができる。

（２）近赤外光を利用した差分処理

　　　人の目には見えない近赤外光を再帰性反射材のスクリーン

　　に照射することにより、通常のカメラで撮影したカラー像

　　と同時に、赤外カメラで撮影したターゲットのシルエット

　　像を得ることができる。このシルエット像を解析した結果

　　からターゲット領域を推測して背景合成を行う方法である [1]。

　　　近赤外はクロマキー処理を適用する場合と比較して、照

　　明環境に依存されにくいという特長があるが、分光の仕組

　　みや近赤外光を撮影するためのカメラなど特殊な機器が必

　　要になるという課題もある。

（３）背景差分処理

　　　任意の背景において、背景のみを含む像と、背景とター

　　ゲットを含む像とをそれぞれ撮影し、その差分画像からター

　　ゲット領域を推測し、背景合成を行う方法である。背景用

　　のスクリーンなどが不要であり、撮影機器の設置が容易で

　　ある。

　　　最も基本的な背景差分では、2枚の画像の輝度差を計算

　　することで実現する。しかし、照明変化の影響を受けやす

　　いという問題があることから、複数の背景画像から統計的

　　手法を利用して動的背景モデルを作成することにより、時

　　間変化に伴う背景変化にも強固な背景差分が提案されてい

　　る [２]。

　　　動的背景モデルの方法においては、照明変化の影響は相

　　当解消されるが、クロマキー処理と比較した場合には、ター

　　ゲットの輪郭付近の識別精度が低いため、合成画像のクオ

　　リティが劣る。

　インテックシステム研究所 (以下、ISI ) では、LEDの色をダイ

ナミックに変更し、背景色をブルー、グリーン、レッドにした像

を比較することでターゲットの一部が背景と同じ色の場合でも

識別可能なクロマキー処理による背景合成方法を開発している。

自宅で 店頭で
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1.  はじめに

概要
　インテックシステム研究所で開発した人物画像合成システムは、画像合成技術を利用して、撮影した人物画像

と既存の衣服画像、背景画像とを合成し、試着シミュレーションを行うシステムである。利用者は、簡単な操作で衣

服の試着イメージを得ることができる。また、人物画像の合成は、クロマキーや再帰性反射を利用した人物領域の

抽出、および撮影画像からの人物パーツの認識、肌色調整、画像補正などの画像処理技術によって実現している。

本システムは、北国インテックサービスから試着シミュレータ「雅姿（みやびすがた）」として、衣服レンタルサービス

向けに商品展開を行っている。

　本稿では、一般的な映像・画像合成技術の説明、本システムの特徴と人物画像合成で利用している画像処理

手法、およびシステムの導入効果と応用用途について説明する。
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　本システムは、以下にあげるような業種・サービスへの展

開も可能である。

　●  浴衣や成人式向け振袖の販売・レンタル

　●  子供向け衣服の販売・レンタル

　●  子供の職業体験学習(消防士などの衣装、業務映像との合成)

　今後は、これらの展開も含め、ネットショッピングへの展

開や、衣服の在庫管理システムとの連携などのシステムの拡

充についても検討していきたい。
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図１  クロマキー処理 

　人物画像合成システムは、画像合成技術を利用して、撮影し

た人物画像と既存の衣服画像とを合成し、衣服の試着シミュレー

ションを行うシステムである。特に女性向けの着物やウェディン

グドレスのように、長時間かけて試着を行う衣服を対象とし、

利用者がタッチパネルで好みの衣服画像を選択すると、瞬時に

試着イメージを確認できる形態とした（図２)。さらに、背景

画像も併せて選択することによって、臨場感のあるシミュレー

ションが可能である（図３)。

　本システムでは、合成の精度、導入の容易さなどの観点から

判断した結果、第1章で挙げたブルースクリーン、および多色

ＬＥＤによるクロマキー処理を利用している。

図２  衣服選択画面

図３  背景の選択画面

2.1  システムの特徴
　本システムは「簡易な操作」「高速な合成処理」「自然な試

着画像」「高画質表示」といった特長を備えている。

（1）簡易な操作

　　　本システムでは画像処理によって撮影画像から自動的に

　　顔画像を認識し、合成位置を決定しているため、利用者が

　　顔や衣服の位置を逐次指定するなどの煩雑な操作は必要な

　　い。利用者はボタンクリックなどの簡単な操作のみで試着

　　画像を確認することができる。

（２）高速な合成処理

　　　撮影終了からシミュレーション開始までを、数十秒とい

　　う短い時間で行うことができる。また、撮影画像は高画質

　　(画像サイズ３００８×２０００ピクセル)でありながら、利用者

　　が衣服画像を選択してから試着イメージを表示するまでの

　　スピードは、１秒以内である。よって、利用者はストレス

　　なく瞬時に試着画像を切り替えることができる。

（３）自然な試着画像

　　　背景合成手法を応用し、人物の前面にも背景と同じ素材

　　のスクリーンを設置して撮影する方法を考案した（図４）。

　　この撮影方法により、人物の顔の輪郭、髪型もそのままの

　　状態で合成できるため、違和感の少ない合成結果が得られ

　　る。また、人物の顔の肌色や体型も考慮することで、自然

　　な試着画像を得られる（図５）。

（４）高画質表示

　　　３７インチの大型ディスプレイを使って、高画質画像を

　　表示するため、利用者は迫力のある映像で自分の試着画像

　　を確認することができる。

図４  人物撮影風景

図５  試着画像

2.2  人物画像合成処理
　人物画像合成システムで実現している画像処理方法について

説明する。人物画像合成処理は、次の様な流れで実装している

（図６）。

背景除去

　　撮影画像から特定範囲の色（クロマ）を抽出し、背景領域

　を除去して、顔画像を取得する。

肌・髪領域の検出

　　取得した顔領域のヒストグラムを解析し、ヒストグラムの

　境界より輝度が高い領域を肌領域、輝度が低い領域を髪領域

　として分割する。

　　さらに、取得した肌領域と髪領域について、重心位置と、

　アスペクト比や面積などの形状を比較する。肌領域よりも髪

　領域の方が円形に近く、重心位置が下にある場合は、髪領域

　が肌領域より輝度が高いと判定して、肌領域と髪領域を置き

　換える。

輪郭補正

　　人物の顔や髪の一部に青色や緑色の映り込みが生じるとい

　　う問題があり、その影響を軽減するために画像を補正する。

　この映り込みは、スクリーンの色が反射していることが原因

　であり、特に髪の外側の輪郭と、顎ラインに顕著にあらわれる。

　　スクリーンの色が青色の場合には、ＢＲ比(青と赤の比率)

　とＢＧ比(青と緑の比率)をもとに画像を補正する。まず、肌

　領域と髪領域の全画素に対して、ＢＲ比とＢＧ比を計算し、

　これらの値が高い領域を抽出する。さらに、髪領域の輪郭に

　近い部分や顔の顎ラインに近い分ほど高い重要度を設定し、

　領域全体の平均を考慮して、ＢＲ比とＢＧ比が妥当な値にな

　るように画像のＲＧＢ各色を補正する。

合成情報抽出

　　顔画像と撮影画像から、「合成位置」、「肌色情報」、「肩幅」

　といった、衣服データとの合成処理に必要な情報を抽出する。

　　「合成位置」は、顔画像を衣服データと合成する際の基準

　点であり、顎ラインの中央最下部の座標を設定する。

　　「肌色情報」は、衣服データの首画像と腕足画像を、人物

　の肌色をもとに調整するために必要な情報である。肌色情報

　は、肌領域のＲＧＢの各平均値と分散値を計算して設定する。

　　「肩幅」は、体型を調整する際のパラメータとして使用す

　る。撮影画像において前面のスクリーンより外側の肩位置を

　検出して、肩幅を計測する。

衣服データ合成

　　取得した肌画像、髪画像と、選択した衣服データに含まれ

　る衣服画像、首画像、腕足画像を合成する。

　　まず、肩幅をもとに、衣服画像、首画像、腕足画像の横幅

　について画像補正を行い、体型を調整する。

　　次に、画像補正を施した首画像と腕足画像について、画像

　のコントラストを維持しながら、人物の肌色情報を利用して、

　人物の肌色にあわせた色変換を行う。特に、首画像の合成位

　置に近い座標では、人物の肌色とほぼ同じ色になるように設

　定する。

　　最後に５枚の画像レイヤーを重ねて合成する。最初に首画

　像、腕足画像の順にレイヤーを重ね、合成位置の基準座標に

　顔画像のレイヤーを重ねる。続いて、着物画像のレイヤーを

　重ね、合成位置の基準座標に髪画像のレイヤーを重ねて、衣

　服合成画像を作成する。

背景データ合成

　　選択した背景画像と、作成した衣服合成画像とを合成し、

　背景合成画像を作成する。

　結婚式場の衣装レンタルサービスに本システムを導入する

場合、利用者にとっては次のようなメリットがある。

　 ●  実際の試着の前段階における、衣服選びのサポートとなる。

　 ● 何着でも、何十着でも、気になる衣装を気軽に試すことが

　　できる。

   ●  手元に現品が無い衣装について、試着のイメージをつかめる。

　システム導入側となる結婚式場においても、次のような効

果が期待できる。

　●  話題作り、集客効果

　●  衣装選びを目的とした、来店のリピート率向上

　● 同業他社との明確な差別化により、知名度向上、ブランディング

　また、「衣装選び男性バージョン」も提供することで、利用

者の衣装選びの楽しさが倍増する。「招待客への二次会向けパー

ティ・ドレスバーション」を提供した場合には、招待客が気

軽に来店可能な雰囲気を創出し、将来的潜在需要を囲い込む

という効果が期待できる。

　さらに、図７に示すように、衣服データをサーバから配信

する構成とした場合には、次のような展開も検討できる。

　●  支店在庫を削減した多店舗展開　

　●  最新デザイン衣装等、衣装バリエーションの増加

　●  地域や年代によるドレスの流行の把握

　この場合、撮影した顔画像をサーバに保存する機能を追加し、

パソコンや携帯電話向けの専用サイトを構築することで、利用

者が自宅でじっくりと衣装を選択する、といったサービスを提

供することも可能である。

2.  人物画像合成システム

図６  合成処理のフロー

図７   システム構成例

3. システムの効果
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　画像や映像の合成処理は、ニュース映像の手前にアナウンサー

や手話通訳者の映像を重ね合わせるなど、広く使われている

画像処理技術である。映像から背景を除外して人物やターゲット

を抽出し、コンピュータグラフィックスなどの背景と合成

する背景合成手法が一般的である。

　この背景合成を実現するための手段は、主として「クロマキー

処理」「近赤外光を利用した差分処理」「背景差分処理」の

3つに大別される。

（１）クロマキー処理

　　　クロマキーは、ブルースクリーンやグリーンスクリーン

　　などの単色のスクリーンを背景に用意して、ターゲット

　　を撮影することにより、撮影画像から特定範囲の色（クロマ）

　　のみを透明にし、背景合成を行う方法である（図１）。

　　　ブルースクリーンを用いた合成は精度が高く、合成画

　　像の見た目の違和感も少ない。しかし、ターゲットが背景

　　と同じ色を有している場合は、その部分も透明になってし

　　まう、という問題がある。

　　　近年では大型ディスプレイの低価格化により、ディスプ

　　レイを背景に設置し、ディスプレイに単一の色を表示する

　　ことによってブルースクリーンの代替とする方法もある。

　　　ブルースクリーンの代替方法としては、再帰性反射材の

　　スクリーンを背景に用意する方法がある。再帰性反射材は

　　入射光と同じ方向に反射光を返す特性がある。この特性を

　　利用し、再帰性反射材のスクリーンに対して、カメラ方向

　　からブルーやグリーンのLED (発光ダイオード) を照射す

　　ることで、被写体の背景がブルーやグリーンとなる像を撮

　　影することができる。

（２）近赤外光を利用した差分処理

　　　人の目には見えない近赤外光を再帰性反射材のスクリーン

　　に照射することにより、通常のカメラで撮影したカラー像

　　と同時に、赤外カメラで撮影したターゲットのシルエット

　　像を得ることができる。このシルエット像を解析した結果

　　からターゲット領域を推測して背景合成を行う方法である [1]。

　　　近赤外はクロマキー処理を適用する場合と比較して、照

　　明環境に依存されにくいという特長があるが、分光の仕組

　　みや近赤外光を撮影するためのカメラなど特殊な機器が必

　　要になるという課題もある。

（３）背景差分処理

　　　任意の背景において、背景のみを含む像と、背景とター

　　ゲットを含む像とをそれぞれ撮影し、その差分画像からター

　　ゲット領域を推測し、背景合成を行う方法である。背景用

　　のスクリーンなどが不要であり、撮影機器の設置が容易で

　　ある。

　　　最も基本的な背景差分では、2枚の画像の輝度差を計算

　　することで実現する。しかし、照明変化の影響を受けやす

　　いという問題があることから、複数の背景画像から統計的

　　手法を利用して動的背景モデルを作成することにより、時

　　間変化に伴う背景変化にも強固な背景差分が提案されてい

　　る [２]。

　　　動的背景モデルの方法においては、照明変化の影響は相

　　当解消されるが、クロマキー処理と比較した場合には、ター

　　ゲットの輪郭付近の識別精度が低いため、合成画像のクオ

　　リティが劣る。

　インテックシステム研究所 (以下、ISI ) では、LEDの色をダイ

ナミックに変更し、背景色をブルー、グリーン、レッドにした像

を比較することでターゲットの一部が背景と同じ色の場合でも

識別可能なクロマキー処理による背景合成方法を開発している。

自宅で 店頭で
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1.  はじめに

概要
　インテックシステム研究所で開発した人物画像合成システムは、画像合成技術を利用して、撮影した人物画像

と既存の衣服画像、背景画像とを合成し、試着シミュレーションを行うシステムである。利用者は、簡単な操作で衣

服の試着イメージを得ることができる。また、人物画像の合成は、クロマキーや再帰性反射を利用した人物領域の

抽出、および撮影画像からの人物パーツの認識、肌色調整、画像補正などの画像処理技術によって実現している。

本システムは、北国インテックサービスから試着シミュレータ「雅姿（みやびすがた）」として、衣服レンタルサービス

向けに商品展開を行っている。

　本稿では、一般的な映像・画像合成技術の説明、本システムの特徴と人物画像合成で利用している画像処理

手法、およびシステムの導入効果と応用用途について説明する。
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　本システムは、以下にあげるような業種・サービスへの展

開も可能である。

　●  浴衣や成人式向け振袖の販売・レンタル

　●  子供向け衣服の販売・レンタル

　●  子供の職業体験学習(消防士などの衣装、業務映像との合成)

　今後は、これらの展開も含め、ネットショッピングへの展

開や、衣服の在庫管理システムとの連携などのシステムの拡

充についても検討していきたい。

ICHIDA Etsuko

図１  クロマキー処理 

　人物画像合成システムは、画像合成技術を利用して、撮影し

た人物画像と既存の衣服画像とを合成し、衣服の試着シミュレー

ションを行うシステムである。特に女性向けの着物やウェディン

グドレスのように、長時間かけて試着を行う衣服を対象とし、

利用者がタッチパネルで好みの衣服画像を選択すると、瞬時に

試着イメージを確認できる形態とした（図２)。さらに、背景

画像も併せて選択することによって、臨場感のあるシミュレー

ションが可能である（図３)。

　本システムでは、合成の精度、導入の容易さなどの観点から

判断した結果、第1章で挙げたブルースクリーン、および多色

ＬＥＤによるクロマキー処理を利用している。

図２  衣服選択画面

図３  背景の選択画面

2.1  システムの特徴
　本システムは「簡易な操作」「高速な合成処理」「自然な試

着画像」「高画質表示」といった特長を備えている。

（1）簡易な操作

　　　本システムでは画像処理によって撮影画像から自動的に

　　顔画像を認識し、合成位置を決定しているため、利用者が

　　顔や衣服の位置を逐次指定するなどの煩雑な操作は必要な

　　い。利用者はボタンクリックなどの簡単な操作のみで試着

　　画像を確認することができる。

（２）高速な合成処理

　　　撮影終了からシミュレーション開始までを、数十秒とい

　　う短い時間で行うことができる。また、撮影画像は高画質

　　(画像サイズ３００８×２０００ピクセル)でありながら、利用者

　　が衣服画像を選択してから試着イメージを表示するまでの

　　スピードは、１秒以内である。よって、利用者はストレス

　　なく瞬時に試着画像を切り替えることができる。

（３）自然な試着画像

　　　背景合成手法を応用し、人物の前面にも背景と同じ素材

　　のスクリーンを設置して撮影する方法を考案した（図４）。

　　この撮影方法により、人物の顔の輪郭、髪型もそのままの

　　状態で合成できるため、違和感の少ない合成結果が得られ

　　る。また、人物の顔の肌色や体型も考慮することで、自然

　　な試着画像を得られる（図５）。

（４）高画質表示

　　　３７インチの大型ディスプレイを使って、高画質画像を

　　表示するため、利用者は迫力のある映像で自分の試着画像

　　を確認することができる。

図４  人物撮影風景

図５  試着画像

2.2  人物画像合成処理
　人物画像合成システムで実現している画像処理方法について

説明する。人物画像合成処理は、次の様な流れで実装している

（図６）。

背景除去

　　撮影画像から特定範囲の色（クロマ）を抽出し、背景領域

　を除去して、顔画像を取得する。

肌・髪領域の検出

　　取得した顔領域のヒストグラムを解析し、ヒストグラムの

　境界より輝度が高い領域を肌領域、輝度が低い領域を髪領域

　として分割する。

　　さらに、取得した肌領域と髪領域について、重心位置と、

　アスペクト比や面積などの形状を比較する。肌領域よりも髪

　領域の方が円形に近く、重心位置が下にある場合は、髪領域

　が肌領域より輝度が高いと判定して、肌領域と髪領域を置き

　換える。

輪郭補正

　　人物の顔や髪の一部に青色や緑色の映り込みが生じるとい

　　う問題があり、その影響を軽減するために画像を補正する。

　この映り込みは、スクリーンの色が反射していることが原因

　であり、特に髪の外側の輪郭と、顎ラインに顕著にあらわれる。

　　スクリーンの色が青色の場合には、ＢＲ比(青と赤の比率)

　とＢＧ比(青と緑の比率)をもとに画像を補正する。まず、肌

　領域と髪領域の全画素に対して、ＢＲ比とＢＧ比を計算し、

　これらの値が高い領域を抽出する。さらに、髪領域の輪郭に

　近い部分や顔の顎ラインに近い分ほど高い重要度を設定し、

　領域全体の平均を考慮して、ＢＲ比とＢＧ比が妥当な値にな

　るように画像のＲＧＢ各色を補正する。

合成情報抽出

　　顔画像と撮影画像から、「合成位置」、「肌色情報」、「肩幅」

　といった、衣服データとの合成処理に必要な情報を抽出する。

　　「合成位置」は、顔画像を衣服データと合成する際の基準

　点であり、顎ラインの中央最下部の座標を設定する。

　　「肌色情報」は、衣服データの首画像と腕足画像を、人物

　の肌色をもとに調整するために必要な情報である。肌色情報

　は、肌領域のＲＧＢの各平均値と分散値を計算して設定する。

　　「肩幅」は、体型を調整する際のパラメータとして使用す

　る。撮影画像において前面のスクリーンより外側の肩位置を

　検出して、肩幅を計測する。

衣服データ合成

　　取得した肌画像、髪画像と、選択した衣服データに含まれ

　る衣服画像、首画像、腕足画像を合成する。

　　まず、肩幅をもとに、衣服画像、首画像、腕足画像の横幅

　について画像補正を行い、体型を調整する。

　　次に、画像補正を施した首画像と腕足画像について、画像

　のコントラストを維持しながら、人物の肌色情報を利用して、

　人物の肌色にあわせた色変換を行う。特に、首画像の合成位

　置に近い座標では、人物の肌色とほぼ同じ色になるように設

　定する。

　　最後に５枚の画像レイヤーを重ねて合成する。最初に首画

　像、腕足画像の順にレイヤーを重ね、合成位置の基準座標に

　顔画像のレイヤーを重ねる。続いて、着物画像のレイヤーを

　重ね、合成位置の基準座標に髪画像のレイヤーを重ねて、衣

　服合成画像を作成する。

背景データ合成

　　選択した背景画像と、作成した衣服合成画像とを合成し、

　背景合成画像を作成する。

　結婚式場の衣装レンタルサービスに本システムを導入する

場合、利用者にとっては次のようなメリットがある。

　 ●  実際の試着の前段階における、衣服選びのサポートとなる。

　 ● 何着でも、何十着でも、気になる衣装を気軽に試すことが

　　できる。

   ●  手元に現品が無い衣装について、試着のイメージをつかめる。

　システム導入側となる結婚式場においても、次のような効

果が期待できる。

　●  話題作り、集客効果

　●  衣装選びを目的とした、来店のリピート率向上

　● 同業他社との明確な差別化により、知名度向上、ブランディング

　また、「衣装選び男性バージョン」も提供することで、利用

者の衣装選びの楽しさが倍増する。「招待客への二次会向けパー

ティ・ドレスバーション」を提供した場合には、招待客が気

軽に来店可能な雰囲気を創出し、将来的潜在需要を囲い込む

という効果が期待できる。

　さらに、図７に示すように、衣服データをサーバから配信

する構成とした場合には、次のような展開も検討できる。

　●  支店在庫を削減した多店舗展開　

　●  最新デザイン衣装等、衣装バリエーションの増加

　●  地域や年代によるドレスの流行の把握

　この場合、撮影した顔画像をサーバに保存する機能を追加し、

パソコンや携帯電話向けの専用サイトを構築することで、利用

者が自宅でじっくりと衣装を選択する、といったサービスを提

供することも可能である。

2.  人物画像合成システム

図６  合成処理のフロー

図７   システム構成例

3. システムの効果
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　画像や映像の合成処理は、ニュース映像の手前にアナウンサー

や手話通訳者の映像を重ね合わせるなど、広く使われている

画像処理技術である。映像から背景を除外して人物やターゲット

を抽出し、コンピュータグラフィックスなどの背景と合成

する背景合成手法が一般的である。

　この背景合成を実現するための手段は、主として「クロマキー

処理」「近赤外光を利用した差分処理」「背景差分処理」の

3つに大別される。

（１）クロマキー処理

　　　クロマキーは、ブルースクリーンやグリーンスクリーン

　　などの単色のスクリーンを背景に用意して、ターゲット

　　を撮影することにより、撮影画像から特定範囲の色（クロマ）

　　のみを透明にし、背景合成を行う方法である（図１）。

　　　ブルースクリーンを用いた合成は精度が高く、合成画

　　像の見た目の違和感も少ない。しかし、ターゲットが背景

　　と同じ色を有している場合は、その部分も透明になってし

　　まう、という問題がある。

　　　近年では大型ディスプレイの低価格化により、ディスプ

　　レイを背景に設置し、ディスプレイに単一の色を表示する

　　ことによってブルースクリーンの代替とする方法もある。

　　　ブルースクリーンの代替方法としては、再帰性反射材の

　　スクリーンを背景に用意する方法がある。再帰性反射材は

　　入射光と同じ方向に反射光を返す特性がある。この特性を

　　利用し、再帰性反射材のスクリーンに対して、カメラ方向

　　からブルーやグリーンのLED (発光ダイオード) を照射す

　　ることで、被写体の背景がブルーやグリーンとなる像を撮

　　影することができる。

（２）近赤外光を利用した差分処理

　　　人の目には見えない近赤外光を再帰性反射材のスクリーン

　　に照射することにより、通常のカメラで撮影したカラー像

　　と同時に、赤外カメラで撮影したターゲットのシルエット

　　像を得ることができる。このシルエット像を解析した結果

　　からターゲット領域を推測して背景合成を行う方法である [1]。

　　　近赤外はクロマキー処理を適用する場合と比較して、照

　　明環境に依存されにくいという特長があるが、分光の仕組

　　みや近赤外光を撮影するためのカメラなど特殊な機器が必

　　要になるという課題もある。

（３）背景差分処理

　　　任意の背景において、背景のみを含む像と、背景とター

　　ゲットを含む像とをそれぞれ撮影し、その差分画像からター

　　ゲット領域を推測し、背景合成を行う方法である。背景用

　　のスクリーンなどが不要であり、撮影機器の設置が容易で

　　ある。

　　　最も基本的な背景差分では、2枚の画像の輝度差を計算

　　することで実現する。しかし、照明変化の影響を受けやす

　　いという問題があることから、複数の背景画像から統計的

　　手法を利用して動的背景モデルを作成することにより、時

　　間変化に伴う背景変化にも強固な背景差分が提案されてい

　　る [２]。

　　　動的背景モデルの方法においては、照明変化の影響は相

　　当解消されるが、クロマキー処理と比較した場合には、ター

　　ゲットの輪郭付近の識別精度が低いため、合成画像のクオ

　　リティが劣る。

　インテックシステム研究所 (以下、ISI ) では、LEDの色をダイ

ナミックに変更し、背景色をブルー、グリーン、レッドにした像

を比較することでターゲットの一部が背景と同じ色の場合でも

識別可能なクロマキー処理による背景合成方法を開発している。

自宅で 店頭で
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再帰性反射材とクロマキー処理による
人物画像合成システム

Human Image Synthesis System by Reflexive Reflection Material and Chroma-key Processing
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1.  はじめに

概要
　インテックシステム研究所で開発した人物画像合成システムは、画像合成技術を利用して、撮影した人物画像

と既存の衣服画像、背景画像とを合成し、試着シミュレーションを行うシステムである。利用者は、簡単な操作で衣

服の試着イメージを得ることができる。また、人物画像の合成は、クロマキーや再帰性反射を利用した人物領域の

抽出、および撮影画像からの人物パーツの認識、肌色調整、画像補正などの画像処理技術によって実現している。

本システムは、北国インテックサービスから試着シミュレータ「雅姿（みやびすがた）」として、衣服レンタルサービス

向けに商品展開を行っている。

　本稿では、一般的な映像・画像合成技術の説明、本システムの特徴と人物画像合成で利用している画像処理

手法、およびシステムの導入効果と応用用途について説明する。
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　本システムは、以下にあげるような業種・サービスへの展

開も可能である。

　●  浴衣や成人式向け振袖の販売・レンタル

　●  子供向け衣服の販売・レンタル

　●  子供の職業体験学習(消防士などの衣装、業務映像との合成)

　今後は、これらの展開も含め、ネットショッピングへの展

開や、衣服の在庫管理システムとの連携などのシステムの拡

充についても検討していきたい。

ICHIDA Etsuko

図１  クロマキー処理 

　人物画像合成システムは、画像合成技術を利用して、撮影し

た人物画像と既存の衣服画像とを合成し、衣服の試着シミュレー

ションを行うシステムである。特に女性向けの着物やウェディン

グドレスのように、長時間かけて試着を行う衣服を対象とし、

利用者がタッチパネルで好みの衣服画像を選択すると、瞬時に

試着イメージを確認できる形態とした（図２)。さらに、背景

画像も併せて選択することによって、臨場感のあるシミュレー

ションが可能である（図３)。

　本システムでは、合成の精度、導入の容易さなどの観点から

判断した結果、第1章で挙げたブルースクリーン、および多色

ＬＥＤによるクロマキー処理を利用している。

図２  衣服選択画面

図３  背景の選択画面

2.1  システムの特徴
　本システムは「簡易な操作」「高速な合成処理」「自然な試

着画像」「高画質表示」といった特長を備えている。

（1）簡易な操作

　　　本システムでは画像処理によって撮影画像から自動的に

　　顔画像を認識し、合成位置を決定しているため、利用者が

　　顔や衣服の位置を逐次指定するなどの煩雑な操作は必要な

　　い。利用者はボタンクリックなどの簡単な操作のみで試着

　　画像を確認することができる。

（２）高速な合成処理

　　　撮影終了からシミュレーション開始までを、数十秒とい

　　う短い時間で行うことができる。また、撮影画像は高画質

　　(画像サイズ３００８×２０００ピクセル)でありながら、利用者

　　が衣服画像を選択してから試着イメージを表示するまでの

　　スピードは、１秒以内である。よって、利用者はストレス

　　なく瞬時に試着画像を切り替えることができる。

（３）自然な試着画像

　　　背景合成手法を応用し、人物の前面にも背景と同じ素材

　　のスクリーンを設置して撮影する方法を考案した（図４）。

　　この撮影方法により、人物の顔の輪郭、髪型もそのままの

　　状態で合成できるため、違和感の少ない合成結果が得られ

　　る。また、人物の顔の肌色や体型も考慮することで、自然

　　な試着画像を得られる（図５）。

（４）高画質表示

　　　３７インチの大型ディスプレイを使って、高画質画像を

　　表示するため、利用者は迫力のある映像で自分の試着画像

　　を確認することができる。

図４  人物撮影風景

図５  試着画像

2.2  人物画像合成処理
　人物画像合成システムで実現している画像処理方法について

説明する。人物画像合成処理は、次の様な流れで実装している

（図６）。

背景除去

　　撮影画像から特定範囲の色（クロマ）を抽出し、背景領域

　を除去して、顔画像を取得する。

肌・髪領域の検出

　　取得した顔領域のヒストグラムを解析し、ヒストグラムの

　境界より輝度が高い領域を肌領域、輝度が低い領域を髪領域

　として分割する。

　　さらに、取得した肌領域と髪領域について、重心位置と、

　アスペクト比や面積などの形状を比較する。肌領域よりも髪

　領域の方が円形に近く、重心位置が下にある場合は、髪領域

　が肌領域より輝度が高いと判定して、肌領域と髪領域を置き

　換える。

輪郭補正

　　人物の顔や髪の一部に青色や緑色の映り込みが生じるとい

　　う問題があり、その影響を軽減するために画像を補正する。

　この映り込みは、スクリーンの色が反射していることが原因

　であり、特に髪の外側の輪郭と、顎ラインに顕著にあらわれる。

　　スクリーンの色が青色の場合には、ＢＲ比(青と赤の比率)

　とＢＧ比(青と緑の比率)をもとに画像を補正する。まず、肌

　領域と髪領域の全画素に対して、ＢＲ比とＢＧ比を計算し、

　これらの値が高い領域を抽出する。さらに、髪領域の輪郭に

　近い部分や顔の顎ラインに近い分ほど高い重要度を設定し、

　領域全体の平均を考慮して、ＢＲ比とＢＧ比が妥当な値にな

　るように画像のＲＧＢ各色を補正する。

合成情報抽出

　　顔画像と撮影画像から、「合成位置」、「肌色情報」、「肩幅」

　といった、衣服データとの合成処理に必要な情報を抽出する。

　　「合成位置」は、顔画像を衣服データと合成する際の基準

　点であり、顎ラインの中央最下部の座標を設定する。

　　「肌色情報」は、衣服データの首画像と腕足画像を、人物

　の肌色をもとに調整するために必要な情報である。肌色情報

　は、肌領域のＲＧＢの各平均値と分散値を計算して設定する。

　　「肩幅」は、体型を調整する際のパラメータとして使用す

　る。撮影画像において前面のスクリーンより外側の肩位置を

　検出して、肩幅を計測する。

衣服データ合成

　　取得した肌画像、髪画像と、選択した衣服データに含まれ

　る衣服画像、首画像、腕足画像を合成する。

　　まず、肩幅をもとに、衣服画像、首画像、腕足画像の横幅

　について画像補正を行い、体型を調整する。

　　次に、画像補正を施した首画像と腕足画像について、画像

　のコントラストを維持しながら、人物の肌色情報を利用して、

　人物の肌色にあわせた色変換を行う。特に、首画像の合成位

　置に近い座標では、人物の肌色とほぼ同じ色になるように設

　定する。

　　最後に５枚の画像レイヤーを重ねて合成する。最初に首画

　像、腕足画像の順にレイヤーを重ね、合成位置の基準座標に

　顔画像のレイヤーを重ねる。続いて、着物画像のレイヤーを

　重ね、合成位置の基準座標に髪画像のレイヤーを重ねて、衣

　服合成画像を作成する。

背景データ合成

　　選択した背景画像と、作成した衣服合成画像とを合成し、

　背景合成画像を作成する。

　結婚式場の衣装レンタルサービスに本システムを導入する

場合、利用者にとっては次のようなメリットがある。

　 ●  実際の試着の前段階における、衣服選びのサポートとなる。

　 ● 何着でも、何十着でも、気になる衣装を気軽に試すことが

　　できる。

   ●  手元に現品が無い衣装について、試着のイメージをつかめる。

　システム導入側となる結婚式場においても、次のような効

果が期待できる。

　●  話題作り、集客効果

　●  衣装選びを目的とした、来店のリピート率向上

　● 同業他社との明確な差別化により、知名度向上、ブランディング

　また、「衣装選び男性バージョン」も提供することで、利用

者の衣装選びの楽しさが倍増する。「招待客への二次会向けパー

ティ・ドレスバーション」を提供した場合には、招待客が気

軽に来店可能な雰囲気を創出し、将来的潜在需要を囲い込む

という効果が期待できる。

　さらに、図７に示すように、衣服データをサーバから配信

する構成とした場合には、次のような展開も検討できる。

　●  支店在庫を削減した多店舗展開　

　●  最新デザイン衣装等、衣装バリエーションの増加

　●  地域や年代によるドレスの流行の把握

　この場合、撮影した顔画像をサーバに保存する機能を追加し、

パソコンや携帯電話向けの専用サイトを構築することで、利用

者が自宅でじっくりと衣装を選択する、といったサービスを提

供することも可能である。

2.  人物画像合成システム

図６  合成処理のフロー

図７   システム構成例

3. システムの効果
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　画像や映像の合成処理は、ニュース映像の手前にアナウンサー

や手話通訳者の映像を重ね合わせるなど、広く使われている

画像処理技術である。映像から背景を除外して人物やターゲット

を抽出し、コンピュータグラフィックスなどの背景と合成

する背景合成手法が一般的である。

　この背景合成を実現するための手段は、主として「クロマキー

処理」「近赤外光を利用した差分処理」「背景差分処理」の

3つに大別される。

（１）クロマキー処理

　　　クロマキーは、ブルースクリーンやグリーンスクリーン

　　などの単色のスクリーンを背景に用意して、ターゲット

　　を撮影することにより、撮影画像から特定範囲の色（クロマ）

　　のみを透明にし、背景合成を行う方法である（図１）。

　　　ブルースクリーンを用いた合成は精度が高く、合成画

　　像の見た目の違和感も少ない。しかし、ターゲットが背景

　　と同じ色を有している場合は、その部分も透明になってし

　　まう、という問題がある。

　　　近年では大型ディスプレイの低価格化により、ディスプ

　　レイを背景に設置し、ディスプレイに単一の色を表示する

　　ことによってブルースクリーンの代替とする方法もある。

　　　ブルースクリーンの代替方法としては、再帰性反射材の

　　スクリーンを背景に用意する方法がある。再帰性反射材は

　　入射光と同じ方向に反射光を返す特性がある。この特性を

　　利用し、再帰性反射材のスクリーンに対して、カメラ方向

　　からブルーやグリーンのLED (発光ダイオード) を照射す

　　ることで、被写体の背景がブルーやグリーンとなる像を撮

　　影することができる。

（２）近赤外光を利用した差分処理

　　　人の目には見えない近赤外光を再帰性反射材のスクリーン

　　に照射することにより、通常のカメラで撮影したカラー像

　　と同時に、赤外カメラで撮影したターゲットのシルエット

　　像を得ることができる。このシルエット像を解析した結果

　　からターゲット領域を推測して背景合成を行う方法である [1]。

　　　近赤外はクロマキー処理を適用する場合と比較して、照

　　明環境に依存されにくいという特長があるが、分光の仕組

　　みや近赤外光を撮影するためのカメラなど特殊な機器が必

　　要になるという課題もある。

（３）背景差分処理

　　　任意の背景において、背景のみを含む像と、背景とター

　　ゲットを含む像とをそれぞれ撮影し、その差分画像からター

　　ゲット領域を推測し、背景合成を行う方法である。背景用

　　のスクリーンなどが不要であり、撮影機器の設置が容易で

　　ある。

　　　最も基本的な背景差分では、2枚の画像の輝度差を計算

　　することで実現する。しかし、照明変化の影響を受けやす

　　いという問題があることから、複数の背景画像から統計的

　　手法を利用して動的背景モデルを作成することにより、時

　　間変化に伴う背景変化にも強固な背景差分が提案されてい

　　る [２]。

　　　動的背景モデルの方法においては、照明変化の影響は相

　　当解消されるが、クロマキー処理と比較した場合には、ター

　　ゲットの輪郭付近の識別精度が低いため、合成画像のクオ

　　リティが劣る。

　インテックシステム研究所 (以下、ISI ) では、LEDの色をダイ

ナミックに変更し、背景色をブルー、グリーン、レッドにした像

を比較することでターゲットの一部が背景と同じ色の場合でも

識別可能なクロマキー処理による背景合成方法を開発している。

自宅で 店頭で
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再帰性反射材とクロマキー処理による
人物画像合成システム

Human Image Synthesis System by Reflexive Reflection Material and Chroma-key Processing

市田　越子
ICHIDA Etsuko

前田　裕之
MAEDA Hiroyuki

1.  はじめに

概要
　インテックシステム研究所で開発した人物画像合成システムは、画像合成技術を利用して、撮影した人物画像

と既存の衣服画像、背景画像とを合成し、試着シミュレーションを行うシステムである。利用者は、簡単な操作で衣

服の試着イメージを得ることができる。また、人物画像の合成は、クロマキーや再帰性反射を利用した人物領域の

抽出、および撮影画像からの人物パーツの認識、肌色調整、画像補正などの画像処理技術によって実現している。

本システムは、北国インテックサービスから試着シミュレータ「雅姿（みやびすがた）」として、衣服レンタルサービス

向けに商品展開を行っている。

　本稿では、一般的な映像・画像合成技術の説明、本システムの特徴と人物画像合成で利用している画像処理

手法、およびシステムの導入効果と応用用途について説明する。
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　本システムは、以下にあげるような業種・サービスへの展

開も可能である。

　●  浴衣や成人式向け振袖の販売・レンタル

　●  子供向け衣服の販売・レンタル

　●  子供の職業体験学習(消防士などの衣装、業務映像との合成)

　今後は、これらの展開も含め、ネットショッピングへの展

開や、衣服の在庫管理システムとの連携などのシステムの拡

充についても検討していきたい。

ICHIDA Etsuko

図１  クロマキー処理 

　人物画像合成システムは、画像合成技術を利用して、撮影し

た人物画像と既存の衣服画像とを合成し、衣服の試着シミュレー

ションを行うシステムである。特に女性向けの着物やウェディン

グドレスのように、長時間かけて試着を行う衣服を対象とし、

利用者がタッチパネルで好みの衣服画像を選択すると、瞬時に

試着イメージを確認できる形態とした（図２)。さらに、背景

画像も併せて選択することによって、臨場感のあるシミュレー

ションが可能である（図３)。

　本システムでは、合成の精度、導入の容易さなどの観点から

判断した結果、第1章で挙げたブルースクリーン、および多色

ＬＥＤによるクロマキー処理を利用している。

図２  衣服選択画面

図３  背景の選択画面

2.1  システムの特徴
　本システムは「簡易な操作」「高速な合成処理」「自然な試

着画像」「高画質表示」といった特長を備えている。

（1）簡易な操作

　　　本システムでは画像処理によって撮影画像から自動的に

　　顔画像を認識し、合成位置を決定しているため、利用者が

　　顔や衣服の位置を逐次指定するなどの煩雑な操作は必要な

　　い。利用者はボタンクリックなどの簡単な操作のみで試着

　　画像を確認することができる。

（２）高速な合成処理

　　　撮影終了からシミュレーション開始までを、数十秒とい

　　う短い時間で行うことができる。また、撮影画像は高画質

　　(画像サイズ３００８×２０００ピクセル)でありながら、利用者

　　が衣服画像を選択してから試着イメージを表示するまでの

　　スピードは、１秒以内である。よって、利用者はストレス

　　なく瞬時に試着画像を切り替えることができる。

（３）自然な試着画像

　　　背景合成手法を応用し、人物の前面にも背景と同じ素材

　　のスクリーンを設置して撮影する方法を考案した（図４）。

　　この撮影方法により、人物の顔の輪郭、髪型もそのままの

　　状態で合成できるため、違和感の少ない合成結果が得られ

　　る。また、人物の顔の肌色や体型も考慮することで、自然

　　な試着画像を得られる（図５）。

（４）高画質表示

　　　３７インチの大型ディスプレイを使って、高画質画像を

　　表示するため、利用者は迫力のある映像で自分の試着画像

　　を確認することができる。

図４  人物撮影風景

図５  試着画像

2.2  人物画像合成処理
　人物画像合成システムで実現している画像処理方法について

説明する。人物画像合成処理は、次の様な流れで実装している

（図６）。

背景除去

　　撮影画像から特定範囲の色（クロマ）を抽出し、背景領域

　を除去して、顔画像を取得する。

肌・髪領域の検出

　　取得した顔領域のヒストグラムを解析し、ヒストグラムの

　境界より輝度が高い領域を肌領域、輝度が低い領域を髪領域

　として分割する。

　　さらに、取得した肌領域と髪領域について、重心位置と、

　アスペクト比や面積などの形状を比較する。肌領域よりも髪

　領域の方が円形に近く、重心位置が下にある場合は、髪領域

　が肌領域より輝度が高いと判定して、肌領域と髪領域を置き

　換える。

輪郭補正

　　人物の顔や髪の一部に青色や緑色の映り込みが生じるとい

　　う問題があり、その影響を軽減するために画像を補正する。

　この映り込みは、スクリーンの色が反射していることが原因

　であり、特に髪の外側の輪郭と、顎ラインに顕著にあらわれる。

　　スクリーンの色が青色の場合には、ＢＲ比(青と赤の比率)

　とＢＧ比(青と緑の比率)をもとに画像を補正する。まず、肌

　領域と髪領域の全画素に対して、ＢＲ比とＢＧ比を計算し、

　これらの値が高い領域を抽出する。さらに、髪領域の輪郭に

　近い部分や顔の顎ラインに近い分ほど高い重要度を設定し、

　領域全体の平均を考慮して、ＢＲ比とＢＧ比が妥当な値にな

　るように画像のＲＧＢ各色を補正する。

合成情報抽出

　　顔画像と撮影画像から、「合成位置」、「肌色情報」、「肩幅」

　といった、衣服データとの合成処理に必要な情報を抽出する。

　　「合成位置」は、顔画像を衣服データと合成する際の基準

　点であり、顎ラインの中央最下部の座標を設定する。

　　「肌色情報」は、衣服データの首画像と腕足画像を、人物

　の肌色をもとに調整するために必要な情報である。肌色情報

　は、肌領域のＲＧＢの各平均値と分散値を計算して設定する。

　　「肩幅」は、体型を調整する際のパラメータとして使用す

　る。撮影画像において前面のスクリーンより外側の肩位置を

　検出して、肩幅を計測する。

衣服データ合成

　　取得した肌画像、髪画像と、選択した衣服データに含まれ

　る衣服画像、首画像、腕足画像を合成する。

　　まず、肩幅をもとに、衣服画像、首画像、腕足画像の横幅

　について画像補正を行い、体型を調整する。

　　次に、画像補正を施した首画像と腕足画像について、画像

　のコントラストを維持しながら、人物の肌色情報を利用して、

　人物の肌色にあわせた色変換を行う。特に、首画像の合成位

　置に近い座標では、人物の肌色とほぼ同じ色になるように設

　定する。

　　最後に５枚の画像レイヤーを重ねて合成する。最初に首画

　像、腕足画像の順にレイヤーを重ね、合成位置の基準座標に

　顔画像のレイヤーを重ねる。続いて、着物画像のレイヤーを

　重ね、合成位置の基準座標に髪画像のレイヤーを重ねて、衣

　服合成画像を作成する。

背景データ合成

　　選択した背景画像と、作成した衣服合成画像とを合成し、

　背景合成画像を作成する。

　結婚式場の衣装レンタルサービスに本システムを導入する

場合、利用者にとっては次のようなメリットがある。

　 ●  実際の試着の前段階における、衣服選びのサポートとなる。

　 ● 何着でも、何十着でも、気になる衣装を気軽に試すことが

　　できる。

   ●  手元に現品が無い衣装について、試着のイメージをつかめる。

　システム導入側となる結婚式場においても、次のような効

果が期待できる。

　●  話題作り、集客効果

　●  衣装選びを目的とした、来店のリピート率向上

　● 同業他社との明確な差別化により、知名度向上、ブランディング

　また、「衣装選び男性バージョン」も提供することで、利用

者の衣装選びの楽しさが倍増する。「招待客への二次会向けパー

ティ・ドレスバーション」を提供した場合には、招待客が気

軽に来店可能な雰囲気を創出し、将来的潜在需要を囲い込む

という効果が期待できる。

　さらに、図７に示すように、衣服データをサーバから配信

する構成とした場合には、次のような展開も検討できる。

　●  支店在庫を削減した多店舗展開　

　●  最新デザイン衣装等、衣装バリエーションの増加

　●  地域や年代によるドレスの流行の把握

　この場合、撮影した顔画像をサーバに保存する機能を追加し、

パソコンや携帯電話向けの専用サイトを構築することで、利用

者が自宅でじっくりと衣装を選択する、といったサービスを提

供することも可能である。

2.  人物画像合成システム

図６  合成処理のフロー

図７   システム構成例

3. システムの効果
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　画像や映像の合成処理は、ニュース映像の手前にアナウンサー

や手話通訳者の映像を重ね合わせるなど、広く使われている

画像処理技術である。映像から背景を除外して人物やターゲット

を抽出し、コンピュータグラフィックスなどの背景と合成

する背景合成手法が一般的である。

　この背景合成を実現するための手段は、主として「クロマキー

処理」「近赤外光を利用した差分処理」「背景差分処理」の

3つに大別される。

（１）クロマキー処理

　　　クロマキーは、ブルースクリーンやグリーンスクリーン

　　などの単色のスクリーンを背景に用意して、ターゲット

　　を撮影することにより、撮影画像から特定範囲の色（クロマ）

　　のみを透明にし、背景合成を行う方法である（図１）。

　　　ブルースクリーンを用いた合成は精度が高く、合成画

　　像の見た目の違和感も少ない。しかし、ターゲットが背景

　　と同じ色を有している場合は、その部分も透明になってし

　　まう、という問題がある。

　　　近年では大型ディスプレイの低価格化により、ディスプ

　　レイを背景に設置し、ディスプレイに単一の色を表示する

　　ことによってブルースクリーンの代替とする方法もある。

　　　ブルースクリーンの代替方法としては、再帰性反射材の

　　スクリーンを背景に用意する方法がある。再帰性反射材は

　　入射光と同じ方向に反射光を返す特性がある。この特性を

　　利用し、再帰性反射材のスクリーンに対して、カメラ方向

　　からブルーやグリーンのLED (発光ダイオード) を照射す

　　ることで、被写体の背景がブルーやグリーンとなる像を撮

　　影することができる。

（２）近赤外光を利用した差分処理

　　　人の目には見えない近赤外光を再帰性反射材のスクリーン

　　に照射することにより、通常のカメラで撮影したカラー像

　　と同時に、赤外カメラで撮影したターゲットのシルエット

　　像を得ることができる。このシルエット像を解析した結果

　　からターゲット領域を推測して背景合成を行う方法である [1]。

　　　近赤外はクロマキー処理を適用する場合と比較して、照

　　明環境に依存されにくいという特長があるが、分光の仕組

　　みや近赤外光を撮影するためのカメラなど特殊な機器が必

　　要になるという課題もある。

（３）背景差分処理

　　　任意の背景において、背景のみを含む像と、背景とター

　　ゲットを含む像とをそれぞれ撮影し、その差分画像からター

　　ゲット領域を推測し、背景合成を行う方法である。背景用

　　のスクリーンなどが不要であり、撮影機器の設置が容易で

　　ある。

　　　最も基本的な背景差分では、2枚の画像の輝度差を計算

　　することで実現する。しかし、照明変化の影響を受けやす

　　いという問題があることから、複数の背景画像から統計的

　　手法を利用して動的背景モデルを作成することにより、時

　　間変化に伴う背景変化にも強固な背景差分が提案されてい

　　る [２]。

　　　動的背景モデルの方法においては、照明変化の影響は相

　　当解消されるが、クロマキー処理と比較した場合には、ター

　　ゲットの輪郭付近の識別精度が低いため、合成画像のクオ

　　リティが劣る。

　インテックシステム研究所 (以下、ISI ) では、LEDの色をダイ

ナミックに変更し、背景色をブルー、グリーン、レッドにした像

を比較することでターゲットの一部が背景と同じ色の場合でも

識別可能なクロマキー処理による背景合成方法を開発している。
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