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図 1.学習モデル 
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概要：本研究は単一の顔画像から表情や各部位にモーフィングを備え、動きを伴う三次元顔モデルを生成する事

を目的とする。まず、顔の各部位にモーフィングを備えパラメータの値によって変形させる事が出来る顔モデル

を用いて、生成した顔モデルの特徴量とパラメータの値に対する学習モデルを作成する実験を行なった。作成し

た学習モデルを用いて、顔画像から特徴量を抽出し特徴量から必要なパラメータを推測する事で顔モデルを生成

する。最後に学習モデルの精度や生成した顔モデルの精度を分析し、制約条件下の画像において近似した形状の

三次元顔モデルが生成出来た事を確認した。 
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1．はじめに 

近年エンターテイメントの分野では幅広く

3DCGが用いられているが、実際に 3Dモデルを

作成するにはある程度の技術やコストを必要と

する。低コストで 3Dモデルを作成する手法とし

て写真からの三次元形状復元が医療分野や認証

システムで用いられている。しかし、既存の手

法で生成される 3Dモデルはモーフィングと呼ば

れる別の三次元形状に変形する機能を備えてい

ない場合が多く、動きをつけることが難しい。 

本研究では表情や顔部位の動きを伴う三次元

顔モデルを生成する事を目指し、そのための学

習モデルの作成を行った。 

2．関連研究  

 既存の三次元顔形状復元では Fengら[1]の手

法である顔画像から CNNによって顔の全頂点の

座標と色情報を推定し、その情報を元に三次元

空間で顔形状を再構築する手法と、前島ら[2]の

手法である主成分分析(PCA)によって構築された

モーフィングを備えた三次元顔モデルを、画像

から推定される顔形状に合う様に変形させる手

法が挙げられる。本研究では後者の手法を参考

にベースモデルに Morph3D[3]を用いる。

Morph3D は顔の各部位にモーフィングを備え

[0,100]の範囲のパラメータを操作する事で顔部

位のサイズや表情の調整を行う事が出来る。 

3．学習モデルの作成  

3.1 データセットの作成  

 データセットは以下の二種を作成した。 

データセット A: Morph3Dの各パラメータに 0も

しくは 100の値を割り当てて生成した 3Dモデル 

データセット B: [0,100]の範囲のランダムな値

を割り当てて生成した 3Dモデル 

生成した 3Dモデルについてカメラの画角を

27°、背景を青単色、照明を前方 45°付近と斜

め上に配置し、画像解像度を 1440×1920 とし

た環境下で顔画像を保存する。顔画像から dlib

ライブラリの顔検出器を用いて 68点の顔画像特

徴点の座標を抽出し、適切な前処理を行い学習

のデータセットとする。 

3.2 学習の実行  

作成した学習モデルを図 1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力は前処理を行なった特徴点座標の 68×2=13

6次数のデータ、出力は顔の造形に関する Morph

3Dのパラメータの 40次数のデータを用いる。
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学習モデルの出力層以外の活性化関数は Relu関

数、損失関数は mean_squared_error、optimize

rは Adamを用いて学習率は 0.001で固定した。

出力層の活性化関数では linear関数と sigmoid

関数をそれぞれ用いて学習を行なった。 

4．結果と考察 

4.1 学習モデルの精度分析 

作成した学習モデルでデータセット A、データ

セット Bそれぞれについて、出力層の活性化関

数で linear関数と sigmoid関数を用いた場合の

精度を表 1、表 2に示す。精度は推定した

Morph3Dのパラメータと正解のパラメータの誤

差を表し、この値が低い程学習モデルは優れて

いる事を示している。この時精度のより優れた

精度の得られた sigmoid関数を用いた訓練の精

度推移を図 2,図 3に示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

出力層の活性化関数に sigmoid 関数を用いる方

が優れた精度が得られた理由として、Morph3D

のパラメータは[0,100]の範囲の為出力は必ず

[0,1]の範囲内になる様にデータセットを作成し

た事が原因だと考えられる。この sigmoid関数

を用いた場合では、データセット Aの方が優れ

た精度が得られた。これは Morph3Dのパラメー

タの微細な変化では顔特徴量が変化しない時に

データセット Bは学習が出来ない恐れがある点

と sigmoid 関数の性質上 0かもしくは 1に近い

値が出力されやすい点が原因だと考えられる。 

4.2 顔モデルの精度分析 

最も精度の優れたデータセット Aを sigmoid 関

数を用いて学習したモデルで生成した顔モデル

と元画像を比較し顔特徴点座標の誤差を分析す

る。元画像の条件を変えて計測した結果を表 3

に、生成した顔モデルについて図４に示す。元

画像 Cは Helen dataset[4]の画像を用いた。 

 

  

 

 

 

 

この結果から元画像 Aと比較して元画像 Bでは

あまり精度に大きな違いはないが、元画像 C で

は大きく精度が落ちていることが分かる。 

5．まとめ 

訓練初期から学習モデルの精度が向上している

点と入力画像に画角や顔の向き、顔のサイズに

制約を加える事で顔モデルの精度が向上する点

から制約条件下で本手法を用いて近似した顔モ

デルを生成する事が出来る有用性を示せた。 

 今後の課題としてデータセットの条件を増やし

て学習モデルを作成する事で汎用性を上げるこ

とや、テクスチャのマッピング等を用いて視覚

的な近似を目指す取り組みが挙げられる。 
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 訓練データ テストデータ 

linear関数 0.1431 0.1677 

sigmoid関数 0.0830 0.1186 

 訓練データ テストデータ 

linear関数 0.1340 0.1589 

sigmoid関数 0.1305 0.1576 

 元画像 A 元画像 B 元画像 C 

内容 Morph3Dを用

いて生成 

実写：画角、顔

サイズに制約 

実写:撮影環境

を考慮しない 

誤差 71.9 94.2 169 

表 1.データセット Aの出力層の活性化関数別の学習精度 

 

表 2.データセット Bの出力層の活性化関数別の学習精度 

図２. sigmoid関数を用いた学習の精度推移 

表 3.  元画像別の生成顔モデルの誤差 

 

 

図 3.学習モデルから生成した顔モデル 

 

2(a). データセット A 2(b). データセット B 

3(a).元画像 A  3(b).元画像 B  3(c).元画像 C  


