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1 はじめに

顔は、その人の特徴、状態、感情など多くの情報を周囲

に伝える看板のようなものであり、それを美しく見せたい

というのは、人類に共通の望みであるといえる。そのため、

顔の美しさに関する研究は多く、Laurentiniと Bottinoは

181の文献を調査している [1]。本論文では、顔の美しさを

数値で表現した黄金比に着目する。ここで黄金比は、パル

テノン神殿の縦横比として知られる 1 : 1.618 · · · を意味す
るだけにとどまらず、顔が美しいと感じられるさまざまな

比率の総称として使われる。

ローリエプレス [2]では、顔の全体的なバランス、パーツ

の位置などに関する黄金比が紹介されている。また、Pallett

らは、顔のパーツの位置を変えた画像を被験者に評価して

もらい、白人女性の顔が魅力的に見える比率を見つけた [3]。

髪井と伊佐治は、平均顔 [4]を用いて“キレイ顔”の要因

を明らかにした [5]。そこでは、きれいな顔とそうでもない

顔のランキング情報から出現頻度の高い女性タレントの顔

を収集してそれぞれの平均顔を作成しているが、そうでも

ない顔は平均をとることによってややきれいになっている

ようにも見える。

顔の魅力を強調し、顔を美しくする最近の研究例とし

て、Leyvandらの SVR-based beautifier [6]や、Diamant

らの Beholder-GAN [7]などがある。これらは、AR face

database [8]や CelebA [9]などの顔画像データセットを用

いた半教師あり学習や深層学習によって良好な結果を得て

いる。

本論文では、顔画像を美しくすることを目的として、学

習データを用いる代わりに、上記のような顔の黄金比に基

づいて顔画像を局所的に伸縮する方法を提案する。顔画像

データベース JAFFE[10]の顔画像を用いた生成例を示す。

また、生成した顔画像のオンラインアプリによる評価とア

ンケート調査による主観評価の結果を示す。

2 比率に基づく顔画像の局所的伸縮

本節では、顔の黄金比に基づく顔画像の伸縮法として、

３種の黄金比に基づく方法を提案する。

2.1 顔全体のバランス

ローリエプレス [2]には、美人顔の条件として、顔全体

のバランスに関する次の３条件が紹介されている。

1. 「髪の生え際から眉頭の下」「眉頭の下から鼻の下」

「鼻の下からあご先」の比率が 1：1：1

2. 「顔の横幅」は「目の横幅」の 5倍

3. 「顔の横幅」と「顔の縦の長さ」は 1：1.46

このような条件を満たす顔画像を生成するために、まず、

元になる顔写真をユーザに提示する。ユーザはそれを見て、

条件１にある「髪の生え際」、「眉頭の下」、「鼻の下」、「あ

ご先」の位置を指定する。それらの縦軸の値をそれぞれ

y0, y1, y2, y3 (y0 < y1 < y2 < y3)とすると、顔の縦の長

さはh = y3−y0と表される。このhの値は変えないように、

y0（髪の生え際）と y3（あご先）は固定し、y1（眉頭の下）

と y2（鼻の下）を変えて、条件１を満たすようにする。そ

れぞれの変更後の座標値を y′0(= y0), y′1, y′2, y′3(= y3)と

すると、その間隔は∆h = y′i+1 − y′i =
h
3 (i = 0, 1, 2)で与

えられる。変更前後の座標値 y ∈ [yi, yi+1]と y′ ∈ [y′i, y
′
i+1]

を、線形な関係 y′−y′
i

y−yi
= ∆h

yi+1−yi
で対応付ける。

日本人女性 10人の喜怒哀楽の表情を記録した顔画像を

含むデータベース JAFFE (The Japanese Female Facial

Expression Database) [10]の１枚から条件１を満たす画像

を生成した例を図 1に示す。図の左上は元の画像にユーザ

図 1: 条件１を満たす顔画像の生成例

が指定した位置を赤線で示したものであり、右上は条件１

の比率に基づいて赤線の位置を変更した結果である。赤線



を取り除いた画像をそれぞれの下に示す。この例では、額

が広くなり、鼻の下からあご先までが短くなった。

条件２は、目の横幅が顔の横幅の 1/5であることを求め

るが、これだけでは目の位置は定まらない。そこで、ここ

では、Prokopakisらも紹介しているように [11]、顔の横幅

を５等分し、左から２番目と４番目の位置に目を配置する。

ユーザは、顔の左端、右目の目尻と目頭、左目の目頭と目

尻、顔の右端の位置を指定する。それらの横軸の値をそれ

ぞれ x0, x1, . . . , x5 (x0 < x1 < · · · < x5)とすると、顔

の横幅は w = x5 − x0 と表される。この w の値は変えな

いように、顔の両端の位置 x0と x5は固定し、その他を等

間隔に再配置した。その一例を図 2に示す。目の横幅に大

図 2: 条件２を満たす顔画像の生成例

きな変化はないが、両目の間隔が狭まった結果、鼻が小さ

く、あごが細くなった。

条件３の顔の縦横比を調整する際には、縦の長さを固定

し、顔の横幅を調整した。その一例を図 3に示す。顔の横

図 3: 条件３を満たす顔画像の生成例

幅が短くなり、ほっそりした顔立ちになった。

2.2 Pallettらの黄金比

Palletらは、白人女性の顔が魅力的に見える比率を求め、

図 4に示すように、額の髪の生え際からあご先までの長さ

と、両目を通る水平線から口までの長さ（黄色の両矢印）

の比を 1 : 0.36、顔の横幅と両目の間の距離（シアンの両

矢印）の比を 1 : 0.46とした [3]。

図 4: 長さを測る区間

横方向に、顔の左端、右目、左目、顔の右端の横座標

をそれぞれ x0, x1, x2, x3 とし、それらの変更後の座標

を x′
0(= x0), x′

1, x′
2, x′

3(= x3) とすると、(x′
3 − x′

0) :

(x′
2 − x′

1) = 1 : 0.46となるように x′
1, x′

2 を定めたい。そ

こで、x′
1 = x1 − l, x′

2 = x2 + r とおいて、l と r を求め

る。lが正のとき x1 は左に動き、r が正のとき x2 は右に

動く。移動後の比率が黄金比になるように、

x′
2 − x′

1

x′
3 − x′

0

=
(x2 + r)− (x1 − l)

x3 − x0
= 0.46 (1)

とする。しかし、これだけでは lと rを一意に定められな

いので、もうひとつの条件式として、変化量の比率と元の

間隔の比率を等しく置いた

l

r
=

x1 − x0

x3 − x2
(2)

を追加して解くと、

l =
0.46(x3 − x0)− (x2 − x1)

(x3 − x0)− (x2 − x1)
(x1 − x0) (3)

r =
0.46(x3 − x0)− (x2 − x1)

(x3 − x0)− (x2 − x1)
(x3 − x2) (4)

が得られる。

縦方向についても同様に、額の髪の生え際、目、口、あ

ご先の縦座標をそれぞれ y0, y1, y2, y3 とし、y0 と y3 は

固定し、y1と y2を y′1 = y1 − tと y′2 = y2 + bに変更する。

tが正のとき y1 は上に動き、bが正のとき y2 は下に動く。



t, bに関する連立方程式

(y2 + b)− (y1 − t)

y3 − y0
= 0.36 (5)

t

b
=

y1 − y0
y3 − y2

(6)

を解いて

t =
0.36(y3 − y0)− (y2 − y1)

(y3 − y0)− (y2 − y1)
(y1 − y0) (7)

b =
0.36(y3 − y0)− (y2 − y1)

(y3 − y0)− (y2 − y1)
(y3 − y2) (8)

を得る。

2.3 髪井・伊佐治の黄金比

髪井と伊佐治は、きれいな顔とそうでもない顔の差異を

顔の部位ごとに測定し、“キレイ顔”の要因を明らかにし

た [5]。それによると、目の幅（目頭から目尻まで）は顔の

横幅の 28％、目と目の距離（目頭間の距離）は顔の横幅

の 26％程度がよいとされる。これらより、目尻から顔の

端まで比率は (100%− 2× 28%− 26%)/2 = 9%と定まる。

これらの比率に基づく顔の生成例を図 5に示す。目が大き

図 5: 髪井・伊佐治の黄金比による生成例

くなり、それに伴って額やあごも横に広がった。

髪井・伊佐治による結果では、上記のように顔の横方向

の比率は定められるが、縦方向の比率を定めるには情報が

不足している。そこで、Laurentiniと Bottinoが紹介して

いる黄金比 [1]を併用して、縦方向の比率を定める。その

黄金比は、図 6に示すように、あご先と口の間の距離と口

と目の間の距離の比、及び、あご先と鼻下の間の距離と鼻

下と額上部の距離の比が共に 1 : 1.618というものである。

この 1.618という数値は黄金数と呼ばれる。以下では、こ

の黄金数を ϕで表す。図 6の赤い分割線の間の距離を上か

図 6: 顔の中の黄金比

ら A, B, C, Dとすると、これらの黄金比より、

(A+B) : (C +D) = ϕ : 1 (9)

(B + C) : D = ϕ : 1 (10)

が成り立つ。ここで ϕ = 1.618とおいた。また、顔の縦の

長さをH とし、それを一定に保つとすると、

A+B + C +D = H (11)

が得られる。さらに、髪井・伊佐治による結果の中に、鼻

の長さ B はどの顔でも H の 28％程度であることが示さ

れていることから、

B = 0.28H (12)

とすると、縦方向の比率が、

A =
ϕ

ϕ+ 1
H −B (13)

C =
A

ϕ+ 1
(14)

D =
B + C

ϕ
(15)

と定まる。この比率による生成例を図 7に示す。

3 生成例

本節では、上記３種の黄金比に基づく方法による顔画像

の生成例を示す。2.1節のローリエプレスの３条件を満た

す顔画像を図 8に示す。条件１の縦方向の変化は小さいが、

条件２の横方向には目と目の距離が狭くなり、“キレイ顔”

の要因 [5]が強調された。条件３の縦横比は元々満たされ

ており、大きな変化はもたらさなかった。

2.2節の Pallettらの黄金比による生成例を図 9に示す。

目と口の間の距離が狭まり、いわゆる子ども顔に近づいた。

2.3節の髪井・伊佐治の黄金比と ϕを含む比率を併用し

た例を図 10に示す。“キレイ顔”の要因 [5]の１つである



図 7: ϕを含む比率による生成例

図 8: ローリエプレスの３条件を満たす顔画像の生成例

図 9: Pallettらの黄金比による生成例

図 10: 髪井・伊佐治の黄金比と ϕを含む比率による生成例

目の幅が広くなり、目と目の距離が狭まった。また、縦方

向の変更も加わって、鼻やあごが細長くなった。

4 アプリによる評価

本節では、上で生成した顔画像を、２つのオンラインア

プリを用いて評価した結果を示す。

4.1 Deeplooks

１つ目は『Deeplooks』 [12]である。図 11に、そのホー

ム画面と画像の位置合わせの様子を示す。左のホーム画面

図 11: Deeplooksのホーム画面（左）と位置合わせ画面

で顔画像を１枚選択すると、右のように顔画像が表示され

る。両目が点線の楕円で示される位置に来るように位置と

サイズを調整する。

図 3の画像を評価した例を図 12に示す。このように、美

しさのスコアが星の数（最高値は星５つ）で表される。図

13 に各画像のスコアを示す。グラフの縦軸はスコアであ

り、横軸は図の番号である。青色の棒は元画像を表し、オ

レンジ色の棒は生成した画像を表す。８枚中６枚の画像で

スコアが向上し、平均スコアは 2.76から 2.91に増加した。



図 12: Deeplooksによる評価例

図 13: Deeplooksのスコアの比較

4.2 顔の採点テスト

２つ目のアプリは『顔の採点テスト』[13]である。こち

らは位置合わせ等の手続きは不要であり、顔画像を与える

だけでよい。

図 8の画像を評価した例を図 14に示す。顔の採点結果

図 14: 顔の採点テストによる評価例

が 100点満点で表示されるほか、年齢や表情なども推定さ

れる。図 15に各画像の点数を示す。８枚中５枚の画像で

点数が向上し、平均点は 45点から 49点に増加した。図 9

の画像では、点数が 50点から 49点に減少したが、年齢は

25歳から 24歳に若くなった。

図 15: 顔の採点テストの点数の比較

5 主観評価

最後に、主観評価の結果を示す。以下のようなアンケー

ト調査をインターネット上で実施した。

回答者は 45人であり、その内訳は男性 14人、女性 31

人であった。回答者の年齢層は 20～30代であった。処理

前後二つの画像を同時に提示し、回答者はその中で好みの

一つを選択する。

図 16にアンケート調査の結果を示す。グラフの縦軸は

図 16: 主観評価の結果

各画像を好む人数を示し、横軸は図の番号を示す。青の棒

は処理前の画像を示し、オレンジの棒は処理後の画像を示

す。8枚中 5枚の画像で評価は高くなり、特に図 1と図 3

の処理後画像を好む人は 75％以上であった。図 8の好み

は大体半分に分かれた。この調査結果により、主観的にも

評価が向上することが確認された。ただし、有意水準 5%

で有意な差は認められなかった。

最後に従来法との比較例を示す。図 17に Leyvandらの

SVR-based beautifier [6]による結果を示す。また、図 17(a)

の画像に、2.2節の Pallettらの黄金比による方法を適用し

た結果を図 18に示す。この例では、目と口の距離が狭ま

り、目と目の距離も狭まり、それに伴って口も小さくなっ

た結果、図 9と同様に子どもらしい顔にやや近づいたよう

な画像が得られた。



(a) 入力画像 (b) 出力画像

図 17: Leyvandらの結果 [6]

図 18: Pallettらの黄金比による生成例

6 おわりに

顔の美しさの指標とされる黄金比に基づいて顔画像を局

所的に伸縮する方法を提案し、顔画像データベース JAFFE

の画像を用いて黄金比をもつ顔画像の生成例を示した。本

論文では、３つの黄金比に基づく例を示したが、本方法は

他の黄金比に対しても適用可能である。したがって、信頼

性の高い黄金比をみつけることができれば、より美しい顔

への変形が可能になると考えられる。また、オンラインア

プリを用いて生成した顔画像の美しさを評価し、評価値が

平均的に向上することを確認した。さらに、アンケート調

査を実施し、主観的にも好ましい画像を生成できることを

確認した。

今後は、顔の左右対称性や個人の好みなどを取り入れた

美しい顔の生成法を検討したい。また、それぞれの顔に適

した黄金比を判定して最適な美形化を選択する方法や、矩

形の変形をメッシュ変形に変えて自由度を高める方法も考

えられる。機械学習に基づく高性能の方法との比較も今後

の課題である。
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