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肌の色素成分分離を用いた光源色推定 
Illuminant Color Estimation Based on Pigmentation Component Separation from Human Skin 
Color 

柿沼 明宏* 田中 伶実* 高橋 浩* 上条 直裕* 津村 徳道** 
Akihiro KAKINUMA Satomi TANAKA Hiroshi TAKAHASHI Naohiro KAMIJO Norimichi TSUMURA 

要  旨  _________________________________________________  

人間は，同じ物体であれば光源に依らず同じ色として知覚できる色恒常性をもつため，撮

影された画像の色が知覚色と異なると違和感を覚える．近年のデジタルカメラは，光源色を

推定して色補正を行うオートホワイトバランス機能を備える．肌の平均色と撮影された任意

の肌色との色差に基づいた光源色推定が提案されてきたが，個人の肌色の違いによって推定

誤差が生じやすい問題がある．本稿では，肌画像をメラニン成分とヘモグロビン成分に分離

する技術を用いた環境光源色の推定法について報告する．これは，同一光源下においては各

色素の最小成分は個人の肌色差に依存しないという特徴を活かし，それぞれの最小色素成分

の合成を光源色成分として取得する．様々な光源下で撮影された人物画像を用いた実験によ

り，従来手法よりも精度の高い光源色推定ができることを確認した． 

 

ABSTRACT  _________________________________________________  

Due to the color constancy of the human visual system, which retains the perceived color of an object 

under various light sources, the difference between the captured and perceived colors in a picture leads 

to an unnatural impression of the object color. An auto white balance (AWB) function for a digital 

camera has already been proposed that corrects image colors by estimating the illuminant color based 

on the difference between the averaged skin color and the skin color of an arbitrary subject. However, 

the method is prone to estimation error because of the large range of human skin colors. In this report, 

we propose a new illuminant color estimation method that assumes a composition of minimum 

components of melanin and hemoglobin as the illuminant color by utilizing the characteristic that the 

minimum components of each pigment do not depend on the individual skin color. Experiments with 

portrait pictures under different illuminant conditions show that the proposed method estimates 

illuminant color more precisely than conventional methods. 
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1. 背景と目的 

人間は，同じ物体であれば光源に依らずほぼ同じ

色として知覚できる色恒常性をもつ1)．デジタルカ

メラの撮影において同様の効果をもたらすためには，

撮影画像から光源の色を推定し，その情報を基に色

補正を行う必要がある．このような機能はホワイト

バランス（WB）補正と呼ばれ，自動的に光源色を

推定できるものはオートWB補正として，今では市

販される多くのカメラに搭載されている2-5)． 

オートWB補正の一般的な手法として，画像中の

高輝度領域の色情報を利用した光源色推定がある．

これは，高輝度領域のカラーシフトは光源色による

ものとの仮定に基づいた処理であるが，必ずしも高

輝度領域が光源の反射光に相当するとは限らない．

また，撮像素子のダイナミックレンジは実空間より

も狭いために，高輝度領域の画素値が飽和してしま

う問題も生じやすく，適正に色補正されないことも

ある． 

そこで，安定的に検出できる対象として人の顔を

利用する手法が提案されており，代表的な手法とし

て，肌の平均色と撮影された任意の人肌との差に基

づいた光源色推定がある6,7)．しかし，肌の色には

日焼けや血行の程度による違いがあるため，この手

法は，個人差や体調に依存して光源色推定の誤差が

生じやすい． 

近年の顔認識技術の向上を受け，光源色推定に肌

色を利用した着想は良いが，先述した従来技術では，

同一の光源下においても個人の肌色の違いに依存し

て光源色推定結果が異なってしまう問題がある．し

たがって，撮影対象となる個人によって補正結果が

ばらつく，肌色の異なる複数の人物を同時に補正で

きないといった問題が生じる． 

以上の背景のもと，本研究では同一の光源下の撮

影であれば，肌色の違いに依存しない光源色推定を

実現することを目的とする． 

 

2. 肌の色素成分分離 

本章では，肌のRGB画像から，肌色の主要構成

色素であるメラニンとヘモグロビンの色素成分を分

離する方法8)を示す． 

2-1 肌色モデル 

人間の肌色モデル9)について説明する．Fig. 1は，

人間の皮膚の表面近傍における断面図である．人間

の皮膚は表面から表皮層，真皮層，皮下組織と層状

に分けられ，表皮層にはメラニン色素が，真皮層に

は血中のヘモグロビン色素が多く存在している． 

 

 
Fig. 1 The surface of human skin. 

Fig. 2は，肌に侵入した光の経路を示した図であ

る．半透明物質である肌に侵入した入射光は，表皮

層内のメラニン色素，真皮層内のヘモグロビン色素

による光散乱を経て，内部反射光として肌外に出射

される．内部反射光は，一般に肌色として認識され

る． 

 

Fig. 2 The reflected light from human skin. 
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肌色の空間的変化はメラニンとヘモグロビンの分

布に依存し，肌内部を通過した反射光はLambert-

Beerの法則10)に従うとする．ここで，メラニン色素

とヘモグロビン色素は空間的に独立に分布している

と仮定すると，肌の内部反射光 は次式で算出さ

れる． 
 

(1)

ここで，肌への入射光を ，メラニン色素層

の吸収係数を ，メラニン色素濃度を ，ヘモ

グロビン色素層の吸収係数を ，ヘモグロビン

色素濃度を とする． 

分光感度が 	 , , の撮像系で肌を撮影

すると観測信号 	 , , は次式で算出される． 
 

(2)

2-2 肌の色素成分分離 

RGB画像空間から濃度空間 log , log ,

log へ変換すると，肌色の観測信号 は，濃度

空間上の肌色ベクトル として次式で表される． 
 

(3)

ここで， ， はそれぞれメラニン色素とヘモ

グロビン色素の色ベクトルである．入射光 は

濃度空間においては，光強度を表すベクトル

1,1,1 （ は陰影濃度）と光源の分光分布によるバ

イアスベクトル に分離できる． 

したがって，Fig. 3に示すように，肌色ベクトル

はメラニン成分 ，ヘモグロビン成分 ，陰

影成分 とバイアス の線形和から成る． 

 
Fig. 3 Skin color model in the optical density domain. 

Fig. 3で示した肌色モデルを用いれば，肌のRGB

画像からメラニン，ヘモグロビン，陰影の成分に分

離することができる8)．メラニンとヘモグロビンは

空間的に独立であるため，独立成分分析によりそれ

ぞれの色ベクトル ， は求められ，肌色ベクト

ル を3つのベクトル , , へ射影することで，

各成分濃度を得ることができる． 

Fig. 4は，(a) RGB肌画像を (b)メラニン成分，(c)

ヘモグロビン成分，(d)陰影成分へ分離した例を示

す図である．ホクロがメラニン画像，吹き出物がヘ

モグロビン画像に分離されているのが確認でき，本

肌色分析手法の正当性が示されていることが分か

る． 

 
Fig. 4 Pigmentation separation images by skin color 

analysis method. 

3. 光源色推定 

3-1 バイアスの抽出 

今回提案する光源色推定では，光源色成分として

バイアスを使用する．バイアスは，撮影光源や撮像

センサーの分光特性などによって決まり，撮影環境

が同じであれば等しくなる． 

Fig. 5は，3名の日本人の肌画像から求めたメラニ

ンとヘモグロビンの色素濃度分布をそれぞれ図示し

たものである．3名は性別や肌の色味が異なるもの

の，メラニン成分，ヘモグロビン成分の最小値がほ

ぼ一致していることが確認された（最小メラニン成

1

⋅ ⋅  

 

log  
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分＝0.67±0.02，最小ヘモグロビン成分＝0.40±

0.02）． 

 
Fig. 5 Minimum components of melanin and 

hemoglobin among various Japanese people. 

以上により本研究では，色素成分分離により得ら

れる各色素成分の最小値に個人差はないと仮定し，

それらの合成和としてバイアスを求める．つまり，

対象肌における各色素の吸収が最も少ない最小色素

成分の合成ベクトルを，環境光源の色成分として算

出する． 
 

(4)

陰影成分 はRGB画像空間では無彩色となるた

め，バイアス計算には含めない． 

Fig. 6は，式(4)で示したバイアス算出を図示した

ものである．撮影された人物画像から肌領域を抽出

し，前述した色素成分分離によりメラニンとヘモグ

ロビンの濃度分布を得る．メラニンとヘモグロビン

のそれぞれにおいて最小濃度点を抽出し，最小色素

成分とする．メラニンとヘモグロビンの最小色素成

分の合成ベクトルがバイアス として求められる． 

 

Fig. 6 Bias vector in density domain. 

3-2 バイアスを用いたWB補正 

バイアス を用いたWB補正を以下に説明する． 

WB補正には補正目標となる基準バイアス が必

要となる．基準バイアス とは，D65のような標準

光源下で撮影された基準顔画像から得られたバイア

スであり，予め求めておく． 

Fig. 7は，同じ人物を標準光源下で撮影した場合

と，標準光源以外の未知の光源下で撮影した場合の

バイアス変化を示す模式図である．光源の変更によ

り，色素成分の分布は変わらずに，バイアスのみが

変化する． 

 

Fig. 7 Exchanging the light sources in the density 
domain. 

Distribution of pigment density
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したがって，濃度空間において異なる光源間のバ

イアスを置換（オフセット）することで，画像空間

上では光源を変えて撮影したのと同等の画像変換が

行われる．任意の光源下で撮影された人物画像でも，

その任意光源のバイアス を基準バイアス と置き

換えることで，あたかも標準光源下で撮影されたよ

うな色補正を実現する． 

観測信号 	 , , に対する色補正は，補正

後の信号を とすると次式で表される． 
 

(5)

 

4. 検証 

本章では，肌の色素成分分離を用いた提案手法と，

肌平均色を用いた従来手法との性能比較を行う． 

4-1 実験方法 

本実験では，市販のデジタルカメラと色味の異な

る5つの光源（キセノン光源（約6,000K），ハロゲ

ン光源（約3,100K），LED（約5,600K）にWhite，

Orange，Greenのフィルターをそれぞれ装着した光

源）を使用し，3名の日本人（Table 1参照）を撮影

する．暗室内の各単光源下で1人ずつ顔画像を撮影

し，カメラと被写体との距離は90 cmとする．その

他の撮影条件（ISO感度，シャッター速度，レンズ

絞り値）も被写体に依らず，同光源下では同じ設定

とする．光源色推定による色補正精度を定量的に評

価するため，顔の横にカラーチャートを入れて撮影

する． 

Table 1 Three Japanese subjects. 

sex female male male 

Skin 
chromaticity 

a* 10.8 11.7 12.5 

b* 15.6 16.6 19.0 

 

提案手法では，それぞれの撮影画像から肌領域を

抽出し，肌色画像から色素成分分離を用いてバイア

スを算出する．Fig. 8 (a)は，キセノン光源下で撮影

された顔画像の一例を示す．画像中の赤枠は肌抽出

領域を示しており，頬，額，顎等から6箇所の領域

を切り出している． 

Fig. 8 (b)は，抽出された肌領域をまとめた肌色画

像であり，肌以外の領域は黒ベタでマスクされてい

る．他の撮影画像も同様に肌色画像を生成する． 

 

 
Fig. 8 Analyzed color images taken under xenon light 

source. 

2章で説明した肌の色素成分分離は，Fig. 8 (b)で

示した肌色画像を使う．分離されたメラニンとヘモ

グロビンの色素濃度分布から最小色素成分を求め，

それらの合成をバイアスとして取得する．同様にし

て，全ての撮影画像（3被写体ｘ6光源＝18画像）に

対してバイアスが求められる． 

本実験ではキセノン光源を標準光源とし，基準バ

イアス は，キセノン光源下で撮影した3人の肌色

画像から得られたバイアスの平均とする． 

Fig. 9は，Fig. 8と同被写体のキセノン光源以外に

おける撮影画像を示す．光源色の影響で肌色が著し

く変動している画像も見られ，このままでは適正な

人物画像とは言い難い． 

＝
exp
exp

 



 

Ricoh Technical Report No.41 16 FEBRUARY, 2016 

 

Fig. 9 The facial images taken under 4 light sources, 
halogen, LED with white, orange and green filter. 

4-2 提案手法による色補正結果 

Fig. 10は，Fig. 9で示した画像から，Fig. 8 (b)と同

様に肌領域を抽出した画像を示す．各光源のバイア

ス はこれらの肌画像を用いて算出される． 

 

 
Fig. 10 The skin color images extracted from Figure 9. 

Fig. 11は，各光源のバイアス を基準バイアス

と置き換える処理により補正された画像を示す．画

像空間で逆変換された結果，全顔画像はあたかも標

準光源（キセノン光源）下で撮影されたように色補

正される． 

 

Fig. 11 The corrected facial image from Figure 9 by 
proposed method. 

4-3 従来手法との性能比較 

従来手法7)では，キセノン光源下で撮影した3人

の肌抽出領域の肌色度の平均を，肌平均色度として

計算する．そして，キセノン光源以外の撮影画像で

は，顔画像から抽出された肌領域の平均色度が先に

求めた肌平均色度と一致するような色変換を，それ

ぞれの画像に対して行う． 

提案手法と従来手法の性能比較を定量的に行うた

め，補正前後におけるカラーチャートの色差を求め

る． 

Fig. 12は，提案手法による補正前後の肌色

（Light-skin）パッチ画像を示す．Fig. 12 (a)は，5つ

の光源下で撮影された補正前のLight-skinパッチ画

像であり，Fig. 12 (b)は，キセノン光源以外での撮

影画像を，キセノンを標準光源として提案手法によ

り補正した後のLight-skinパッチ画像である． 

補正後の全ての肌色が，目標となるキセノン光源

下で撮影された肌色に近付いているのが分かる． 
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Fig. 12 Light-skin extracted from the original and the 

corrected images taken under five light sources; 
from the left, xenon, halogen and LED with white, 
orange and green filter. 

Table 2は，提案手法と従来手法の色補正精度を示

した表である．標準光源としたキセノン光源下での

撮影画像のカラーパッチと，それ以外の光源下での

撮影画像の色補正後のカラーパッチとの色差

（√Δ ∗ Δ ∗ ）を，肌と肌以外に分けて撮影光

源ごとに示す．（ここで肌はLight-skinとDark-skin

の平均，肌以外はそれ以外の全22色の平均とする．） 

表から，提案手法の方が肌と肌以外ともに色差が

小さく，どの撮影光源においても補正目標であるキ

セノン光源下での撮影画像の色度に近付いているこ

とが分かる．これは提案手法の方が肌色に依存せず

に精度良く光源色の推定ができていることを示し，

従来手法よりも優位な結果となったことが言える． 

Table 2 Color differences of skin and other colors 
between the original images taken under xenon 
and the corrected images taken under four light 
sources. 

Light source 

Conventional 
method 

Proposed 
method 

skin other 
colors skin other 

colors

Halogen 6.6 8.0 2.2 3.9 

LED with 
white filter 5.9 8.9 3.0 6.1 

LED with 
orange filter 6.3 11.5 2.1 6.9 

LED with 
green filter 5.5 7.6 3.9 5.8 

Average of 
4 light sources 6.1 9.0 2.8 5.7 

5. 結論と今後の展望 

本稿では，肌画像から色素成分を分離する技術を

用いた環境光源色の推定法を提案した．従来技術で

は，肌の平均色と撮影された任意の肌色との色差に

基づいた光源色推定が提案されてきたが，個人の肌

色の違いによって推定誤差が生じやすい問題があっ

た．提案手法は，同光源下においてはメラニンとヘ

モグロビンの各色素の最小成分は個人の肌色に依存

しないという特徴を活かすことで，従来手法で抱え

る問題を解消できることを提案し，実験により光源

推定精度の優位性を確認した． 

我々は，黒人を被写体とした実験においても，同

様に提案手法の優位性を確認した．従来手法では人

種ごとに肌平均色を準備する必要があるが，提案手

法では人種に依存しない基準バイアスが存在さえす

ればWB補正が可能となる点もメリットである． 

提案技術は，デジタルカメラのWB補正機能への

適用をはじめ，人物画像から環境光源の影響による

色被りを除去したいシステムやサービスへの展開が

期待される． 
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