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顔の好みの分析に基づく個々のユーザが好む顔の作成方法

中山 功一��，乗冨 喜子�	，大島 千佳��　
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�� はじめに

人を楽しませるためのインタフェースでは，“人間の

顔の画像”が利用されることがある．例えば，近年の携

帯端末やコンピュータでは，そのユーザにサービスす

る擬人化されたエージェントが登場する．また，一部

のソーシャル・コミュニケーション・システム ��� ���で

は，デフォルメされた顔をもつエージェントの利用が

コミュニケーションの前提となっている．このような

エージェントの利用者（以下，ユーザ）は，コンピュー

タの画面に表示されるエージェントの外見の違いによ

り，情報解釈に影響を受けることが示されている ���．

すなわち，エンタテインメントのためのインタフェー

スで顔画像を用いる場合には，その顔画像を見るユー

ザに好ましい印象を与える顔をもつエージェントの

利用が望ましい．しかし，好ましい印象を与える顔は

ユーザごとに異なる可能性があり，他のユーザにとっ

て好ましい顔が，自分にとって好ましいとは限らない．

そこで本研究では，全てのユーザに好ましい印象を与

える顔を目指すのではなく，個々のユーザがそれぞれ

好ましいと感じる固有の顔をユーザごとに推定し，推
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定した顔画像を作成することを目的とする．これによ

り，ユーザ一人ひとりが好ましいと感じられる自分だ

けのエージェントの実現を目指す．

近年の情報処理技術の進歩により，実際の人間の顔

写真のような写実的な顔を持ち，ユーザと対話する

エージェントが登場しつつある．例えば，携帯電話ア

プリの一つである���������� ���では，任意の顔画像

データに好きな言葉をしゃべらせることができる．ま

た，任意の顔画像を太らせたり ���，他の画像とモー

フィングしたり ���，多数の顔画像の好きなパーツを集

めてモンタージュ写真を作ったり �	� といったアプリも

広がっている．さらに，向田らが提案した顔写真の合

成システム �
� は製品化されている ���．すなわち，実

際の人間の顔写真のような写実的エージェントがイン

タフェースとして普及しつつある．しかし，これらの

研究においても，実際の人間の顔の好みについて分析

し，個々のユーザが好むオリジナルな顔の作成を目指

したものは少ない．

これまで，デフォルメされたエージェントについて

は，そのエージェントを見るユーザに与える好感度や

印象について数多く研究されてきた．例えば，平家

らは，マンガ風にデフォルメされた顔を持つエージェ

ントを用いて，類似度と好感度を両立させたエージェ

ント（個人化アバター）の作成法について議論してい

る ����．また，伊藤らは，多様な表情を持つエージェン

トを用いることで，ユーザに特定の主観情報を伝えら

れることを示した ����．さらに米澤らは，ぬいぐるみ
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エージェントを用いた実験から，複数のモダリティの

表情強度のバランスをとることで，違和感を感じない

自然な表現になりうることを示した ����．このように，

デフォルメされたエージェントについては，ユーザに

とって好ましい印象を与える顔が研究されている．た

だしこれらの研究では，エージェントが多数のユーザ

に対して，共通する特定の意図や感情を伝えることを

目的とするものが多く，そのエージェントを利用する

個々人の好みを反映させるものではない．

伊師は，表情がポジティブ（幸福表情顔），ネガティ

ブ（悲しみ表情顔），ニュートラル（真顔）と異なる

顔画像を提示する実験から，ポジティブな表情の魅力

度が高いことを明らかにしている ����．しかし，この

研究では，同一人物の異なる表情を複数人に提示した

場合に関して議論しており，個々のユーザに好ましい

印象を与える顔についての研究ではない．また， ��!

"���らは，平均的な顔を美しいと感じる ���� ことを，

#������らは，左右対称な顔が美しいと感じる ����こ

とを，それぞれ明らかにしているが，これらは一般的

に美しいと感じる顔に関する議論であり，個々のユー

ザがそれぞれもつ顔の好みについて議論されたもので

はない．このように，一般に魅力的だとされる顔につ

いての議論は多い ���� ��	� ��
� ����が，個々のユーザに好

ましい印象を与える顔をもつエージェントの分析や，

その作成方法について議論した研究は少ない．個々の

ユーザが楽しめるエンタテインメントのためのインタ

フェースを提供するには，一般的に好まれる顔のみな

らず，そのユーザが好ましいと感じる顔（以下，好み

の顔と記す）を把握し，作成する手法と，作成した好

みの顔の利活用に向けた研究が望まれる

本研究では，まず，個々のユーザが，自分の好みの

顔をどのように判断しているかを，被験者実験により

分析し，そのユーザの好みの顔を決める要因を明らか

にする．また，個々のユーザ間で好みの顔がどのよう

に異なるかを分析する．最後に，それらの結果に基づ

き個々のユーザの好みを推定し，実際に個々のユーザ

の好みの顔を作成するとともに，それぞれのユーザが

作成された顔を好ましいと感じることを示す．本章の

構成は以下のとおりである．	章では，実験に用いる

顔画像を作成するシステムと，その予備実験について

述べる．�章では，ユーザの好みが，顔のパーツからど

の程度説明できるかを明らかにする．�章では，ユー

ザが好むと推定される顔を作成し，推定が正しいこと

を示す．$章でまとめる．

�� 実験で提示する顔画像

�� � 作成条件の検討

従来研究の多く ���� ���� ���� ��	� ��
�は，万人が共通し

て好む顔の特徴が何かを議論しているため，被験者に

提示する画像として，多数の被験者が好む顔と，多数

の被験者が好まない顔の両方を混在させて被験者に提

示している．本論文では，そのように被験者全員に共

通する好みではなく，被験者間で異なる好みを明らか

にすることを目指している．そのため，被験者全員の

判断が共通してしまう顔画像，すなわち，全員が好む

顔と全員が好まない顔に分かれてしまう顔画像の提示

は望ましくない．そこで本研究では，エンタテインメ

ントのためのインタフェースの利用頻度が高いと想定

する現代日本人の若年層が，比較的共通して好ましい

と判断するであろう顔のみを提示し，その顔画像の中

での被験者間の好みの違いを議論する．

加藤らは，提示する顔画像として，顔のパーツの一

部を別の顔のパーツと交換した顔画像を用いて，顔の

魅力を決定するパーツの有無について議論し，鼻や口

に比べて，目や眉の方が顔全体の魅力度に影響を与え

る事を明らかにした ����．また，平山らは，顔表情を

分析するために，パーツ間の動きのタイミングの違い

（タイミング構造）に注目して分析し，表情を分類で

きることを示した ����．このように顔の魅力を決定す

る要素として個々のパーツを議論することで，好みの

分析が容易になると予想される．

その一方で，パーツの自然な再配置や複数のパーツ

の接続部分の補正などに技術が必要である．また，再

配置や補正の際には，実験者の恣意的な意図が含まれ

ないように，第三者による顔画像の加工が望ましい．

そこで本研究では，これらの条件を満たす顔画像の

作成方法として，次節で述べる「%�&�'推し面メー

カー ����（以下，推し面メーカー）」を用いる．

�� � 推し面メーカー

推し面メーカーとは，「目」，「鼻」，「口」，「輪郭・

髪型」という �つのパーツのそれぞれについて �'人

の女性から任意に選択することで，選ばれた � つの

パーツからなる自然な顔画像を作成する (�)サイト

上のシステムである（図 �）．パーツを構成する �'人

は，「%�&�'」という女性アイドルグループのメンバー

（	
��年 $月 �$日現在）である．本研究では，現代

日本人の若年層が比較的共通して好ましいと判断する

可能性の高い実在の人物の顔写真を，第三者がパーツ

ごとに自然に再配置および補正をする方法として，こ

の「推し面メーカー」を用いる．

「推し面メーカー」では，パーツの元となった%�&

メンバーが有名人である．被験者が，そのメンバー個
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図 � 推し面メーカーによる顔画像の作成画面

人についての先入観を持っている場合や，既に好意を

持っているメンバーがいる場合は，顔画像の評価に影

響を与える可能性がある．そこで，実験前に，全ての

被験者が，%�&�'およびその特定のメンバーのファ

ンではないことを確認した．

%�&�'というアイドルグループの人気の要因が，必

ずしも“好ましい顔をもつ”からとは限らない．しか

し，少なくとも多数の人に“ 好ましくない顔をもつ”

と判断されるメンバーが高い人気を得るとは考えにく

い．したがって，ファンによる人気投票で上位のメン

バーは，その顔も含めて好ましいと判断する人数が，

他のメンバーより多かったと考えられる．そこで，本

論文の本実験（�章，�章）では，人気投票で上位 �*

名の %�&メンバーの顔を，若年層にとって比較的共

通して好ましい顔であるものとして実験に用いる．

本論文では，作成する顔画像が女性に限定されると

いう推し面メーカーの制約から，予備実験を除き，被

験者は男女同数とし，実験結果を男女別に分析する．

なお，作成した顔画像やその枚数，被験者の人数や試

行回数などは，実験ごとに異なるので，各章において

述べる．

��  判別可能性を確認するための予備実験

加藤らの研究 ����では，特定の表情を持たない 	
代

女性 �$名の正面の顔画像のパーツを入れ替える実験

から，顔の魅力度の判定には，鼻はあまり影響を与え

ていないことを示している．だたし，被験者が鼻とい

うパーツの形状の個人差を判別できていないのか，形

状の個人差を判別した上で魅力度に影響を与えていな

いのかは確認されていない．すなわち，被験者が形状

の個人差を判別できないパーツがあれば，そのパーツ

が顔全体の魅力度には影響を与えないと考えられ，実

験対象として検討する必要はなくなる．本研究で用い

る顔画像も，特定の表情を持たない 	
歳前後の女性

の正面顔という点では加藤らの研究と類似している．

一方，写真撮影用の照明を受け，化粧をしているアイ

ドルグループのメンバーという点では偏った特徴をも

図 � 予備実験で提示する画像の例：口が違う場合

つ顔画像である．この偏りのため，被験者が形状の個

人差を判別できないパーツがある可能性がある．

そこで予備実験として，推し面メーカーで作成した

顔画像を用いて，被験者がパーツの形状の違いを判別

可能であるのかを確認する．

�� ! 予備実験の方法

推し面メーカーには，全てのパーツを �'人からそ

れぞれ無作為に選択するシャッフル機能がある．この

機能を用いて顔画像を作成する．その顔画像のうち，

一つのパーツだけを，さらに �'人から無作為に選ば

れた別人のパーツと入れ替えた画像を作成する．元の

画像と一つのパーツを入れ替えた画像の 	枚を �組と

して，	�インチモニタの正面に着席した被験者に提示

する．机や椅子は，被験者が普段使っている物と同じ

サイズであり，モニタの高さやモニタまでの距離は，

被験者自身で見やすいように調整できるものとする．

提示する画像の例を図 	に示す．

被験者は 	
代前半の男性 *名であり，いずれの被

験者も%�&�'およびそのメンバーのファンではない．

被験者には，	枚の画像のうちパーツの一部が異なる

ことを予め伝えておく．

目を入れ替えた画像を $枚，口を入れ替えた画像を

$枚，鼻を入れ替えた画像を �枚用意する �．被験者

は，��組の 	枚の画像を見比べて，違うパーツが分

かったらそのパーツ名（目／鼻／口）を，違いが分か

らなかったら分からないと回答してもらう．画像の観

察時間は �秒／ �秒／ �
秒の �種類とし，提示する

画像の番号等は被験者ごとに入れ替え，カウンターバ

ランスを取る．ただし，観察時間が �
秒の場合は，被

験者全体の正解率が +,�*- .�名が目を入れ替えた �

問のみ不正解/となり，パーツ間に有意差が出なかっ

たため，以下の考察は割愛する．

�：推し面メーカーでは，髪形を固定し輪郭のみを変更するこ
とができない．そのため，髪形・輪郭の違いの判別は容易で
あり，本実験には加えていない
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表 � 異なるパーツごとの正解率

観察時間 目 鼻 口

�秒間 ,�- ��- ,�-

�秒間 $�- ��- �*-

平均 *�- ��- *
-

�� " 予備実験の結果と考察

変更したパーツおよび観察時間ごとの被験者の正

解率を表 � に示す．なお，被験者ごとの正解率は，

�	�+-～*���-と，大きな差はなかった．

表 �のパーツごとの平均正解率から，鼻の正解率は，

目と口に比べて明らかに低かった．これらの結果から，

鼻の形状の個人差の判別は，目や口に比べて難しいこ

とが分かる．ただし，観察時間が �秒の場合でも，鼻

の形状の個人差を ��-の割合で判別できていること

から，短い観察時間であっても鼻が顔の好みに影響を

与えている可能性がある．そこで，本研究では，鼻も

考慮した実験を行うものとする．また，特にじっくり

見るといった教示をせず，観察時間は被験者の任意と

する．

 � 好みの顔の分析

本章では，顔のパーツを説明変数，そのパーツから

構成される顔の好みを目的変数としたときに，その被

験者の顔の好みをパーツからどの程度推定できるかを

明らかにする．

本研究では，被験者の好みの顔を主観評価で判断す

る．このとき，例えば $段階評価などの数値で特定の

顔画像の“好ましさ”を回答してもらうと，被験者ご

とに評価基準が異なる可能性や，実験遂行中に評価基

準が徐々に変化する可能性があり，不適切である．ま

た，本研究のように，一般的には好ましいと予想され

る顔画像のパーツを組み合わせた顔画像のみを提示す

る場合，全ての画像に対する判定が好ましい方に偏っ

てしまい，有意なデータが得られない恐れがある．こ

れらの理由から，被験者には，	枚の顔画像を同時に

提示して比較してもらい，自分にとってより好ましい

と感じる顔を $段階で比較してもらう一対比較法 ����

を用いる．

判定の際，どのパーツの影響により好ましいと感じ

たかを被験者自身に主観評価で判断させることは困難

である．また，顔の特定のパーツだけを見て，顔全体

の好みを判断する状況は，被験者にとって不自然であ

る．そこで，被験者にはパーツを気にせず，顔全体の

好みについてのみ回答してもらう．

顔全体の好みについて判断する場合に，顔のパーツ

の位置も影響を与える可能性がある．しかし，連続値

であるパーツの位置を好みの評価に用いるためには，

「好ましい位置であるか」とは別に「人間の顔として

自然な位置であるか」を事前に明らかにする必要があ

る．本論文では，パーツの種類と位置を同時に分析す

ると複雑になりすぎると考え，各パーツの位置につい

ては考慮せず，今後の課題とする．

この方法により，回答データから統計的にパーツの

影響を推定する．具体的には，まず，個々のユーザの

好みの個人差を相関分析から明らかにする．次に，顔

を構成する �つのパーツ番号（目／鼻／口／髪形・輪

郭）を名義尺度の説明変数として，そのユーザの顔の

好みを順序尺度の目的変数としてとらえる重回帰分

析から，そのユーザの好みの顔を推定できるかを確認

する．

以下，���節では実験で提示する画像について，��	

節では実験手順について述べる．���節では，分析の

前提条件として，被験者の回答の偏りについて確認す

る．���節では，相関分析により被験者間での好みの

相関を確認する．��$節では，重回帰分析により個々

の被験者の顔の好みが推定できるかを確認する．

 � � 提示画像

本研究のように，個々の被験者の好みを調査するた

めには，画像の選択肢の中に，その被験者の好みの顔

画像と，好みではない顔画像が両方含まれていること

が望ましい．シェッフェの一対比較法 ���� では，作成

した �枚の画像の全ての組み合わせである ��� 回の

一対比較を必要とする．しかし，この方法では実験作

業時間の制約から，比較できる画像数 �が限られる．

様々な変法も提案されている ����が，画像数 �が �



を超えるような場合にはそのままでは適用が難しい．

そこで本研究では，より多くの種類の顔画像を用いる

ことができるように，顔画像の全ての組み合わせを一

対比較する方法ではなく，無作為に選ばれた一部の組

み合わせを比較してもらう．

顔画像として，アイドルグループである %�&�'の

顔画像のパーツを組み合わせる推し面メーカーを用

いる．本章では，この中でも現代日本人の若年層から

特に好ましいと判断されていると予想される顔画像の

パーツを選ぶために，実験開始時点で直近のファンに

よる人気投票である「%�&�' 		��シングル選抜総選

挙（	
��年 *月 +日）」の結果から，%�&�'メンバー

に含まれる上位 �*人（平均年齢 	
歳：�,歳～	$歳）

の顔画像のパーツを用いた �．

なお，加藤らの研究 ����では，顔のみに着目して研

究しており，髪形には言及していない．しかし，エンタ

�：上記ファン投票の �&位と �'位は ���'(という別グルー
プ所属であり，)�*'(および推し面メーカーのメンバーに
入っていない．このため，その �人を除いた �(位までの �+
人を用いている．
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図 � 比較する画像の組の例

テインメントのためのインタフェースとしては，エー

ジェントの髪形も重要となってくると予想される．本

章では，前章の予備実験の結果も踏まえ，目／鼻／口

／髪形・輪郭の �つのパーツ全てを含めた実験を行う．

 � � 実験手順

本章の実験では，�つのパーツのそれぞれについて，

�*人分の画像を �*回ずつ，無作為な順番で用いた 	$*

枚（�	'組）の顔画像を作成する．本章で提示する画

像の組の例を，図 �に示す．

前章の予備実験と同様に，画像の組を 	�インチモ

ニタの正面に着席した被験者に提示する．被験者は，

	枚の画像を見比べ，どちらがより自分の好みの顔に

近いかの評価を口頭で答える．評価方法は以下の $段

階とする．

� 右の顔が好みである（右：0	点，左：!	点）

� どちらかといえば右の顔が好みである（右：0�

点，左：!�点）

� どちらでもない（右：
点，左：
点）

� どちらかといえば左の顔が好みである（右：!�点，

左：0�点）

� 左の顔が好みである（右：!	点，左：0	点）

被験者の回答を確認後，実験者が次の顔画像を被験

者に提示する．これを �	'組（	$*枚）の画像に対し

て行う．

被験者は，	
代前半の学生男女各 *名ずつ，計 �	

名とする．いずれの被験者も %�&�'およびそのメン

バーのファンではない．被験者には，推し面メーカー

の仕組みや実験の意図は説明していない．	枚の画像

から好みの画像を前述の評価基準で選んでもらうこと

を伝えておく．観察時間には制限を設けない．実験時

間は，実験の説明と �	'組の回答を合わせて �名あた

り �
～�
分程度であった．

 �  左右の提示位置による偏りと被験者間の好み

の偏りの確認

本節では，左側に提示する顔画像と右側に提示する

顔画像とで，被験者の評価に偏りが発生していないか

を確認する．$段階の評価について，被験者 �	名の

平均回答比率は，以下の通りであった．被験者の回答

に左右の偏りは見られなかったことから，提示する位

置による偏りは実験に影響を与えていないといえる．

� 	*�*-：右の顔が好み

� �$�'-：どちらかといえば右の顔が好み

� �$��-：どちらでもない

� �$�,-：どちらかといえば左の顔が好み

� 	*�*-：左の顔が好み

次に，作成した顔画像が，全ての被験者に共通して

好ましいと判断される顔と，共通して好ましくないと

判断される顔に分かれていないかを以下のように確認

する．

被験者番号を �.�～�	/，顔画像番号を �（�～	$*）

とし，顔画像 � の被験者 � の評価値を �� .�� �/ �

��	���� 
� �� 	�とする．全ての被験者の好みが完全

に一致する場合，顔画像ごとの回答は被験者間で同一

となるため，�� .�� �/の �に対する分散および標準偏

差は 
に近づく．一方，回答の $つの選択肢の回答比

率が前述の場合で，被験者の好み（回答）が完全に独

立である場合の�� .�� �/の �に対する標準偏差の期待

値 ���� は，式 �で計算されるように �	�+である．

���� 1 �	� � 
		**0 �� � 
	�$' 0 
� � 
	�$�

0.��/� � 
	�$,0 .�	/� � 
		**�
�

�

1 �	�+ .�/

本実験において，�� .�� �/の �に対する標準偏差の

平均は �	��であった．この値は，個々の被験者の回答

が完全に独立である場合の値に近く，被験者の互いの

評価指標の独立性が強いことを示している．

すなわち，本章の実験において，被験者は，全ての

被験者に共通した好ましさではなく，個々の被験者に

固有の好ましさによって判断し，回答しているといえ

る．これは，全てのユーザが好ましいと感じる顔では

なく，個々のユーザの好みの顔の作成を目指している

本研究の目的を満たすものである．

このように被験者間で評価の独立性は強かったが，

�	'組の画像対の中で最も被験者間で評価の独立性が

低かったもの，すなわち被験者 �	名の評価が最も偏っ

た組（左右の画像の評価値の平均点の差が最も大き

かった組）の顔画像を図 �に示す．�	名の評価値の平

均は，左の画像が �	,$（右の画像が��	,$）と，今回

の被験者 �	名の評価では比較的共通して左の顔が好

ましいという結果になった．筆者らの主観的な判断で

は，図 �右の顔が好みであるユーザがいてもおかしく

はないと考える．実際に �	名中 �名は，この組を 


点（どちらでもない）と評価している．すなわち，図

�右の顔も本実験の被験者以外を含む全てのユーザが
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図 ' ��( 組の中で評価が最も分かれた組

共通して好まない顔というわけではなく，本実験の被

験者 �	名の好みではない顔と考えられる．

 � ! 被験者間の好みの相関に関する結果と考察

本節では，被験者 �	名中 	名を選ぶ全ての組み合

わせである **組（����）について，顔の好みにどの

程度の相関があるのかを確認する．	$* 枚の顔画像

.� � ��� 	� 	 	 	 � 	$*�/について，	名の被験者 
と �の

評価値である �� .
� �/と �� .�� �/の値の相関係数が

大きい場合は，その 	名の好みが近い可能性がある．

**組の相関係数を表 	に示す．また，**組の相関

係数の値を，階級幅 
��の度数分布で図 $に示す．**

組の相関係数の最大値は 
	$
	，平均値は 
		*$であっ

た．また，男性の被験者同士の組での相関係数の平均

は 
		�$，女性同士の組での相関係数の平均は 
	�*+，

異性間の組での相関係数の平均は 
		��であった．図

$より，多くの組で相関係数が 
		～
	�程度であるこ

とから，多くの被験者間で顔画像の評価（好ましさ）

に高い相関が存在しなかったことが分かる．非常に弱

い相関の可能性を示す組（相関係数 
	�以上）は，**

組中 +組 .���*-/あった．この +組の内訳は，表 	に

太字で示されている通り，女性同士が $組，男性同士

が 	組，異性間が 	組であった．これらの結果から，

男性同士や異性間に比べて，女性同士の方が好みが似

ている可能性がある．一方，相関係数が負の値である

組は男性同士の �組 .!
�
�$/だけであった．この値は，

相関がほぼないことを示していることから，ある人物

が好ましいと感じるほど，別の人物が好ましくないと

感じる被験者の組（明確な負の相関がある組）の存在

は確認できなかった．

これらの結果から，それぞれの被験者は，他の被験

者とは異なる独自の好みを持っており，被験者全員に

とって共通して好ましいと感じる顔ではなく，被験者

ごとに異なる好ましい顔（被験者固有の好みの顔）を

回答していることが確認できた．

 � " 好みのパーツに関する結果と考察

本節では，被験者の好みが，顔画像を構成するパー

ツからどの程度推定できるのかを確認する．

図 , 相関係数のヒストグラム

本実験の被験者の回答方法では，被験者の評価が，

比較した 	枚の画像を構成するどのパーツによる影響

かは，被験者の �回の回答のみからは分からない．ま

た，被験者にどのパーツを基準に好みの顔を選んだか

を主観で評価してもらうことも難しい．そこで，�	'

組に対する回答から，*�個（�種類のパーツ× �*人

分）のパーツごとの評価値を統計的に推定する．

���節と同様に，被験者番号を �.�～�	/，顔画像番

号を �（�～	$*），顔画像 � の被験者 � の評価値を

�� .�� �/とする．また，パーツ番号を �（�～*�）とし，

顔画像 � を構成する �つのパーツを ���������������と

する．このとき，顔の � つのパーツの番号 ���～���
を説明変数，その �つのパーツからなる顔の被験者 �

の好み�� .�� �/を目的変数としたときに，�� .�� �/を

�つのパーツの番号からどの程度説明できるかを確認

する．

全ての被験者の回答から，目的変数（$段階の顔の

好み）に対する説明変数（�つのパーツの番号）の重

決定係数 .2�/と重相関係数 .2/，およびそれらの男性

平均 .���/と女性平均 .����/，全体平均 .%3�/を

表 �に示す．重相関係数は，全体平均が 
	'	�であり，

最も小さい被験者でも 
	,	,であった．この値は，顔

画像を構成するパーツから得られる重回帰式により，

その顔画像に対する各被験者の好みを推定できること

を示している．

重決定係数（寄与率）は，全体平均が 
	*,'であり，

特に男性の平均が 
	,
�と比較的高い値であった．こ

れは，顔画像の評価値の７割程度は，パーツから説明

できることを示している．また，被験者ごとの重決定

係数のうち，最も低い被験者でも 
	$	'であった．これ

らの結果から，好みの近い別人に顔画像を評価しても

らうよりも，その被験者のパーツごとの評価を明らか

にする方が，より適切にその被験者の好みの顔を推定

できることが分かる．また，被験者ごとに，予めパー

ツごとの好みが明らかであれば，それらのパーツを組
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表 � 被験者の組ごとの相関係数

被験者 4� 4	 4� 4� 4$ 4* (� (	 (� (� ($ (*

4� ! �	'$ �!"# �

, ��,* �		
 �	�
 ���
 �	�� �	�, �	+
 �	+*

4	 ! ! ��

 ��,� �! $ ��
' �
+� ��,' ��,$ �	�� �	$' �	�'

4� ! ! ! �
	$ ���	 ��'$ ���' �

, �	', �	$� �!$# �	��

男性 4� ! ! ! ! %�$ " ��'� ���, ��$$ ��$, �	�� �	�, �	*�

4$ ! ! ! ! ! ��,� ���	 ���� �		$ �	�� �	+, �!$!

4* ! ! ! ! ! ! �	�� ��$$ ���+ ��'� ��+
 ��,'

男性間の平均　 
�	�$ 異性間の平均　 
�	��

(� ! ! ! ! ! ! ! �"$� ��,� ��$� �!#� �!�&

(	 ! ! ! ! ! ! ! ! �	,� ��	, ���� ��+	

(� ! ! ! ! ! ! ! ! ! �		� �!"! ��+


女性 (� ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! �	,+ �	,�

($ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! �!'$

(* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 女性間の平均　 
��*+

表 � 重決定係数 -.�/と重相関係数 -./およびそれらの男性平均 -����/，女性平
均 -����/，全体平均 -)��/

被験者 4� 4	 4� 4� 4$ 4* ��� (� (	 (� (� ($ (* ���� %3�

2� �,'$ �*+
 �,�� �,	
 �,�	 �$$	 �,
� �*,$ �*$, �$�	 �$	' �'�	 �,
� �*$� �*,'

2 �''* �'�� �'$* �'�+ �'*� �,�� �'�' �'		 �'�� �,	+ �,	, �+
� �'�+ �'
$ �'	�

み合わせて，好みの顔を作成できることが分かる．

ただし，本章ではパーツの好みを求める方法につい

ては議論していない．そこで次章では，各パーツの好

み（評価値）を推定する方法と，その推定に基づいて

作成された好ましい顔を，被験者が好ましいと判断す

ることを確認する．

!� 好みの顔の作成

前章までの結果から，好ましいと感じる顔には個人

差があることが示された．また，顔全体の好みは，顔

のパーツの好みから説明できることが示された．そこ

で本章では，被験者ごとにパーツの好みを推定し，好

ましいと推定されるパーツを組み合わせることで，そ

の被験者が好むと推定される顔を作成する．作成した

顔に対する評価実験から，本研究の推定手法が有効で

あることを示す．

!� � パーツの好みの推定方法

本章の被験者 �	名は，�章の被験者と同一である．

�章の実験結果から，被験者 �	名のパーツの好みを

推定する．

前章と同様に，被験者番号を �.�～�	/，パーツ番号

を �（�～*�），顔画像番号を �（�～	$*）とし，被験者

�の顔画像 � の評価値を �� .�� �/とする．また，	$*

枚の顔画像のうち，パーツ �を含む �*枚の顔画像番

号の集合を �� � ����� ���� 	 	 	 � �����とする．このと

き，被験者 �のパーツ �の評価値��.�� �/を，式 	で

定義する．

��.�� �/ 1 �� .����/ 1
���

��

�� .�� ���/ .	/

すなわち，パーツ番号 �に対する被験者 �の評価値

��.�� �/は，番号 �のパーツを含む �*枚の顔画像に

対するその被験者の評価値の合計であり，最大値は �	

（�* 枚�	点），最小値は!�	，全てのパーツ �に対す

る評価値 ��.�� �/の平均は 
となる．

この ��.�� �/の値に基づいて，�種類のパーツ（目

／鼻／口／輪郭・髪形）ごとに評価値が高い順に �位

～�*位の順位をつける．この結果，被験者ごとに，目

／鼻／口／輪郭・髪形のそれぞれについて，�位～�*

位のパーツを決める．

!� � 提示画像の作成と実験手順

�	名の被験者それぞれについて，�つ全てのパーツ

の �位（最も好ましいと判断された目／鼻／口／輪郭・

髪形）を組み合わせた顔を作成し，これを「�位顔」

と呼ぶ．同様に，全てのパーツの �5'5�	5�*位を組み

合わせた �5'5�	5�*位顔を，被験者ごとに作成する．

この結果，�	名の被験者ごとに $つの顔（計 *
種類）

が作成される．以下，これら �5�5'5�	5�*位顔の全て

の画像を「順位顔」と呼ぶ．
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図 + 男性被験者 +名の「�位顔」

図 0 女性被験者 +名の「�位顔」

例として，男性被験者 * 名のそれぞれの � 位顔を

図 *に，女性被験者 *名のそれぞれの �位顔を図 ,に

示す．

被験者は，自分の好みのパーツから作成された $つ

の順位顔（� 位顔／ � 位顔／ ' 位顔／ �	 位顔／ �*

位顔）の全ての組み合わせに対して一対比較をする．

このとき，組み合わせ数は ��� であるが，提示する

画像の右側と左側を入れ替える組み合わせを含めて

���� 	 1 	
組の一対比較をする．これを，自分以外

の ��名の順位顔についても同様に行う．すなわち，合

計 	�
組（	
組× �	名分）を比較する．被験者への

提示方法や，被験者の評価方法は前章と同様である．

!�  実験結果

実験結果として，被験者が男性／女性それぞれの場

合における，自分の �位顔の評価値の �	名の平均と，

自分以外の同性 $名の �位顔の評価値の �	名の平均，

表 ' 自分／同性／異性の �位顔の平均評価値

自分 同性 異性

男性 ���	 
�'
 
�$+

女性 ��*� ���
 
�+�

平均 ��$� ��
$ 
�,$

図 ( 男性被験者全員の �位顔（左）と女性被験
者全員の �位顔（右）

および異性（*名/の �位顔の評価値の �	名の平均を

表 �に示す．

被験者の男女を問わず，自らの �位顔の評価値が最

も大きく，同性の �位顔，異性の �位顔という順に平

均評価値が小さくなった．特に男性は，女性に比べて

他人の �位顔の評価値が比較的小さく，男性は他人と

の好み相関が小さいという前章の結果を支持するもの

であった．

図 *より，男性被験者 *名の �位顔は，必ずしも互

いに似ていないことが分かる．また，図 ,より，女性

被験者 *名の �位顔は，男性に比べて互いに比較的似

ていることが分かる．

男性被験者 *名の評価値の平均が最も高いパーツか

ら構成した �位顔を図 '左に，女性被験者 *名の評価

値の平均が最も高いパーツから構成した �位顔を図 '

右に示す．これらを各被験者の �位顔と比較しても，

女性被験者全体の �位顔は個々の女性被験者の �位顔

と似ていることが分かる．これらの結果も，女性の好

みは男性の好みに比べて互いに相関が高く似ていると

いう前章の結果を支持するものであった．

自分の � 位顔の平均評価値である男性 ���	，女性

��*�という値は，前章の 	$*枚（�	'組）の顔画像の

�	名の平均評価値と比較すると，男性が ��位（上位

���-）に，女性が '位（上位 ��	-）に相当する高い

評価である．自分の好みのパーツを組み合わせること

で評価の高い顔画像が作成できるといえる．

一方，同性の �位顔の平均評価値は，男性 
�'
，女

性 ���
であった．これは，前章の結果と比較すると，

男性が *
位（上位 	�-）に，女性が 	
位（上位 ,�'-）
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図 1 男性被験者 +名の平均評価値

図 �& 女性被験者 +名の平均評価値

に相当する評価であった．また，異性の �位顔の平均

評価値は，男性 
�$+，女性 
�+�であった．これは，前

章の結果と比較すると，男性が ,,位（上位 �
-）に，

女性が $�位（上位 	
-）に相当する評価であった．他

人が高く評価したパーツから構成される顔は，比較的

高く評価されると言えるものの，自分が高く評価した

パーツから構成される顔の方がより好みの顔であるこ

とが確認できた．

男性被験者 *名の順位顔ごとの平均評価値を図+に，

女性被験者 *名の順位顔ごとの平均評価値を図 �
に

示す．いずれの図も，実線で示された結果は，自分の

好みによるパーツの順位に基づいて作成された各順位

顔についての平均評価値である．点線で示された結果

は，自分以外の同性の被験者 $ 名の好みに基づいて

作成された各順位顔についての平均評価値である．一

点破線で示された結果は，異性の被験者 *名の好みに

基づいて作成された各順位顔についての平均評価値で

ある．

男性被験者／女性被験者ともに，自分の好みのパー

ツにより作成された �位顔の評価が最も高く，�位顔，

'位顔，�	位顔，�*位顔と順位の低下にともない，平

均評価値も低下した．また，男性被験者／女性被験者

ともに，自分が好まないパーツを組み合わせた �*位

顔の方が，他人が好まないパーツを組み合わせた �*

位顔より低く評価された．すなわち，自らの好みに基

づいた順位顔の評価が，最もパーツの順位を反映した

値になっていた．

!� ! 考察

本章の実験結果は，顔全体の評価値からパーツの評

価値を推定することで，それらのパーツから構成され

た顔の好ましさを推定可能であることを示した．また，

異性より同性の，他人より自分の評価が高いパーツを

組み合わせた顔画像を用いることで，そのユーザがよ

り好む顔を作成できることが確認できた．特にユーザ

が男性の場合には，自分以外の評価に基づいて顔画像

を作成しても，高い評価値が得られる顔画像が作成で

きない．このため，自分の好みのパーツから構成され

る顔画像により，自分の好みの顔のインタフェースが

実現できることが示された．一方，ユーザが女性の場

合には，同性の他人の評価が高いパーツから作成され

た顔画像であれば，ある程度の高い評価を得られる事

が分かった．ただし，異性（男性）の評価に基づいた

顔の場合には，高い評価が得られなかった．

従来手法でも，複数の候補を提示して，好ましい方

を残すことは可能である．例えば �

の候補を提示し

て，その中から最も好ましい顔画像をユーザに選んで

もらえば，本論文で提案した手法で提示される好みの

顔よりさらに好ましい �つの顔を提示できる可能性は

ある．しかし，本論文で提案した手法により，ユーザ

にとって初見でありながら，そのユーザが好むであろ

う多数の顔を提示できることで，エンタテインメント

のためのインタフェースとして新しい可能性を広げる

と期待される．

"� おわりに

本論文では，人を楽しませるインタフェースに向け

て，ユーザの好みの顔について議論した．�章で，一般

的に好ましいとされる顔について述べた従来の研究と

比較し，ユーザ一人ひとりの好みに応じた顔を作成す

る研究の必要性について述べた．	章で，実験者の恣

意的な意図を含まない加工が可能な顔画像の作成方法

として，推し面メーカーについて述べ，予備実験によ

り本研究の実験に利用可能であることを示した．�章

で，被験者ごとに好みを評価してもらう実験から，好

みの顔が被験者ごとに大きく異なり，被験者間の好み

の相関係数が平均で 
		*$と小さいことを示した．ま

た，顔画像の好みのうち，顔のパーツの好みと顔全体

の好みとの重相関係数が平均で 
	'	�と高いことを示

した．�章で，好みのパーツを組み合わせた顔画像を評

価した実験から，自分の好みのパーツを組み合わせる

ことで，好ましい顔を作成できることを確認した．ま

た，自分以外の同性および異性の被験者の好みのパー
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ツを組み合わせても，必ずしも自分の好みの顔画像と

はならないことを確認した．

これらの結果から，人を楽しませるインタフェース

として，ユーザの好みの顔画像を用いる場合には，一

般的に好ましいとされている顔画像ではなく，個々の

ユーザが好ましいと感じる顔のパーツを組み合わせる

ことで，そのユーザの好む顔画像を作成できることが

明らかとなった．

本研究の実験では，顔画像上でパーツの位置（配置）

や，その好みについては議論していない．また，本実

験では，男性の顔画像を提示していないため，男性と

女性の結果の差が，被験者の性別に依存する結果（男

性／女性の差）であるのか，提示する顔画像と被験者

の性別の違いに依存する結果（同性／異性の差）であ

るのかを判別できない．これらについては，今後の課

題である．

本研究では，顔の好みの個人差および男女差に注目

したが，国や地域，年齢や人種による顔の好みの差に

注目することで，顔の好みの社会的・文化的な影響が

検証できる可能性がある．また，ある個人が好ましい

と感じる顔の長期間の変遷を調べることで，例えば幼

年期から少年期，青年期から壮年期において好ましい

と感じる顔がどのように変化するのかの検証も興味

深い．

本論文で提案したパーツの好みの推定手法は単純で

ある．今後は，対話型遺伝的アルゴリズム .6�������3�

#����� %�"�����/などを用いて個々のパーツの好み

をより正確に推定することで，自分の好みの顔を自動

生成するインタフェースへの応用を検討している．本

研究の実験では，パーツごとに個々のユーザの好みの

パーツの番号のみを推定しており，例えば「ある被験

者が好むパーツに共通の特徴（色，角度，縦横比率な

ど）」のようなユーザの好みを数値で表現する手法には

取り組んでいない．そのユーザが好むパーツの特徴と，

そのユーザに提示する顔画像のパーツと特徴を予め数

値化し，比較することで，そのユーザがその顔画像を

どのくらい好ましいと感じるかを予測できる可能性も

ある．この結果，実在の人物の多数の顔画像のパーツ

の特徴から，自分がより好ましいと感じると推定され

る顔画像を自動抽出してくれるシステムなどへの応用

も期待される．このような好みの数値化方法や分析方

法，好みの推定アルゴリズムなども今後の課題である．
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