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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】メークアップ化粧料使用者の顔の肌色情
報、予め人の色に対する嗜好性を色に対する許容範囲に
よりグループ分けしたグループ情報、前記使用者の希望
すべきメークイメージ情報の各々の情報を入力する入力
部と、
前記肌色情報、前記グループ情報、前記メークイメージ
情報の各情報、これらの情報に対応する肌色色相のマン
セル値と肌色明度のマンセル値との各々のマンセル値を
複数のカテゴリーに分類してマンセル値とカテゴリーと 10
を対応づけた肌色カテゴリーテーブル、肌色とリップカ
ラーとの色相差，明度差，彩度差の各々の色差を複数の
カテゴリーに分類して色差とカテゴリーとを対応づけた
色差カテゴリーテーブル、及び前記各カテゴリーテーブ
ルの各カテゴリーに対応する前記肌色色相，前記肌色明
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度，前記色相差，前記明度差，前記彩度差の各データを
前記グループ情報及びメークイメージ毎に分類したカテ
ゴリースコアテーブル、リップカラーを選択するための
色相，明度，彩度の各測色値を対応付けたリップカラー
データを記憶する記憶部と、
前記入力部により入力された前記肌色情報，前記グルー
プ情報，前記メークイメージ情報の各情報に対応するリ
ップカラーを前記記憶部に記憶されたリップカラーデー
タの中から検索する検索部と、
前記検索部で検索されたリップカラーを表示する表示部
とを備えることを特徴とするリップカラーアドバイスシ
ステム。
【請求項２】前記入力部は、前記使用者の顔と色の基準
とすべき色票とを撮影する撮像部と、
前記撮像部で得られた顔画像から肌色の任意の位置を指
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定して指定された肌色位置のデータを抽出する肌の色位
置指定部と、
予め基準測色器で測定された基準色票の基準色と前記撮
影された基準色票との差分を前記肌の色位置指定部で抽
出された肌の色位置のデータに対して補正することによ
り肌の色を計算する肌色計算部と、
前記各グループ情報について許容範囲を設定し前記使用
者がどのグループに属しているのかを判定する色グルー
プ分け部と、
複数のメークイメージの中から希望のメークイメージを
選択させるメークイメージ選択部と、
を備えることを特徴とする請求項１に記載のリップカラ
ーアドバイスシステム。
【請求項３】前記入力部は、前記撮像部で得られた顔画
像の中から唇の輪郭を指定する唇輪郭指定部を備えるこ
とを特徴とする請求項２に記載のリップカラーアドバイ
スシステム。
【請求項４】前記検索部は、前記肌色カテゴリーテーブ
ルと前記色差カテゴリーテーブルと前記リップカラーデ
ータとを用いて肌色測色値とリップカラー測色値とから
肌色カテゴリーと色差カテゴリーとを選定し、更に前記
カテゴリースコアテーブルを用いて、前記選定された肌
色カテゴリー及び前記色差カテゴリーに対応する肌色色
相，肌色明度，色相差，明度差，彩度差、及び前記判定
されたグループ情報と前記選択されたメークイメージ情
報に対応する基準化カテゴリースコアの各スコアデータ
を選定し、選定されたこれらの各スコアデータの合計値
を算出し、その合計値に対応づけられたリップカラーを
抽出することを特徴とする請求項１〜３の何れかに記載
のリップカラーアドバイスシステム。
【請求項５】前記検索部は、前記合計値の大きさの順番
にリップカラーデータを分類し、分類結果の上位いくつ
かのリップカラーデータを候補色として前記表示部に出
力することを特徴とする請求項１〜４の何れかに記載の
リップカラーアドバイスシステム。
【請求項６】前記表示部は、画面に前記唇輪郭指定部に
より指定された唇にメークイメージに合った前記いくつ
かの候補色をそれぞれ塗布した複数の顔画像を表示し、
これらの中からいずれか１つを選択し、選択された顔画
像とリップカラー候補色塗布前の顔画像とを同一画面上
に表示することを特徴とする請求項１〜５の何れかに記
載のリップカラーアドバイスシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は人の希望するメークアッ
プイメージに合ったリップカラーをアドバイスするリッ
プカラーアドバイスシステム及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】リップカラーなどのメークアップ化粧料
は顔にアクセントをつけ、その人のイメージを形成させ
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るのに重要な役割を担っている。このため、メークアッ
プ化粧料の色の種類は多種にわたっている。さらに、使
用者の色に対する嗜好性も千差万別であり、メークアッ
プ化粧料は本来、化粧する人の意志やその人の持つメー
クイメージを十分に表現できることが望ましい。
【０００３】しかしながら、販売の現場では美容部員に
よる主観的なアドバイスのために、人が最初に願望とし
て抱いていたメークイメージとは異なる化粧料を勧めら
れる場合があった。すなわち、人の要望と美容部員の主
観的なイメージとの間に不調和が発生することがあっ
た。
【０００４】また、数多くの色を実際に肌に塗布するこ
とは、肌に対して非常に多くの負担をかけることにな
る。さらに、複数の色を肌に塗布した状態で使用者がメ
ークイメージを比較することは困難であった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】前記化粧料のメークア
ップについて、既に例えば、特開昭６３−８０６９２及
び特開昭６４−４１８９のメークアップシミュレーショ
ンシステム、特開昭６２−１４４２８０のメークアップ
シミュレータが知られている。
【０００６】前記メークアップシミュレーションシステ
ムは撮像装置で得た顔などのメークアップ部を表示装置
に表示して、メークアップ部の化粧色及び範囲を指定す
ることによりメークアップを画面上でシミュレーション
するものである。前記メークアップシミュレータは被写
体の顔画像を高速大容量の演算処理回路により実際の化
粧に即した機能、加工で画像処理を行い、加工画像を出
力するメークアップシミュレータである。
【０００７】しかしながら、従来のシステムでは、オペ
レータの個人的な感覚によって色が選択されていた。こ
のため、人の要望とオペレータの個人的な感覚との間に
不調和が発生することが多々あった。
【０００８】また、数多くの色を実際に肌に塗布するこ
とは、肌に対して非常に多くの負担をかけることにな
る。さらに、複数の色を肌に塗布した状態で使用者がメ
ークイメージを比較することは困難であった。
【０００９】本発明の目的は、人の意志や願望のメーク
イメージに合ったリップカラーを的確にアドバイスする
ことができるリップカラーアドバイスシステム及び方法
を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明のリップカラーア
ドバイスシステムは、前記課題を解決するため、以下の
手段を採用した。
【００１１】＜本発明のリップカラーアドバイスシステ
ムの要旨＞
本発明のリップカラーアドバイスシステムは図１に示し
たようにメークアップ化粧料使用者の顔の肌色情報、予
め人の色に対する嗜好性を色に対する許容範囲によりグ
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ループ分けしたグループ情報、前記使用者の希望すべき
メークイメージ情報の各々の情報を入力する入力部１０
と、前記肌色情報、前記グループ情報、前記メークイメ
ージ情報の各情報とこれらの各種情報に対応する肌色色
相のマンセル値と肌色明度のマンセル値との各々のマン
セル値を複数のカテゴリーに分類してマンセル値とカテ
ゴリーとを対応づけた肌色カテゴリーテーブル、肌色と
リップカラーとの色相差，明度差，彩度差の各々の色差
を複数のカテゴリーに分類して色差とカテゴリーとを対
応づけた色差カテゴリーテーブル、及び各カテゴリーテ
ーブルの各カテゴリーに対応する肌色色相，肌色明度，
色相差，明度差，彩度差の各データをグループ情報及び
メークイメージ毎に分類したカテゴリースコアテーブル
２２１、リップカラーを選択するための色相，明度，彩
度の各測色値を対応付けたリップカラーデータを記憶す
る記憶部２０と、前記入力部１０により入力された前記
肌色情報、前記グループ情報、前記メークイメージ情報
の各情報に対応するリップカラーを前記記憶部に記憶さ
れたリップカラーデータの中から検索する検索部３０
と、前記検索部３０で検索されたリップカラーを表示す
る表示部５０とを備える。
【００１２】要は、肌色の測色値、実験に基づいた客観
的なデータとに基づきメークイメージに合ったリップカ
ラーを表示して的確にアドバイスするものである。以
下、その構成を説明する。（入力部）入力部１０はメー
クアップ化粧料使用者の顔の肌色情報、予め人の色に対
する嗜好性を色に対する許容幅によりグループ分けした
グループ情報、前記使用者の希望すべきメークイメージ
情報の各々の情報を入力するもので、例えば、カラービ
デオカメラ、マウス、キーボードなどである。（記憶
部）記憶部２０は前記肌色情報、前記グループ情報、前
記メークイメージ情報の各情報とこれらの情報に対応す
るメークイメージに合った似合うリップカラーとを記憶
するもので、例えば、ハードディスク、光磁気ディスク
などである。（検索部）検索部３０は前記入力部１０に
より入力された前記肌色情報、前記グループ情報、前記
メークイメージ情報の各情報に対応するリップカラーを
前記記憶部２０に記憶されたリップカラーの中から検索
するもので、例えば、中央処理装置がメモリに格納され
たプログラムを実行することで実現される機能である。
（表示部）表示部５０は前記検索部３０で検索されたメ
ークイメージに対応するリップカラーを表示するもの
で、モニター、カラープリンタなどである。
【００１３】本発明は以下の付加的構成要素を付加して
も成立する。その他の付加的構成要素とは、前記入力部
が、撮像部、肌の色位置指定部、肌色計算部、色グルー
プ分け部、メークイメージ選択部を備えることである。
【００１４】前記撮像部は、例えば、ビデオカメラであ
り、前記使用者の顔と色の基準とすべき色票とを撮影す
る。肌の色位置指定部は前記撮像部で得られた顔画像か
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ら肌の任意の位置を指定して指定された肌の色位置のデ
ータを抽出する。肌色計算部は予め基準測色器で測定さ
れた基準色票の基準色と前記撮影された基準色票との差
分を前記肌色位置指定部で抽出された肌色位置のデータ
に対して補正することにより肌色を計算する。色グルー
プ分け部は前記各グループ情報について許容幅を設定し
前記使用者がどのグループに属しているのかを判定す
る。メークイメージ選択部は例えば、マウスを用いて複
数のメークイメージの中から希望すべきメークイメージ
を選択する。
【００１５】その他の付加的構成要素とは、前記入力部
が前記撮像部で得られた顔画像の中から唇の輪郭を指定
する唇輪郭指定部を備えることである。
【００１６】肌色カテゴリーテーブルは肌色色相のマン
セル値と肌色明度のマンセル値との各々のマンセル値を
複数のカテゴリーに分類してマンセル値とカテゴリーと
を対応付けたものである。色差カテゴリーテーブルは肌
色とリップ色との色相差、明度差、彩度差の各々の色差
を複数のカテゴリーに分類して色差とカテゴリーとを対
応付けた。カテゴリースコアテーブルは前記各カテゴリ
ーテーブルの各カテゴリーに対応する前記似合うリップ
カラーのための肌色色相、肌色明度、色相差、明度差、
彩度差の各データを前記グループ情報及びメークイメー
ジ毎に分類したものである。
【００１７】その他の付加的構成要素とは、前記検索部
が、肌色カテゴリーテーブルと色差カテゴリーテーブル
とを用いて肌色測色値とリップ測色値とから肌色のカテ
ゴリーと色差カテゴリーを算出し、前記判定されたグル
ープ情報と前記選択されたメークイメージ情報とに基づ
きカテゴリースコアテーブルとを用いて算出されたカテ
ゴリーに対応する肌色色相、肌色明度、色相差、明度
差、彩度差の各データの合計値を算出し、その合計値に
対応づけられたリップカラーを抽出することである。
【００１８】その他の付加的構成要素とは、前記検索部
が、前記合計値に基づきリップカラーデータを分類し、
分類結果の上位いくつかのリップカラーデータを候補色
として前記表示部に出力することである。
【００１９】その他の付加的構成要素とは、前記表示部
が、画面に前記唇輪郭指定部により指定された唇にメー
クイメージに合った前記いくつかの候補色をそれぞれ塗
布した複数の顔画像を表示し、これらの中からいずれか
１つを選択し、選択された顔画像と候補色塗布前の顔画
像とを同一画面上に表示することである。
【００２０】また、本発明は、リップカラーアドバイス
方法とすることもできる。この方法として例えば、図２
に示したようにメークアップ化粧料使用者の顔の肌色情
報、予め人の色に対する嗜好性を色に対する許容幅によ
りグループ分けしたグループ情報、前記使用者の希望す
べきメークイメージ情報の各々の情報を入力する入力ス
テップＳ１と、前記肌色情報、前記グループ情報、前記
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メークイメージ情報の各情報とこれらの情報に対応する
メークイメージに合った似合うリップカラーとを記憶す
る記憶ステップＳ２と、前記入力された前記肌色情報、
前記グループ情報、前記メークイメージ情報の各情報に
対応するリップカラーを前記記憶されたリップカラーの
中から検索する検索ステップＳ３と、前記検索されたメ
ークイメージに合ったリップカラーを表示する表示ステ
ップＳ４とを含む方法を挙げることができる。
【００２１】また、前記入力ステップは、前記使用者の
顔と色の基準とすべき色票とを撮影する撮像ステップ
と、前記得られた顔画像から肌色の任意の位置を指定し
て指定された肌色位置のデータを抽出する肌色位置指定
ステップと、予め基準測色器で測定された基準色票の基
準色と前記撮影された基準色票との差分を前記抽出され
た肌色位置のデータに対して補正することにより肌色を
計算する肌色計算ステップと、前記各グループ情報につ
いて許容幅を設定し前記使用者がどのグループに属して
いるのかを判定する色グループ分けステップと、複数の
メークイメージの中から希望すべきメークイメージを選
択するメークイメージ選択ステップとを含んでもよい。
【００２２】さらに、前記入力ステップは、前記得られ
た顔画像の中から唇の輪郭を指定する唇輪郭指定ステッ
プを含んでも良い。また、前記記憶ステップは、肌色色
相のマンセル値と肌色明度のマンセル値との各々のマン
セル値を複数のカテゴリーに分類してマンセル値とカテ
ゴリーとを対応付けた肌色カテゴリーテーブルを記憶
し、肌色とリップ色との色相差、明度差、彩度差の各々
の色差を複数のカテゴリーに分類して色差とカテゴリー
とを対応付けた色差カテゴリーテーブルを記憶し、前記
各カテゴリーテーブルの各カテゴリーに対応する前記似
合うリップカラーのための肌色色相、肌色明度、色相
差、明度差、彩度差の各データを前記グループ情報及び
メークイメージ毎に分類したカテゴリースコアテーブル
を記憶する内容を含んでもよい。
【００２３】また、前記検索ステップは、肌色カテゴリ
ーテーブルと色差カテゴリーテーブルを用いて肌色測色
値とリップ測色値とから肌色のカテゴリーと色差カテゴ
リーを算出し、前記判定されたグループ情報と前記選択
されたメークイメージ情報とに基づきカテゴリースコア
テーブルとを用いて算出されたカテゴリーに対応する肌
色色相、肌色明度、色相差、明度差、彩度差の各データ
を算出し、前記各データに基づき前記グループにおける
リップカラーに対する似合う度合を計算する内容を含ん
でも良い。
【００２４】前記検索ステップは前記算出されたリップ
カラーに対する似合う度合の結果の良い順番にリップカ
ラーデータを分類し、分類結果の上位いくつかのリップ
カラーデータを候補色として前記表示部に出力するよう
にしてもよい。
【００２５】前記表示ステップは、画面に前記指定され

10

20

30

40

50

特許３３９０５５８
8
た唇にメークイメージに合った前記いくつかの候補色を
それぞれ塗布した複数の顔画像を表示し、これらの中か
らいずれか１つを選択し、選択された顔画像と候補色塗
布前の顔画像とを同一画面上に表示するようにしてもよ
い。
【００２６】
【作用】本発明によれば、肌色情報、グループ情報、使
用者の希望すべきメークイメージ情報を入力部１０で入
力すると、検索部３０が、入力された前記肌色情報、前
記グループ情報、前記メークイメージ情報の各情報に対
応する希望すべきメークイメージに合ったリップカラー
を記憶部２０に記憶されたリップカラーの中から検索
し、表示部５０が、検索されたリップカラーを表示す
る。
【００２７】すなわち、肌色の測色値等の物理的なデー
タと、実験に基づく記憶された客観的なデータとに基づ
き、人の意志や願望のメークイメージに合ったリップカ
ラーを的確にアドバイスすることができる。
【００２８】また、肌色位置指定部が撮像部で得られた
顔画像から指定された肌色位置のデータを抽出すると、
肌色計算部は基準色票の基準色と撮影された基準色票と
の差分を前記抽出された肌色位置のデータに補正するの
で、前記肌色情報が得られる。色グループ分け部により
前記使用者のグループ情報が得られ、メークイメージ選
択部により希望すべきメークイメージ情報が選択され
る。
【００２９】さらに、唇輪郭指定部は前記撮像部で得ら
れた顔画像の中から唇の輪郭を指定するので、後にこの
指定された部分にリップカラーを塗布することができ
る。また、肌色カテゴリーテーブルと色差カテゴリーテ
ーブルとカテゴリースコアテーブルとを用いることで、
各カテゴリーに対応するリップカラーのための肌色色
相、肌色明度、色相差、明度差、彩度差の各データをグ
ループ情報及びメークイメージ毎に求めることができ
る。
【００３０】さらに、検索部が、肌色カテゴリーテーブ
ルと色差カテゴリーテーブルとを用いて肌色測色値とリ
ップ測色値とから肌色のカテゴリーと色差カテゴリーを
算出し、判定されたグループ情報と選択されたメークイ
メージ情報とに基づきカテゴリースコアテーブルとを用
いて算出されたカテゴリーに対応する肌色色相、肌色明
度、色相差、明度差、彩度差の各データを算出し、前記
各データの合計値に対応するリップカラーを抽出するこ
とができる。
【００３１】検索部は、算出された前記各データの合計
値に基づきリップカラーデータを分類し、分類結果の上
位いくつかのリップカラーデータを候補色として表示部
に出力することができる。
【００３２】表示部が、画面に前記指定された唇にメー
クイメージに合った前記いくつかの候補色をそれぞれ塗
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布した複数の顔画像を表示し、これらの中からいずれか
１つを選択し、選択された顔画像と候補色塗布前の顔画
像とを同一画面上に表示するので、複数の色について同
時に比較して見ることができるため、より一層、人の満
足のいく色を選択できる。
【００３３】
【実施例】以下、本発明のリップカラーアドバイスシス
テム及び方法の実施例を図面を参照して説明する。前記
リップカラーアドバイスシステムはビデオカメラにより
人の顔を入力し、マウスにより人の嗜好、実現したいメ
ークイメージを入力する。
【００３４】前記システムはビデオカメラから入力され
た顔画像より肌色を測色し、その測色値と人の嗜好と
「メークアップイメージに合ってかつ似合う」という条
件に基づき最適と思われるリップカラーの色を客観的な
実験結果から選択し、表示及びアドバイスを行う。
【００３５】発明者らは視覚の美学的研究として「似合
うリップカラー」の研究を行った。その成果として肌色
・顔形に合った「似合う」リップカラーを決定する「似
合うリップカラー理論」が得られた。
【００３６】前記似合うリップ理論を目に見える形で具
体化するために前記リップカラーアドバイスシステムの
開発を行った。以下、前記リップカラーアドバイスシス
テムを説明する。前記リップカラーアドバイスシステム
はハードウェアとソフトウェアとからなる。
（１）システムのハードウェア構成
図３は本発明の実施例のリップカラーアドバイスシステ
ムのハードウェア構成図である。図３において、前記リ
ップカラーアドバイスシステムはビデオカメラ１１、キ
ーボード１２、マウス１３、ディスク２２、ビデオカメ
ラ１１に接続されるフルカラーボード２１、カラープリ
ンタ５１、基準測色器４４、及びフルカラーボード２１
に接続されるモニター５２を備える。
【００３７】前記コンピュータ３１は例えば、パーソナ
ルコンピュータであり、中央処理装置（ＣＰＵ）を備え
る。コンピュータ３１には、前記キーボード１２、マウ
ス１３、ディスク２２、フルカラーボード２１、カラー
プリンタ５１、基準測色器４４とが接続されている。
【００３８】前記ビデオカメラ１１は図６に示す人の顔
７０と基準色票６０とを撮像することにより顔画像と色
票画像を得てそれらの画像をフルカラーボード２１に出
力する。前記フルカラーボード２１は画像メモリであ
り、前記ビデオカメラ１１から出力される顔画像と色票
画像との画像データを記憶する。
【００３９】前記キーボード１２及びマウス１３は人の
嗜好、実現したいメークイメージなどの条件を入力し、
その条件データをコンピュータ３１に出力する。基準測
色器４４は例えば、分光光度計であり、図６に示す基準
色票６０のみを測色して基準色（白６１、灰６２、黒６
３、青６４、緑６５、赤６６）のＲＧＢデータを求め、
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その基準色のＲＧＢデータをコンピュータ３１に出力す
る。
【００４０】前記ビデオカメラ１１で撮影された基準色
票の色（ＲＧＢデータ）は、基準測色器で測定された基
準色とは異なる。このため、基準測色器で測定された基
準色を用いてビデオカメラ１１で撮影された色票の測色
値を補正する。
【００４１】前記ディスク２２は例えば、ハードディス
ク、光磁気ディスクなとであり、メークアップイメージ
に合った似合うリップカラーの色を複数個記憶してお
り、これらのリップカラーデータはコンピュータ３１に
より前記実現したいメークイメージに合わせて読み出さ
れる。
【００４２】前記ディスク２２はリップカラーアドバイ
スプログラム２２０を備えるとともに、前記メークアッ
プイメージに合った似合うリップカラーを複数のテーブ
ルに記憶している。これらのテーブルはカテゴリースコ
アテーブル２２１、肌色色相カテゴリーテーブル２２
２、肌色明度カテゴリーテーブル２２３、色相差カテゴ
リーテーブル２２４、明度差カテゴリーテーブル２２
５、彩度差カテゴリーテーブル２２６とからなる。
【００４３】カテゴリースコアテーブル２２１は、図１
５に示すように、肌色色相、肌色明度、△Ｈ（色相
差）、△Ｖ（明度差）、△Ｃ（彩度差）、基準化カテゴ
リースコアの各データをグループ及びイメージワード毎
に分類し、肌色色相、肌色明度、△Ｈ、△Ｖ、△Ｃの各
々のデータは数段階（後述するいつくかのカテゴリー）
に分かれている。なお、前記グループは後述するように
例えば、３つに分かれており、イメージワードは人の意
志や願望のメークイメージを表し、「似合う」、「若々
しい」の項目からなる。
【００４４】肌色色相カテゴリーテーブル２２２は、図
１７に示すように０．１Ｒ〜１０Ｙの肌色色相のマンセ
ル値を３つのカテゴリーに分類し、各マンセル値と各カ
テゴリーとを対応付けている。このカテゴリーの数はカ
テゴリースコアテーブル２２１内の肌色色相のカテゴリ
ーの数に一致する。
【００４５】肌色明度カテゴリーテーブル２２３は、図
１８に示すように０〜１０の肌色明度のマンセル値を３
つのカテゴリーに分類し、各マンセル値と各カテゴリー
とを対応付けている。このカテゴリーの数はカテゴリー
スコアテーブル２２１内の肌色明度のカテゴリーの数に
一致する。
【００４６】色相差カテゴリーテーブル２２４は、図２
０に示すように−５〜３０の△Ｈ（肌色色相とリップカ
ラーの色相との色相差）の色差を７つのカテゴリーに分
類し、各色差と各カテゴリーとを対応付けている。この
カテゴリーの数はカテゴリースコアテーブル２２１内の
△Ｈのカテゴリーの数に一致する。
【００４７】明度差カテゴリーテーブル２２５は、図２

(6)
11
１に示すように−２〜４の△Ｖ（肌色明度とリップカラ
ーの明度との明度差）の色差を６つのカテゴリーに分類
し、各色差と各カテゴリーとを対応付けている。このカ
テゴリーの数はカテゴリースコアテーブル２２１内の△
Ｖのカテゴリーの数に一致する。
【００４８】彩度差カテゴリーテーブル２２６は、図２
２に示すように−３〜１１の△Ｃ（肌色彩度とリップカ
ラーの彩度との彩度差）の色差を３つのカテゴリーに分
類し、各色差と各カテゴリーとを対応付けている。この
カテゴリーの数はカテゴリースコアテーブル２２１内の
△Ｃのカテゴリーの数に一致する。
【００４９】これらのテーブル内の各リップカラーのデ
ータは過去の客観的な実験結果により作成されたもので
ある。前記コンピュータ３１はキーボード１２及びマウ
ス１３からの各種の条件、ディスク２２からの各種のデ
ータ、フルカラーボード２１に記憶された画像データに
対して演算処理を行い、その結果をカラープリンタ５１
またはフルカラーボード２１を介してモニター５２に出
力する。
【００５０】すなわち、コンピュータ３１は、ビデオカ
メラから入力された顔画像より肌色を測色し、その測色
値と人の嗜好と「メークアップイメージに合ってかつ似
合う」という条件に基づき最適と思われるリップカラー
の色を前記テーブル内の客観的な実験結果から選択し、
表示及びアドバイスを行う。モニター５２はフルカラー
ボード２１に記憶された画像データを画面に表示する。
（２）システムのソフトウェア構成
次に、システムのソフトウェア構成を説明する。図４は
前記リップカラーアドバイスシステムのソフトウェア構
成を示す図である。前記ソフトウェアはディスク２２に
格納されたリップカラーアドバイスプログラム２２０を
前記コンピュータ３１内の中央処理装置（ＣＰＵ）が実
行することで実現される機能である。前記ソフトウェア
は前記似合うリップカラー理論によって人の実現したい
メークアップイメージに合った「似合う」リップカラー
を得る。
【００５１】人の実現したいメークアップイメージに合
った「似合う」リップカラーはｆ1 （肌色、評価者のグ
ループ分け）とｆ2 （実現したいメークイメージ）との
関数により求められる。
【００５２】前記肌色、評価者のグループ分け、メーク
イメージの各要素は図４に示す肌色位置指定部３０６、
肌色計算部３０８、唇輪郭指定部３１０、色グループ分
け部３１１、メークイメージ選択部３１２によって測定
される。
【００５３】前記肌色位置指定部３０６は、前記マウス
１３によって人の顔の中の肌色位置を指定し、前記ビデ
オカメラ１１によって同時に撮影された顔画像及び基準
色票をフルカラーボード２１から読み出して、前記顔画
像の中から前記指定された肌色位置のデータを抽出す
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る。前記肌色位置指定部３０６には前記肌色計算部３０
８が接続される。
【００５４】前記肌色計算部３０８は、前記基準測色器
４４で測定された基準色票の基準色と前記ビデオカメラ
１１によって撮影された基準色票との差分を前記肌色位
置指定部３０６で抽出された肌色位置のデータに対して
補正することにより、より正確な肌色を計算する。すな
わち、前記肌色計算部３０８は肌色の測色を行う。
【００５５】前記肌色計算部３０８は補正された肌色の
ＲＧＢデータをＸＹＺ表色系のＸＹＺデータに変換し、
このＸＹＺデータをマンセル系のＨＶＣデータに変換す
る。前記カラープリンタ５１はＲＧＢデータを印刷す
る。
【００５６】前記唇輪郭指定部３１０は肌色計算部３０
８に接続され、前記ビデオカメラ１１によって同時に撮
影された顔画像の中から唇の輪郭を指定する。前記唇輪
郭指定部３１０には色グループ分け部３１１が接続され
る。
【００５７】色グループ分け部３１１は人の嗜好により
評価者の色のグループ分けを行うもので、各評価者グル
ープ間で色の評価に差がでるサンプル写真を呈示し、見
せたい人（通常ではお客様自身）がどのグループに属し
ているのかを判定する。色グループ分け部３１１にはメ
ークイメージ選択部３１２が接続される。
【００５８】メークイメージ選択部３１２は、前記マウ
ス１３などによって画面上に表示されかつ実験結果によ
って使用された前記イメージワードの中から人が実現し
たいメークイメージを選択する。
【００５９】さらに、図４において、メークイメージ選
択部３１２に接続される演算処理部３１３、演算処理部
３１３に接続される表示制御部３１４とが備えられる。
演算処理部３１３は前記メークイメージ選択部３１２に
より選択された希望するメークイメージに合った似合う
リップカラーを、前記ディスク２２にある各テーブル２
２１〜２２６に記憶されたデータを用いて検索する。
【００６０】前記表示制御部３１４はモニタ５２の画面
に前記唇輪郭指定部３１０により指定された唇にメーク
イメージに合った前記いくつかの候補色をそれぞれ塗布
した複数の顔画像を表示し、これらの中からいずれか１
つを選択し、選択された顔画像と候補色塗布前の顔画像
とを同一画面上に表示する。
【００６１】次に、このように構成されたリップカラー
アドバイスシステムにより実現されたリップカラーアド
バイス方法を図５に示すフローチャートを参照して説明
する。
【００６２】まず、図６に示すように人の顔７０と基準
となるべき色票６０とをビデオカメラ１１によって同時
に撮影すると（ステップ１０１）、顔画像と色票画像と
がフルカラーボード２１に取り込まれる。
【００６３】次に、肌色位置指定部３０６が基準の色票
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６０（図６に示す例では赤の色票６６の位置）を指定
し、さらに、図７に示すように肌色の位置７１とを指定
する（ステップ１０２）。
【００６４】さらに、前記肌色位置指定部３０６は、前
記ビデオカメラ１１によって同時に撮影された顔画像及
び基準色票をフルカラーボード２１から読み出して、前
記顔画像の中から前記指定された肌色位置のデータを抽
出する。
【００６５】一方、基準測色器４４は図６に示す基準色
票６０のみを測色して基準色（白６１、灰６２、黒６
３、青６４、緑６５、赤６６）のＲＧＢデータを求め、
その基準色のＲＧＢデータを肌色計算部３０８に出力す
る。
【００６６】前記肌色計算部３０８は、前記基準測色器
４４で測定された基準色票６０の基準色と前記ビデオカ
メラ１１によって撮影された基準色票６０との差分を前
記肌色位置指定部３０６で抽出された肌色位置７１のデ
ータに対して補正することにより、より正確な肌色の計
算を行う（ステップ１０３）。すなわち、前記肌のＲＧ
Ｂデータに対して前記差分だけ補正を行うから、ビデオ
カメラ１１のＲＧＢデータの誤差がなくなるので、測色
精度を高めることができる。
【００６７】さらに、前記肌色計算部３０８は前記補正
された肌色のＲＧＢデータをＸＹＺ表色系のＸＹＺデー
タに変換し、このＸＹＺデータをマンセル系のＨＶＣデ
ータに変換し、モニタ５２の画面上に肌色マップ７２と
ＨＶＣデータ７３と前記肌色のＨＶＣデータ７３の肌色
マップ７２上での領域７４とを表示する。
【００６８】図８に肌色マップ７２を示す。図８（ｃ）
に示すＶは明るさであり、低明度（色黒）、中明度、高
明度（色白）に分かれる。図８（ｂ）に示す周方向Ｈは
色相である。図８（ｂ）に示すＣは彩度である。図８
（ａ）に示す肌色のＨＶＣデータ７３において、色相Ｈ
が５．３ＹＲ（黄赤）、明度Ｖが６．２、彩度Ｃが３．
２である。
【００６９】次に、唇輪郭指定部３１０はマウス１３に
よって図９に示すように唇の輪郭７６を指定する（ステ
ップ１０４）。ここで、前記唇輪郭指定部３１０は図１
０に示すフローチャートに従って唇の輪郭７６を指定す
る。
【００７０】すなわち、唇輪郭指定部３１０は図９に示
すように前記ビデオカメラ１１によって得られた顔画像
７０から唇の周辺領域７５をマウス１３により指定する
（ステップ１４１）。
【００７１】次に、唇輪郭指定部３１０は指定された唇
の周辺領域７５をモニタ５２の右上画面に拡大表示する
（ステップ１４２）。さらに、唇輪郭指定部３１０は唇
輪郭指定用のひな型７７をモニタの画面に表示する（ス
テップ１４３）。さらに、前記唇輪郭指定部３１０にお
いては、前記唇輪郭用のひな型７７を修正するかどうか
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を判定する（ステップ１４４）。
【００７２】ここで、前記唇輪郭用のひな型７７を修正
しない場合には、前記唇輪郭指定部３１０は修正終了ボ
タン７８を押し（ステップ１４５）、唇の中心位置を指
示する（ステップ１４６）。
【００７３】一方、前記唇輪郭用のひな型７７を修正す
る場合には、前記唇輪郭指定部３１０は前記ひな型７７
を変形するための移動点（図中、＋印Ｐ１〜Ｐ７のいず
れか）を選択する（ステップ１４７）。
【００７４】そして、前記唇輪郭指定部３１０は、希望
する位置へ前記＋印Ｐ１〜Ｐ７をマウス１３を使って移
動することで唇の型を修正する（ステップ１４８）。そ
の後に、前記ステップ１４５の処理に進む。以上の処理
により唇の輪郭７６が指定される。
【００７５】次に、図５に戻り、色グループ分け部３１
１は人の嗜好により評価者の色に対する許容幅によるグ
ループ分けを行う（ステップ１０５）。色グループ分け
部３１１は図１１に示すフローチャートに従って色に対
する許容幅によるグループ分けを行う。
【００７６】すなわち、図１１において、色グループ分
け部３１１はグループ分類用画像（予め採られた写真）
の表示を行う（ステップ１５１）。例えば、色グループ
分け部３１１は図１２に示すような画面の左右に、リッ
プカラーが相互に異なる画像Ｇ１（リップカラー７９）
と画像Ｇ２（リップカラー８０）を表示する。
【００７７】次に、評価者が前記グループ分類用画像の
個々の画像Ｇ１，Ｇ２に対して似合うかどうかの回答
（ＹＥＳ，ＮＯ）をＹＥＳボタン８１ａ，８２ａ，ＮＯ
ボタン８１ｂ，８２ｂにより入力する（ステップ１５
２）。
【００７８】次に、色グループ分け部３１１は入力され
た回答により評価者が左側の画像Ｇ１に似合うと思うか
どうかを判定する（ステップ１５３）。ここで、評価者
が左側のグループ分類用画像Ｇ１に似合うと思うとして
ＹＥＳボタン８１ａを押した場合には、色グループ分け
部３１１はグループIIを選択する（ステップ１５４）。
【００７９】一方、評価者が左側のグループ分類用画像
Ｇ１に似合うと思わないとしてＮＯボタン８１ｂを押し
た場合には、色グループ分け部３１１は入力された回答
により評価者が右側のグループ分類用画像Ｇ２に似合う
と思うかどうかを判定する（ステップ１５５）。
【００８０】ここで、評価者が右側のグループ分類用画
像Ｇ２に似合うと思うとしてＹＥＳボタン８２ａを押し
た場合には、色グループ分け部３１１はグループIIIを
選択する（ステップ１５６）。
【００８１】一方、評価者が右側のグループ分類用画像
Ｇ２に似合うと思わないとしてＮＯボタン８２ｂを押し
た場合には、グループIを選択する（ステップ１５
７）。以上の処理により評価者の色に対する許容幅によ
るグループが決定される。以上のグループ分けの結果は

(8)
15
ディスク２２のカテゴリースコアテーブル２２１内のグ
ループと対応する。
【００８２】次に、図５に戻り、コンピュータ３１はデ
ィスク２２に記憶された複数のメークイメージを読み出
して図１３に示すようにモニタの画面に表示する。図１
３には、複数のメークイメージとして、「落ち着きのあ
る」、「キュートな」、「若々しい」、「上品な」、
「情熱的な」、「ゴージャスな」、「肌色にあってい
る」、「やわらかい」、「魅力的な」が表示される。
【００８３】そして、人が画面に表示された複数のメー
クイメージの中から希望のメークイメージのボタン８４
を押すことで、メークイメージ選択部３１２は前記希望
するメークイメージを選択する（ステップ１０６）。
【００８４】以上の処理により、前記メークイメージに
合った似合うリップカラーを求めるための、肌色測色
値、色に対する許容幅によるグループ分け、実現したい
メークイメージの各要素が測定された。次に、演算処理
部３１３は前記メークイメージ選択部３１２によって選
択されたメークイメージに合った似合うリップカラーを
ディスク２２内の各テーブル２２１〜２２６の中から検
索する（ステップ１０７）。演算処理部３１３は図１４
に示すフローチャートに従ってメークアップイメージに
合った似合うリップカラーを検索する。
【００８５】図１４において、まず、似合うとイメージ
ワードとを推定するために、演算処理部３１３は前記グ
ループ分け部３１２により分類されたグループ分類結果
に基づき図１５に示すカテゴリーテーブル２２１内の該
当するグループの数量化I類において算出されたカテゴ
リースコアーを読み込む（ステップ１７１）。
【００８６】次に、演算処理部３１３は肌色値（マンセ
ル値）からカテゴリーデータを算出する（ステップ１７
２）。前記肌色からカテゴリーデータの算出は図１６に
示すフローチャートに従って行われる。
【００８７】図において、演算処理部３１３は前記ステ
ップ１０３で得られた肌色色相を算出し（ステップ１７
２１）、さらに、演算処理部３１３は、図１７に示す肌
色色相カテゴリーテーブル２２２に従って肌色色相値
（マンセル値）に対応する１〜３のいずれかのカテゴリ
ーを決定する（ステップ１７２２）。
【００８８】次に、演算処理部３１３は前記ステップ１
０３で得られた肌色明度を算出し（ステップ１７２
３）、さらに、図１８に示す肌色色相カテゴリーテーブ
ル２２３に従って肌色明度値（マンセル値）に対応する
１ 〜 ３ のいずれかのカテゴリーを決定する（ス
テップ１７２４）。以上の処理により、カテゴリースコ
アテーブル２２１を参照するための肌色のカテゴリーデ
ータが算出された。
【００８９】次に、図５に戻り、演算処理部３１３は肌
色とリップカラーとの間の色差によるカテゴリーデータ
を算出する（ステップ１７３）。肌色とリップカラーと
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の間の色差によるカテゴリーデータの算出は図１９に示
すフローチャートに従って行われる。
【００９０】図１９において、演算処理部３１３はま
ず、色相差カテゴリーの算出を行う（ステップ１７３
１）。すなわち、演算処理部３１３は肌色及びリップカ
ラーの色相値の数値変換を行う（ステップ１７３２）。
この場合、１０Ｂ（青）を ０ として右回りに数値変
換を行う。
【００９１】さらに、演算処理部３１３は得られた肌色
変換値からリップカラー変換値を減算することにより色
相軸における色差の算出を行う（ステップ１７３３）。
そして、演算処理部３１３は色相差カテゴリーテーブル
２２４に従って前記算出された色相軸における色差に対
応する色相差カテゴリーを決定する（ステップ１７３
４）。
【００９２】次に、演算処理部３１３は明度差カテゴリ
ーの算出を行う（ステップ１７３５）。すなわち、演算
処理部３１３は肌色明度からリップカラー明度を減算す
ることにより明度軸における明度差の算出を行う（ステ
ップ１７３６）。演算処理部３１３は明度差カテゴリー
テーブル２２５により前記算出された明度軸における明
度差に対応するカテゴリーを決定する（ステップ１７３
７）。
【００９３】さらに、演算処理部３１３は彩度差カテゴ
リーの算出を行う（ステップ１７３８）。すなわち、演
算処理部３１３は肌色彩度からリップカラー彩度を減算
することにより彩度軸における彩度差の算出を行い（ス
テップ１７３９）、彩度差カテゴリーテーブル２２６に
より前記算出された彩度軸における彩度差に対応するカ
テゴリーを決定する（ステップ１７４０）。
【００９４】以上の処理により、肌色とリップカラー間
の色差によるカテゴリーデータの算出が行われた。次
に、図５に戻り、演算処理部３１３は数量化I類による
各リップカラーに対する似合う度算出を行う（ステップ
１７４）。図２３に、リップカラーに対する似合う度の
計算例を示した。
【００９５】ここでは、図２３（ａ）に示すように、例
えば、測色値として、肌色色相が５．０ＹＲ、肌色明度
が６．２、肌色彩度が３．２、リップ色相が８．７５Ｒ
Ｐ（赤紫）、リップ明度が６．１、リップ彩度が１０．
０とした。
【００９６】この場合、肌色色相カテゴリーは肌色色相
カテゴリーテーブル２２２に従って２となる。肌色明度
カテゴリーは肌色明度カテゴリーテーブル２２３に従っ
て３となる。
【００９７】リップ色相差（△Ｈ）のカテゴリーは色相
差カテゴリーテーブル２２４に従って１０Ｂを０として
右回りに回転することで ５ となる。リップ明度差
（△Ｖ）のカテゴリーは明度差が ０．１ であるか
ら、明度差カテゴリーテーブル２２５に従って、 ３
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となる。リップ彩度差（△Ｃ）のカテゴリーは彩度差が
６．８ であるから、彩度差カテゴリーテーブル２２
６に従って、 ２ となる。
【００９８】次に、カテゴリスコアテーブル２２１の中
のグループ１でかつイメージワードが似合うについて、
前記決定された各カテゴリーデータに対応するデータ
（図１５に示す。）を求める。
【００９９】すると、図２３（ｂ）に示すように、肌色
色相は０．０３１、肌色明度は０．２３９６、△Ｈは
０．４５７５、△Ｖは−０．５１５４、△Ｃは０．０８
４３、基準化カテゴリースコアは３．１７２６で、グル
ープ１の似合う評価結果が３．４６９６として得られ
る。
【０１００】次に、演算処理部３１３は数量化I類によ
る各リップカラーに対する「イメージワード」に当ては
まる度合を算出し（ステップ１７５）、算出された「似
合う」度合の結果の良い順に分類する（ステップ１７
６）。
【０１０１】演算処理部３１３は分類結果の上位３つの
リップカラーＲＧＢデータの抽出を行い（ステップ１７
７）、算出された「イメージワード」に当てはまる度合
の結果の良い順に分類する（ステップ１７８）。
【０１０２】さらに、演算処理部３１３は分類結果の上
位から「似合う」度合の結果の ３ （似合う、似合わ
ないのどちらでもない）以上のリップカラーＲＧＢデー
タの抽出を行う（ステップ１７９）。ここで、 ５ は
似合う、 ４ はやや似合うことを表す。
【０１０３】以上の処理によりステップ１０７の処理が
終了する。次に、図５に戻り、表示制御部３４は前記人
の希望するメークイメージに合った候補色（分類結果の
上位から「似合う」度合の結果の ３ 以上のリップカ
ラーＲＧＢデータ）をイメージ候補色ボタン８６を押す
ことにより前記演算処理部３１３から読み出して、図２
４に示すようにモニタ５２の画面に３つの顔画像７０ａ
〜７０ｃと、前記メークイメージに合った候補色を塗布
した３つの唇画像８５ａ〜８５ｃを表示する（ステップ
１０８）。
【０１０４】さらに、表示制御部３４は図２５に示すよ
うに３つの候補色の中のいずれか１つの候補色を選択す
る。図２５に示す例では、唇８５ｃに塗布された色を選
択した。
【０１０５】次に、表示制御部３４は図２６に示すよう
に選択された色の塗布後の顔７０ｃと塗布前の顔７０と
を表示して比較する（ステップ１０９）。最後に、表示
制御部３４は選択された色の塗布後の顔７０ｃと、リッ
プカラーに対する人へのアドバイスとを表示する（ステ
ップ１１０）。
【０１０６】すなわち、人の希望するメークイメージに
合った似合う色の表示がモニタの画面に表示される。こ
のように、肌色情報、グループ情報、使用者の希望すべ
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きメークイメージ情報を測定し、演算処理部３１３が、
入力された前記肌色情報、前記グループ情報、前記メー
クイメージ情報の各情報に対応する希望すべきメークイ
メージに合った似合うリップカラーを各テーブルに記憶
されたリップカラーの中から検索し、表示制御部３４
が、検索されたメークイメージに合った似合うリップカ
ラーを表示する。
【０１０７】すなわち、肌色の測色値等の物理的なデー
タと、実験に基づく記憶された客観的なデータとに基づ
き、人の意志や願望のメークイメージに合ったリップカ
ラーを的確にアドバイスすることができる。
【０１０８】この場合、前記システムは既存のシステ
ム、例えば、前記公開されたメークアップシミュレータ
等に対してソフトウェアが大きく相違する。従来のシス
テムでは、オペレータの個人的な感覚によって色が選択
されていたが、本実施例のシステムでは、客観的な実験
データに裏付けられた理論により色が選択される。
【０１０９】また、表示制御部３４が、画面に前記唇輪
郭指定部３１０により指定された唇にメークイメージに
合った前記いくつかの候補色をそれぞれ塗布した複数の
顔画像を表示し、これらの中からいずれか１つを選択
し、選択された顔画像と候補色塗布前の顔画像とを同一
画面上に表示するので、複数の色について同時に比較し
て見ることができるため、より一層、人の満足のいく色
を選択できる。
【０１１０】さらに、ハードウェア面において、従来の
システムでは、高価なワークステーションを利用してい
たが、本実施例のシステムでは、パーソナルコンピュー
タを利用できるので、安価なシステムを構築できる。
【０１１１】
【発明の効果】本発明によれば、肌色情報、グループ情
報、使用者の希望すべきメークイメージ情報を入力部で
入力すると、検索部が、入力された前記肌色情報、前記
グループ情報、前記メークイメージ情報の各情報に対応
する希望すべきメークイメージに合った似合うリップカ
ラーを記憶部に記憶されたリップカラーの中から検索
し、表示部が、検索されたメークイメージに合った似合
うリップカラーを表示する。
【０１１２】すなわち、肌色の測色値等の物理的なデー
タと、実験に基づく記憶された客観的なデータとに基づ
き、人の意志や願望のメークイメージに合ったリップカ
ラーを的確にアドバイスすることができる。
【０１１３】また、撮像部、肌色位置指定部、肌色計算
部の処理により前記肌色情報が得られる。色グループ分
け部により前記使用者のグループ情報が得られ、メーク
イメージ選択部により希望すべきメークイメージ情報が
選択される。
【０１１４】さらに、唇輪郭指定部は撮像部で得られた
顔画像の中から唇の輪郭を指定するので、後にこの指定
された部分にリップカラーを塗布することができる。ま
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た、肌色カテゴリーテーブルと色差カテゴリーテーブル
とカテゴリースコアテーブルとを用いることで、各カテ
ゴリーに対応する似合うリップカラーのための肌色色
相、肌色明度、色相差、明度差、彩度差の各データをグ
ループ情報及びメークイメージ毎に求めることができ
る。
【０１１５】さらに、検索部が、肌色カテゴリーテーブ
ルと色差カテゴリーテーブルとを用いてカテゴリーを算
出し、判定されたグループ情報と選択されたメークイメ
ージ情報とに基づきカテゴリースコアテーブルとを用い
て算出されたカテゴリーに対応する前記各データを算出
し、算出された各データに基づきグループのリップカラ
ーに対する似合う度合を計算することができる。
【０１１６】検索部が、分類結果の上位いくつかのリッ
プカラーデータを候補色として表示部に出力することが
できる。表示部が、画面に唇輪郭指定部により指定され
た唇にメークイメージに合った前記いくつかの候補色を
それぞれ塗布した複数の顔画像を表示し、これらの中か
らいずれか１つを選択し、選択された顔画像と候補色塗
布前の顔画像とを同一画面上に表示するので、複数の色
について同時に比較して見ることができるため、より一
層、人の満足のいく色を選択できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のリップカラーアドバイスシステムを示
す原理図である。
【図２】本発明のリップカラーアドバイス方法を示すフ
ローチャートである。
【図３】本発明の実施例のリップカラーアドバイスシス
テムのハードウェア構成図である。
【図４】本発明の実施例のリップカラーアドバイスシス
テムのソフトウェア構成図である。
【図５】前記リップカラーアドバイスシステムの処理を
示すフローチャートである。
【図６】顔画像と色票との撮影を示す図である。
【図７】肌色の位置の指定を示す図である。
【図８】肌色マップを示す図である。
【図９】唇の輪郭の指定を示す図である。
【図１０】唇の輪郭の指定を示すフローチャートであ
る。
【図１１】色に対する許容幅によるグループ分けを示す
フローチャートである。
【図１２】画面上でのグループ選択のための質問を示す
図である。
【図１３】希望するメークイメージの選択を示す図であ
る。
【図１４】メークイメージに合った似合うリップカラー
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の検索を示すフローチャートである。
【図１５】カテゴリースコアテーブルを示す図である。
【図１６】肌色からのカテゴリデータ算出を示すフロー
チャートである。
【図１７】肌色色相カテゴリーテーブルを示す図であ
る。
【図１８】肌色明度カテゴリーテーブルを示す図であ
る。
【図１９】肌色とリップカラー間の色差によるカテゴリ
ー算出を示すフローチャートである。
【図２０】色相差カテゴリテーブルを示す図である。
【図２１】明度差カテゴリーテーブルを示す図である。
【図２２】彩度差カテゴリーテーブルを示す図である。
【図２３】似合う評価結果の一例を示す図である。
【図２４】メークイメージに合った候補色の表示を示す
図である。
【図２５】希望の色の選択を示す図である。
【図２６】選択色を塗布した後の顔と塗布前の顔との比
較を示す図である。
【符号の説明】
１１・・ビデオカメラ
１２・・キーボード
１３・・マウス
２１・・フルカラーボード
２２・・ディスク
３１・・コンピュータ
４４・・基準測色器
５１・・カラープリンタ
５２・・モニター
６０・・色票
７０・・顔画像
２２０・・リップカラーアドバイスプログラム
２２１・・カテゴリースコアテーブル
２２２・・肌色色相カテゴリーテーブル
２２３・・肌色明度カテゴリーテーブル
２２４・・色相差カテゴリーテーブル
２２５・・明度差カテゴリーテーブル
２２６・・彩度差カテゴリーテーブル
３０６・・肌色位置指定部
３０８・・肌色計算部
３１０・・唇輪郭指定部
３１１・・色グループ分け部
３１２・・メークイメージ選択部
３１３・・演算処理部
３１４・・表示制御部
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【図１】

【図１７】
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【図１８】

【図２０】

【図２】

【図２２】

【図６】

【図７】

【図２１】
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【図３】

【図８】
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【図４】

【図１２】
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【図１６】

【図２６】
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【図５】
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【図９】

【図１３】

【図２３】
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【図１０】

【図２５】

【図２４】
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【図１１】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１９】
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