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の数による違いの比較をする．さらに，インクジ

1．はじめに

ェットプリンタでは用紙を変更し，用紙によりど

ディスプレイで画質の確認をしてから画像の

のような違いが出るかの比較をする．

印刷をするとき，使用するプリンタにより印刷物

顕微鏡により拡大をして印刷物の表面の確認

がディスプレイに表示し確認した原画像とは異

し印刷方式や用紙によりどのような違いが出る

なって見えることがある．

かの比較をする．

本研究では，印刷をする際にプリンタが色の区
別，色の再現ができているのか，また，印刷方式，

3．色空間

用紙の変更によってどのような違いが生じるの

RGB 色空間は赤，緑，青の 3 色で表現される

かを，主としてヒストグラムを用いて比較検証す

加法混色に基づいている．ディスプレイやデジタ

る．

ルカメラなどで使用される．

比較用原画像にはプログラムで作成した RGB

CMYK 色空間はシアン，マゼンタ，イエロー，

それぞれ 2 色～128 色からなる色帯を用いるが，

キープレート(ブラック)で表現される減法混色の

ここでは主に青 8 色の色帯画像を使用する(図 1)．

一種である．プリンタのインクなどがこれに相当
する．
この色空間の違いにより RGB では表現できて
も CMYK では表現できない色が存在する．例え
ば，RGB での純粋な青は CMYK では表現できな
いので色域外となる[1]．

4．ヒストグラム
ヒストグラムとは画像全体で，同じ画素値を有
する画素の数を求め，頻度分布としてグラフ化し
図 1

青 8 色原画像

たものである．一般に，横軸は 0～255 の画素値
になる．ここでは上から赤(R)，緑(G)，青(B)それ

2．検証手順

ぞれの値に関するものを示す．

原画像を 4 色インクと，6 色インクのインクジ

青 8 色の色帯原画像では青に 8 個のピークを有

ェットプリンタ，4 色トナーのレーザープリンタ

するヒストグラムが得られる．原画像(図 1)では

それぞれにより印刷をする．

青に 8 本の鋭い山がある(図 2)[2]．

この印刷物をスキャナで取り込み，この取り込
み画像に関するヒストグラム，エントロピを調べ
る．
普通紙による印刷物に関し，印刷方式，インク
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図 4
図 2

印刷画像(6 色，普通紙)

原画像ヒストグラム

5．プリンタ
5.1 インクジェットプリンタ
紙にインクを直接噴きつけて印刷を行う．イン
クに CMYK の 4 色を使用するプリンタで印刷し
たもの，CMYK に加え LM，LC の 2 色を加えた

図 5

拡大画像(4 色，普通紙)

図 6

拡大画像(6 色，普通紙)

6 色(CMYK+LCLM)を使用するプリンタで印刷
した印刷画像について以下の結果が得られた(図
3，4)．
ヒストグラムの青(B)の値に 4 色(CMYK)では
六つの山が，6 色(CMYK+LCLM)では七つの山が
現れていることが分かる．
拡大画像(図 5)から分かるように 4 色(CMYK)
では色のにじみが少なく，インクの元の色を確認
することができる．6 色の拡大画像(図 6)では色が
にじみ元のインクの色は確認できず色が混ざり

5.2 レーザープリンタ

合ってしまっている．また，どちらも色の境目を
確認することがほとんどできない．

感光体にレーザーを照射し照射していない箇
所にトナーを静電気で付着させ用紙に転写させ
熱と圧力によってトナーを定着させることによ
って印刷を行う．
レーザープリンタを使用し印刷した印刷画像
について以下の結果が得られた(図 7)．ヒストグ
ラムの青(B)の値に四つの山がある．
拡大画像(図 8)から分かるように色のにじみは
少なくトナーの色が混ざり合ってできた色はほ

図 3

印刷画像(4 色，普通紙)

とんど見ることができない．しかし色の境目は確
認することができない．
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クが少しにじんでいる．

図 7

図 8

印刷画像(レーザープリンタ)
図 9

印刷画像(4 色，光沢紙)

図 10

印刷画像(6 色，光沢紙)

拡大画像(レーザープリンタ)

6．用紙
6.1 普通紙
インクジェットプリンタやレーザープリンタ
などに広く利用されている用紙である．使用した
用紙は三菱 PPC 用紙である．
それぞれのプリンタでの印刷画像は章 5，6 で
得られた画像(図 3，4，7)である．
6.2 光沢紙
紙の表面に専用のコーティングを施した用紙

図 11

拡大画像(4 色，光沢紙)

図 12

拡大画像(6 色，光沢紙)

で，インクジェットプリンタ専用のため，レーザ
ープリンタでは使用することができない．使用し
た用紙はキヤノン写真用紙光沢スタンダードで
ある．
4 色(CMYK)，6 色(CMYK+LCLM)それぞれの
プリンタで光沢紙を使用し印刷した印刷画像に
ついて以下が得られた(図 9，10)．
ヒストグラムの青(B)の値に 4 色(CMKY)では
六つの山が，6 色(CMYK+LCLM)では七つの山が
ある．

7．比較

4 色(CMYK)の拡大画像(図 11)ではインクのに

インクジェットプリンタによる印刷画像(図 3，

じみは少なく，色の境目も確認することができる．

4)は各ヒストグラムの値が原画像(図１，2)のよう

6 色(CMYK+LCLM)の拡大画像(図 12)ではイン

に計 8 箇所で山になっていることが分かる．
また，
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レーザープリンタによる印刷画像(図 7)ではイン

として CMYK では純粋な青を作ることができな

クジェットプリンタとは違い青色のヒストグラ

いからであると考えられる．

ムの値が原画像のヒストグラム(図 2)とは大きく

プリンタによる印刷画像(図 3，4，7，9，10)

違っており山の数が五つしかないことが分かる．

では，色の識別はできているが印刷を行う際にイ

このことからインクジェットプリンタはレーザ

ンクの色表現が加法混合ではなく，減法混合にな

ープリンタよりも色の再現ができていると言え

っているため画像データの色表現が RGB である

る．

画像を完全に再現はできないことがわかった．

普通紙に比べ光沢紙を使用した場合，色のにじ

顕微鏡により観察することで，印刷時に色の境

みが抑えられ，ヒストグラム(図 9，10)では，よ

界部分でインクが混ざり合い必要のない色がで

りはっきりと青色の値に多くの山の部分が表れ

きてしまうことがわかった．

た．顕微鏡による拡大画像から分かるように光沢

普通紙で印刷した場合にはインクのにじみに

紙(図 11、12)では CMYK インクのにじみが少な

よって色の再現度が下がるが，光沢紙を使用した

くインクの粒が確認できる．普通紙(図 5，6)では

場合普通紙よりも色の再現度が上がることがわ

インクが滲んでしまいインクの粒を確認するこ

かった．

とはできない．

用紙の変更によって色の再現度が上がるため，

比較検証を行った結果を以下にまとめた(表 1)．

条件を揃えることによりプリンタによる色の区

それぞれの印刷画像でのにじみの程度，ヒストグ

別はある程度できているといえる．

ラム中に確認できる山の形を○，△，×で評価し
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8．エッジ検出
デジタル画像の鋭敏な特徴を特定するアルゴ
リズムである．原画像と印刷した画像で検出でき
るエッジにどのような差があるのかを調べるた
めに用いた[3][5]．

9．まとめ
ヒストグラムの山の数が原画像と異なる理由
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補間法による拡大画像の比較
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1．はじめに

I13I043 坂本 真之助

3．画像拡大に用いる補間法

デジタル機器の普及により画像を加工するこ

画像補間法とは，画面の拡大，縮小などの操作

とはとても身近になってきた．私たちが普段画像

を行うとき，中間の画素値を隣り合った元の画素

を加工する際，様々な方法を用いているが，それ

から割り出し生成する際に行う,補間計算に基づ

ぞれの方法ごとで加工後の画質に違いが出てく

く方法である．この補間計算は縦および横方向の

る．私たちはこの加工方法の一つとして画像の拡

1 次元の多項式による計算処理を 2 段階で行う.各

大に着目し，拡大方法ごとに出力画像にはどのよ

段階で行う代表的な補間法として次の 4 通りの補

うな違いが出るか，画素値を表す bit 数に違いが

間法を用いることにする．

あれば出力された画像にはどのような差異が表

3.1

れるのか比較実験を行い調べることにした．

ニアレストネイバー法

ニアレストネイバー法とは，0 次多項式を用い

2．ラスタ画像

た補間法で，原画像の画素値をそのまま用いて拡

画像を色のついた点（ドット）の 2 次元配列と
して表現したデータのことである．ある画面を構

大する方法である．しかし，変更のため，最も近
い座標の画素値のみを用いるので精度が低い．

成する１点の最小の単位を画素（ピクセル）と呼
ぶ．各画素には RGB（Red, Green, Blue）と呼ば
れる光の 3 原色の輝度に相当する画素値が与えら
れている．比較実験では，私たちが撮影した校門
前の画像(図 1，赤枠の中で示した文字部分)を使用
する．
図 2 ニアレストネイバー法

3.2

バイリニア法

バイリニア法とは，１次多項式を用いた補間法
で，補完する画素のまわりの 4 点を用いて１次多
項式により重み付き平均により画素値を決める
図 1 原画像 校門前

方法である．
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4．ブロックとポイント間の補間
ブロック間ごとの補間は,ブロック単位でまと
めて補間計算し画素値を求める．例えば 1 次多項
式なら 2×2 画素ブロックから 2 ピクセル単位，3
次多項式なら 4×4 画素ブロックから 4 ピクセル
図 3 バイリニア法

単位，5 次多項式なら 6×6 画素ブロックから 6 ピ
クセル単位で画素値を取り出し,必要な数の画素

3.3 バイキュービック法

値をすべてのブロックごとに，補間してから次の

バイキュービック法とは，3 次多項式を用いた

ブロックに移る方法である．3 次多項式でブロッ

補間法で，補間する画素のまわり 16 点を用いて 3

ク補間をした場合の処理手順を以下に示す(図 6)．

次多項式により画素値を決める方法である．ニア
レストネイバー法やバイリニア法よりも計算量

1 回目と 2 回目

が多く画像処理時の情報の損失が少なく，滑らか

1 回目の補間

2 回目の補間

の重なる所

で自然な結果が得られる．

図 4 バイキュービック法
図 6 2 回目のブロック補間

3.4 Lanczos(n)法

ポイント間ごとの補間では,ブロックごとにま

Lanczos(n)法とは，重み付けした sinc 関数を用

とめて補間計算をするのではなく,ピクセルを 1

いた補間法であり，他の 3 通りの補間法とは異な

つずつずらしながら 1 ピクセル区間ごとに画素値

り，参照する画素の数を変えることができる．す

を補間する方法である.ブロックの大きさは多項

なわち，式のｎに任意の数を設定することで参照

式の次数によって変化する．3 次多項式でポイン

する画素の数(1 次元に関し 2n+1 個)を変えること

ト補間をした場合の手順を以下に示す(図 7).

ができる．今回は n=3，すなわち縦又は横方向そ
れぞれに関し 7 点を用いる補間計算により拡大を

1 回目の補間

1 回目と 2 回目

2 回目の補間

の重なる所

行った．

図 5 Lanczos(3)法

図 7 2 回目のポイント補間
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る．拡大後の画像がどれくらい正確に出力されて

5．bit の違い

いるか比較するためエッジ検出を用いる．校門前

デジタル画像は bit 数によって表現できる色の

の画像(図 1)の赤枠の部分に注目し，比較が容易

階調が変わる．画素は RGB それぞれの画素値を有

になるようにこの切り取り後の画像(図 14)の赤

し，一般的には赤 8bit，緑 8bit，青 8bit の合計

枠部分をさらに切り取り，エッジ検出をした際の

24bit で表現される．8bit は 256 階調の区別がで

差異の比較をする（図 9）
．

きるので 24bit では表現できる色が 256×256×
256 色，48bit では 65536×65536×65536 色とい
うように違いがある．本研究ではグレースケール
画像 fish(図 7)を 8bit と 16bit の 2 種類用意し，
バイキュービック法と Lanczos(3)法で拡大した
画像(図 12，図 13，図 14，図 15)を作成して bit
図9

の違いによりどのような差異が表れるか調べる。

切り取り後

8．文字画像
一般の写真のような自然画像とは異なり，斜線，
直線のだけのような線によって構成される画像
を用い，画像補間法の差異を比較した.曲線および
直線の原画像(図 10)と斜線の原画像(図 11)用いて
図中の赤枠で囲まれた部分を比較が容易となる
よう拡大する．補間法を用いて拡大した際にエッ
ジにどのような差異がみられるのかを調べる
図 8 原画像 fish(グレースケール,赤枠で示し
た目の部分を使用)

6．既存のソフト
作成したプログラムと一般的に使われている
既存のソフトで出力された画像ではどの様な違

図

10 曲線,斜線原画像

図

11 斜線画像

いがあるのか調べることにする．既存のソフトで
それぞれの補間法により拡大した画像とプログ
ラムでそれぞれの補間法により拡大した画像の
比較を行う．既存のソフトには，GIMP と ImageJ
を使用する．

7．エッジ検出
図 12

画像の明度の不連続に変化している箇所を特
定するアルゴリズムのことである．物の境界を明
確にすることで，客観評価に利用することができ
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バイキュービック法(8bit)

図 13

Lanczos(3)法(8bit)

図 14

バイキュービック(16bit)

図 18 プログラム Lanczos(3)法

図 19

GIMP Lanczos(3)法

表 1 原画像エントロピ(bit)
原画像
7.7962794
表 2 ニアレストネイバー法エントロピ(bit)
図 15

Lanczos(3)法(16bit)

プログラム出力

GIMP 出力

ImageJ 出力

7.7962794

7.7962794

7.7962794

表3

バイリニア法エントロピ(bit)

プログラム出力

GIMP 出力

ImageJ 出力

7.9139940

7.9152855

7.9217062

表 4 バイキュービック法エントロピ(bit)
図 16

8bit グレースケール画像

プログラム出力

GIMP 出力

ImageJ 出力

7.9274874

7.913739

7.9273688

表5

図 17

Lanczos(3)法エントロピ(bit)

プログラム出力

GIMP 出力

7.9394966

7.9426670

16bit グレースケール画像

図 20 ニアレストネイバー法のエッジ検出
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図 21 バイリニア法のエッジ検出

図 28 ニアレストネイバー

斜線

図 29

バイキュービック

斜線

9．評価
画像の評価方法として，目視による主観評価と
何らかの評価値を求めて行う客観評価がある．本
研究では,補間法ごとの拡大画像(図 2，3，4，5)
図 22 バイキュービック法のエッジ検出

と bit の差による出力画像(図 12，13，14，15)
の比較の評価方法として目視による主観評価の
みで，エッジ検出はエントロピによって出された
数値による客観評価を行い，既存のソフトとの比
較は，主観評価と客観評価の両方で評価を行う．

10．主観評価
図 23

Lanczos(3)法のエッジ検出

ここでは原画像(図 1)から切り取った画像と魚
の画像(図 8)の目玉を切り取った画像と,原画像
から切り取った後の画像(図 9)をさらに切り取り，
画像の拡大し,エッジ検出による比較を行った．
バイキュービック法で拡大した画像(図 4)と
Lanczos(3)法で拡大した画像(図 5)を比較する.
その結果バイキュービック法より Lanczos(3)法

図 24 ニアレストネイバー

図 25 バイキュービック

曲線

曲線

で拡大した画像の方が，輪郭が鮮明に表現されて
いることがわかる．
8bit と 16bit の画像の比較では,16bit 画像があ
まり一般的には使われていない理由を確認する
ことができた．すなわち，構成する bit 数が多い
16bit 画像の方がより細かい色階調の表現をして
いるのが読み取れる(図 16,17)．しかし，目視での
評価では，違いが分かる程の差がないことが確認

図 26 ニアレストネイバー

直線

図 27

バイキュービック

直線

できた(図 12，13，14，15)．このことから一般的
に 16bit による画素値の画像があまり使われてい
ないのは目視では 8bit により画素値を表してい
る画像との差が確認できないためであると考え
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られる．

られる．バイキュービック法では周りの画素を用

既存のソフトとの比較では，ニアレストネイバ

いて補間しているので線の端に段のようなもの

ー法は,見た目，情報量(表 1，2)ともに原画像と

が出力される画像(図 27)が確認できる.これらの

違いは見受けられなかった．バイリニア法，バイ

エッジ検出により得られた結果から直線的な画

キュービック法での出力した画像は見た目に違

像においてはニアレストネイバー法，風景や人物

いは見受けられなかったが,それぞれわずかに情

などの画像には Lanczos(3)法が適していること

報量に違いが見られた(表 3，4)．Lanczos(3)法は

がわかる．

GIMP で出力した画像(図 19)の方がプログラムで

11．まとめ

出力した画像(図 18)に比べてややぼやけて見え
ることが確認できる．GIMP で出力した画像の方が，

今回,補間に用いたプログラムでは画像の端の

プログラムで出力した画像よりも情報量が多い

部分の計算処理が正確に出来ておらず切り抜い

がわずかな違いである為，画像がぼやけているこ

て画像の比較を行っている．今後は,端の部分も

とに直接関係していないと考える(表 5)．GIMP が

正確に処理すること,また今回ブロック補間での

どのようなプログラムで動作しているのかわか

Lanczos(n)法による補間ができていないため今

らないため詳しくはわからないが，補間を行って

後はこの方法を含めて比較していくこと，主観評

いるプログラムの違いにより違いがでたと考え

価を数人の主観で判断しているので更に精度を

られる．

上げるためより多くの人から画像の主観評価を

エッジ検出では，ニアレストネイバー法で出力

得ること，客観評価としてエントロピしか用いら

した画像にエッジ検出を施した画像(図 20)はエ

れていないので他の評価方法を利用する事を課

ッジが格子状に検出されたことから境界線が一

題とする.

直線であることが確認できた．バイリニア法で出
力した画像にエッジ検出を施した画像(図 21)は
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