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未来へつなぐ デジタルシリーズ 　刊行にあたって

デジタルという響きも，皆さんの生活の中で当たり前のように使われる世の中となりました．

20世紀後半からの科学・技術の進歩は，急速に進んでおりまだまだ収束を迎えることなく，日々

加速しています．そのようなこれからの 21世紀の科学・技術は，ますます少子高齢化へ向か

う社会の変化と地球環境の変化にどう向き合うかが問われています．このような新世紀をより

良く生きるためには，20世紀までの読み書き（国語），そろばん（算数）に加えて「デジタル」

（情報）に関する基礎と教養が本質的に大切となります．さらには，いかにして人と自然が「共

生」するかにむけた，新しい科学・技術のパラダイムを創生することも重要な鍵の 1つとなる

ことでしょう．そのために，これからますますデジタル化していく社会を支える未来の人材で

ある若い読者に向けて，その基本となるデジタル社会に関連する新たな教科書の創設を目指し

て本シリーズを企画しました．

本シリーズでは, デジタル社会において必要となるテーマが幅広く用意されています．読者

はこのシリーズを通して，現代における科学・技術・社会の構造が見えてくるでしょう．また，

実際に講義を担当している複数の大学教員による豊富な経験と深い討論に基づいた，いわば“み

んなの知恵”を随所に散りばめた「日本一の教科書」の創生を目指しています．読者はそうし

た深い洞察と経験が盛り込まれたこの「新しい教科書」を読み進めるうちに，自然とこれから

社会で自分が何をすればよいのかが身に付くことでしょう．さらに，そういった現場を熟知し

ている複数の大学教員の知識と経験に触れることで，読者の皆さんの視野が広がり，応用への

高い展開力もきっと身に付くことでしょう．

本シリーズを教員の皆さまが，高専，学部や大学院の講義を行う際に活用して頂くことを期

待し，祈念しております．また読者諸賢が，本シリーズの想いや得られた知識を後輩へとつな

ぎ，元気な日本へ向けそれを自らの課題に活かして頂ければ，関係者一同にとって望外の喜び

です．最後に，本シリーズ刊行にあたっては，編集委員・編集協力委員，監修者の想いや様々

な注文に応えてくださり，素晴らしい原稿を短期間にまとめていただいた執筆者の皆さま方に，

この場をお借りし篤くお礼を申し上げます．また，本シリーズの出版に際しては，遅筆な著者

を励まし辛抱強く支援していただいた共立出版のご協力に深く感謝いたします．

「未来を共に創っていきましょう．」

編集委員会

白鳥則郎

水野忠則

高橋 　修

岡田謙一
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はじめに

＜画像処理と情報社会＞

画像（動画像を含む）は人間にとって直感的でわかりやすく，テキストと比較して膨大な情

報を伝えることができる．画像処理技術は今やその存在を意識させないほど我々の生活に浸透

し，さまざまな恩恵をもたらしてくれる．画像の表示やインターネットでの効率良い伝送，セ

キュリティ分野における画像からの情報抽出など，画像処理技術はきわめて広い領域をカバー

しており，情報社会において必要不可欠な基盤技術の一つである．

＜本書の対象者：文系・理系を問わず熱意ある初学者＞

本書は, 大学の理系学部と高専の学生を主な対象としており, 学ぶべき内容を正確に, かつ丁

寧に解説することを心掛けた. また, より深く学ぼうとする学生にとって必要となる詳細な解説

も加えている. 一方で, 基本的な事柄に関しては, 文理問わず, 初学者が十分読み進められるよ

う, できるかぎり難解な表現を避け, 基本的な内容から丁寧に解説することを心掛けたつもりで

ある. 部分的には難しく感じられる箇所もあるかもしれないが, 理系学生のみならず, 文系学生

や, 現在ならびに今後の画像処理技術に興味のある一般の方々にも, 是非, 手にとってご一読頂

ければと願っている.

＜本書の特徴: 15章から成る講義の教科書＞

本書は画像処理のさまざまな基本技術をわかりやすく解説したものであり，講義の教科書と

して使用することを想定した 15章構成となっている．各章のはじめにはその章のポイントや

キーワードを示し, 各章の内容を確認できるようにした. また, 各章の終わりには, 演習問題を

つけており, 読者の理解度を確認できるようにしている.

＜各章: 内容のポイント＞

まず第 1章では，画像処理の概要と歴史を紹介したあと，身近な応用例を通して画像処理技

術がどのように使われているのかを解説する．第 2章では画像入出力の原理を通して，画像入

出力装置や入出力に関連する画像処理について述べる．第 3章では，画像処理における色彩や

表色系の役割と人間が色をどのように知覚するかを解説し，代表的な表色系を紹介する．

第 4章から第 6章ではより具体的な画像処理の手法について述べる．第 4章では領域処理を

扱い，ノイズ除去や鮮鋭化などの狭義の代表的な画像処理手法について解説するとともに，補



main : 2015/10/13(9:39)

iv ◆ はじめに

間や領域分割などの高度な処理についても述べる．第 5章では画像の形状や大きさを変化させ

る幾何学的変換について述べ，幾何学的変換を効率良く記述するための同次座標についても解

説する．第 6章では，画像処理の中でも歴史が古く，重要な 2値画像処理について述べる．

第 7章と第 8章では画像の認識や理解に関する手法を解説している．第 7章では画像の特徴

抽出を扱っており，画像処理の基本処理の一つであるエッジ抽出について述べたあと，コーナー

や SIFTなどの画像認識でよく用いられる特徴や，画像から図形を検出するハフ変換について

解説する．第 8章では画像認識に関して，テンプレートマッチングなどの基本的な手法から統

計的パターン認識の原理まで解説している．

第 9章と第 10章では，これまでの静止画像処理とは違った対象を扱っている．第 9章では

動画像処理について，動きを検出するオプティカルフロー，差分画像を利用した移動物体抽出

法，時空間画像などについて解説している．第 10章では 3次元画像処理を扱っており，ステ

レオカメラを用いた 3次元座標の計測やその理解に必要なカメラのモデルなどについて解説し

ている．

第 11章と第 12章は画像の符号化を扱っている．第 11章では画像符号化の意義や原理を解

説し，基本的な符号化法について述べている．第 12章では静止画像と動画像の代表的な符号化

法である JPEGとMPEGについて詳細に解説している．

第 13章では，画像処理系を扱う上で不可欠な画質評価の方法について，人間の視覚特性を含

めて解説している．第 14章では，画像を作り出す手段であるコンピュータグラフィックスを扱

い，モデリングとレンダリングの原理を解説している．第 15章では，画像処理の応用例を，外

観検査，バイオメトリクス，医用画像処理，ITSなど幅広い分野から取り上げて紹介している．

＜謝辞＞

最後に，本書の原稿に対して丁寧かつ有益なコメントをいただいた編集委員の水野忠則先生，

岡田謙一先生，高橋修先生の各先生方，ならびに，本書の完成まで辛抱強く支援していただい

た共立出版の島田誠氏に，この場を借りて心より御礼申し上げる．

2014年 9月

白鳥則郎（監修） 　　　　　　

大町真一郎（編幹事・著） 　　
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第1章
序論

□ 学習のポイント� �
画像や映像は音声やテキストと比べて情報が非常に多く，人間にとって直感的に理解しやすい．画像

を加工して新しい画像を作り出し，あるいは画像から何らかの高度な情報を得ようとする画像処理の技術

は，コンピュータやデジタルカメラなどの入出力装置の高度化に伴い急速に発展している．画像処理技術

は我々の身近なところでも使われており，生活に欠かせない技術となりつつある．

本章は，本書でこれから画像処理を学ぶための序論として，さまざまな画像処理技術，応用例，歴史な

どについて概観する．とくに身近なところでどのような画像処理技術が使われているのかを理解する．続

いて，デジタル画像の中身について理解する．アナログとデジタルの違いや，デジタル画像は何がデジタ

ルなのかを理解する．最後に，画像処理で必要となる座標系に触れ，次章以降の準備とする．

• 画像処理の概要を理解する．
• デジタル画像の構成を理解する．
• 画像処理における座標系について理解する．

� �

□ キーワード� �
画像処理，デジタル，アナログ，デジタル画像，標本化，量子化

� �

1.1 画像処理とは

画像処理は画像を扱う信号処理全般を指し，広い意味で用いられている．画像を目的に応じ

て加工する処理，たとえば画像のコントラストを強調して見やすい画像にしたりノイズを軽減

したりする処理は，画像から画像を作る処理であり，狭義の画像処理と考えることができる．画

像中の特徴を抽出して画像解析や画像認識を行なう処理は，画像を出力することが目的ではな

く，画像や画像に含まれる物体を記述する手段を得るものである．画像の符号化は与えられた

画像を表す別の信号に変換するものであり，やはり画像を出力する処理ではないが，目的は画像

や物体の記述ではなく一般には効率の良い伝送のために信号を変換することである．一方，コ

ンピュータグラフィックスは物体の形状や配置などの情報から画像を作り出すものであり，画

像を入力とするものではない．このように画像処理にはさまざまな意味合いがあり，ターゲッ
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2 ◆ 第 1 章 序論

トとするアプリケーションや関連技術は非常に多い（図 1.1）．

画像処理がどれだけ我々の生活に身近なものか，映像・放送技術を例にとって考えてみよう

（図 1.2参照）．まず映像をビデオカメラで撮影する．ビデオカメラ内部では，アナログデータ

からデジタルデータに変換され，ノイズの除去，色やコントラストなどの調整が行われ，さら

に符号化処理によりデータ圧縮が行われる．顔検出や顔認識により特定の人物にフォーカスを

合わせることなども可能である．放送される映像はさまざまに加工され，我々にとって親しみ

やすく有益な情報を付加したものになっている．天気図を背景に気象予報士の映像が合成され

るクロマキー合成，実際には存在しない物体を重畳する拡張現実 (Augmented Reality; AR)，

ノイズ除去

コントラスト強調

エッジ抽出

二値化

Flower

画像認識

4329 6021 
24dc 935c
6fea 1abe…

画像符号化

入力画像

狭義の画像処理（画像→画像）

画像→非画像非画像→画像

コンピュータ
グラフィックス

拡張現実
（AR）

周波数
解析

鮮鋭
化

絵画
風

図 1.1 さまざまな画像処理

拡張現実（AR）
クロマキー合成
オフサイドライン表示
多視点映像技術

符号化

復号
コントラスト調整
シャープネス調整
フレーム補間

ノイズ除去
色調整
コントラスト調整
符号化

図 1.2 映像・放送に関連した画像処理
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1.1 画像処理とは ◆ 3

サッカーのオフサイドラインや水泳の世界記録ラインの表示，任意の方向から見た映像を合成

する多視点映像技術など，研究開発段階のものも含めさまざまな画像処理技術が盛り込まれて

いる．そのようにして作られる映像は膨大な情報量を持つが，効率よく伝送するために符号化

技術で圧縮される．符号化されたデータはデジタル変調され，地上波や衛星波で各家庭のテレ

ビ受像機に届けられる．テレビ受像機では画質を向上させるためにコントラスト強調やシャー

プネス調整などの処理が行われる．フレームの補間によって毎秒のコマ数を増やし，動きをよ

り滑らかに表示することなども可能となっている．

別の例として，高度道路交通システム (Intelligent Transport Systems; ITS)を含む自動車

関連の技術を考えてみよう．車載カメラにより前方の画像を認識し，障害物を検知するシステ

ムが実用化されている．車体に取り付けられたカメラにより，運転している自動車をあたかも

上から見ているようなシステムもあり，駐車時などでのハンドル操作を楽にしている．道路に

取り付けられたカメラで自動車のナンバープレートを読み取るシステムは，高速道路入口の発

券や渋滞情報の取得などに利用されている．駐車場でもやはりナンバープレートを読み取るこ

とで出庫を管理している．交差点の交通流も画像により計測が可能である．道路標識や交通信

号機を認識してドライバーの運転をサポートする研究や，ドライバーの居眠りや注意力散漫な

状態を検知して注意を喚起するシステムも研究されている．以上のように，画像処理は我々の

周りのさまざまな場所で使われており，生活に欠かせない技術となっている．ここまでで述べ

たいくつかの画像処理技術について，本書の関連する章を表 1.1にまとめる．

画像処理はアナログ画像処理とデジタル画像処理に大別される．アナログ画像処理はコン

ピュータの出現以前から研究されており，光学系を利用したもの，銀塩フィルムの現像過程を

利用したもの，電気信号に変えて信号処理を行うものなどがある．光学系を利用したものとし

ては，回折などの光の性質を利用したものや，レンズやプリズムを用いたものがある．画像を

認識することもコンピュータの出現以前から考案されており，たとえば 1920年代には既に文

字認識装置の特許が出願されている．アナログ画像処理はできることが限られており，処理も

表 1.1 画像処理技術と関連する章

画像処理技術 関連する章

カメラによる映像の取得 第 2 章

ノイズ除去，色やコントラストの調整 第 3 章，第 4 章，第 13 章

符号化処理 第 11 章，第 12 章

顔検出・顔認識 第 7 章，第 8 章

クロマキー合成 第 9 章

拡張現実 (AR) 第 14 章

オフサイドラインの表示 第 5 章，第 10 章

多視点映像 第 10 章

コントラスト強調・シャープネス調整 第 4 章

障害物検知システム 第 7 章，第 8 章

ナンバープレート認識 第 6 章
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安定しない．一方デジタル画像処理はデジタル画像をコンピュータで処理するもので，アナロ

グ画像処理と比較してできることがはるかに多く，処理も安定しており毎回同じ結果が得られ

る．現在では画像処理といえばほとんどの場合デジタル画像処理を指す．

コンピュータを用いたデジタル画像処理の研究は 1960年代に本格的に開始された．文字認識

の研究を中心に細線化や特徴抽出などの基本的な画像処理技術が開発され，合わせて識別理論

などパターン認識の理論的な研究がなされた．その結果，1967年には手書き文字認識技術を用

いた世界初の郵便番号自動読取区分機が開発された．人工衛星からの画像の画質改善などもこ

の頃から試みられている．1970年代になると大型汎用計算機の普及によりさまざまな分野にお

ける応用研究が行われるようになってきた．工業用画像処理や医用画像処理などはこの頃に本

格的に始まっている．1980年代には小型のワークステーションが普及し，画像処理技術が一般

的になってくる．対象が多様化し，文書画像処理やロボットビジョンなど多くの実用システム

の研究が活発に行われた．1990年代にはパーソナルコンピュータやデジタルカメラの普及によ

り手軽に画像処理アルゴリズムを試せるようになった．動画像処理が盛んになり，コンピュー

タグラフィックスや仮想現実（バーチャルリアリティ）技術との融合も行われるようになった．

2000年以降は OpenCVなどのツールが充実し，誰でも画像処理を試せる時代になった．機械

学習との融合の重要性が再認識され，顔検出アルゴリズムなどが普及した．仮想現実から発展

した拡張現実 (AR)は携帯端末やスマートフォンにとって欠かせない技術となりつつある．一

般物体認識などのチャレンジングな課題にも取り組まれるようになってきており，今後ますま

表 1.2 画像処理技術の発展

1960 年代 画像処理の黎明期

　　　　　　　 　文字認識

　　　　　　　 　人工衛星画像の画質改善

　　　　　　　 　パターン認識理論

1970 年代 さまざまな応用研究の開始

　　　　　　　 　工業用画像処理

　　　　　　　 　医用画像処理

　　　　　　　 　リモートセンシング

1980 年代 実用システムの研究

　　　　　　　 　文書画像処理

　　　　　　　 　ロボットビジョン

1990 年代 より手軽に画像処理を試せる時代

　　　　　　　 　動画像処理

　　　　　　　 　コンピュータグラフィックスや仮想現実との融合

2000 年代以降 誰でも画像処理を試せる時代

　　　　　　　 　拡張現実

　　　　　　　 　高度道路交通システム

　　　　　　　 　セキュリティシステム

　　　　　　　 　特定物体認識

　　　　　　　 　一般物体認識
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す活発に研究・開発が行われていくであろう．画像処理技術の発展の年表を表 1.2にまとめる．

1.2 デジタル画像と座標系

1.2.1 デジタル画像

一般に，アナログが連続的な量であるのに対し，デジタルは離散的な量である．コンピュー

タで扱う画像は一般にデジタル画像であり，「空間」と「色」が離散化されている画像と考えら

れる．それに対してアナログ画像は，銀塩フィルム撮影の写真や絵画などのように，連続した

空間と連続した色で表された画像のことを指す．空間の離散化は標本化，色の離散化は量子化

と呼ばれる．標本化と量子化の概念を図 1.3に示す．標本化は元の信号の一定の間隔ごとの値

のみを保持することで，その値は任意の実数値をとる．量子化はとる値自体をいくつかの決め

られた値のみに制限することである．なお，本章では標本化と量子化の概念のみを説明し，入

力装置による具体的な処理については第 2章で述べる．

デジタル画像は，標本化により得られた画素あるいはピクセルと呼ばれる最小単位の集ま

りで構成される．図 1.4に示すように，デジタル画像の一部を拡大して見ると小さな画素の

集まりであることがわかる．画素が例えば横に 640 個，縦に 480 個並んだ画像は，全部で

640 × 480 = 307, 200個の画素で構成される．フルハイビジョンの規格である 1920 × 1080

の映像では，1枚の画像に約 200万個の画素が並んでいることになる．

一方，色に関しては，デジタル画像では光の三原色と呼ばれる赤，緑，青の 3色を混合する

ことで表現されることが多い．これを，赤 (Red)，緑 (Green)，青 (Blue)のそれぞれの最初

の文字をとって RGBと呼ぶことがある．赤，緑，青それぞれの色の濃さが普通は 256段階に

離散化されている．これが色の量子化であり，色の濃さの段階数は階調と呼ばれる．この場合

は赤，緑，青それぞれが 256階調であり，合計で 256× 256× 256 = 16, 777, 216の色を表現

することができる．このデジタル画像の階調数として 256がよく用いられるのは，コンピュー

タの扱う数値は 2進数 8桁（8ビット）が基本だからであり，8ビットでは 0から 255の数を

扱うことができる．この場合，1画素について色に関する情報を 8ビット × 3 = 24ビット分

持っていることになり，24ビットカラーと呼ばれる．これに対して，1画素あたりの色情報が

16ビットのものを 16ビットカラー，8ビットのものを 8ビットカラーと呼ぶことがある．16

標本化元の信号 量子化

図 1.3 信号の標本化と量子化
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1個1個が｢画素」

図 1.4 デジタル画像

256×256 128×128 64×64 32×32 16×16

図 1.5 さまざまな解像度の画像

256 値 16値 8値 4値 2値

図 1.6 さまざまな量子化レベルの画像

ビットカラーでは，通常赤と青に 5ビット（= 32階調），緑に 6ビット（= 64階調）割り当て

られる．緑のビット数が多いのは，人間の目が緑色をより敏感に識別するからである．8ビッ

トカラーの場合には，通常は 3色に 3ビット，3ビット，2ビットではなく，8ビット分（256

色）の色パレットを用いる．なお，輝度情報のみを持ち，色の情報を持たない画像はグレース

ケール画像と呼ばれる．画像処理においては，グレースケール画像はよく用いられる．標本化

の間隔をさまざまに変えた画像を図 1.5に，量子化レベルをさまざまに変えた画像を図 1.6に

示す．

1.2.2 座標系

画像処理では 2次元または 3次元の座標系を用いるが，通常数学で用いられる座標系とは異
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なる座標系が用いられる場合もあるので注意が必要である．2次元座標の場合，画像処理では

左上を原点とする座標系が用いられることも多い（図 1.7参照）．左上を原点とし，右向きに x

軸，下向きに y軸をとる．このような座標系は，ラスタスキャンと呼ばれる画像の走査法と整

合性が高い．ラスタスキャンでは，左上の画素から始めて右にスキャンしていき，一番右に到

達したら次の行に移り，左端の画素から右にスキャンしていく．デジタル画像では上で述べた

ように画素が最小単位であるから，通常は 1画素の大きさを 1としてとり得る座標値を整数の

みとすることにも注意が必要である．

また，3次元座標には一般に図 1.8に示すように右手系と左手系がある．右手系は右手の親

指，人差し指，中指で 3次元座標系を作ったときに，親指が x軸，人差し指が y軸，中指が z

軸に対応するような座標系である．左手系は左手の親指，人差し指，中指が x軸，y 軸，z 軸

に対応する．3次元座標としては，一般には右手系が用いられることが多いが，画像処理では

左手系もよく用いられる．本書でも両方の座標系が用いられるので注意されたい．

x

y

O

x

y

O

(a) 一般的な2次元座標 (b) 画像処理でよく用いられる2次元座標

図 1.7 2 次元座標

x

y

O

(a) 右手系 (b) 左手系

z

x

y

O

z

図 1.8 3 次元座標
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1.2.3 同次座標

画像処理では，通常の座標系のほか，同次座標と呼ばれる座標系が用いられることがある．本

書でも第 5章と第 14章で同次座標が出てくる．同次座標ではもとの次元数よりも変数を一つ

増やし，例えば 2次元であれば (x, y)の代わりに (X, Y, w)で座標を表現する．もとの座標と

同次座標との対応付けは，w �= 0のときは

x =
X

w
, y =

Y

w

であり，w = 0のときは (X, Y )方向の無限遠点を表す．とくに w = 1のときは x = X, y = Y

であるから，(x, y, 1)と表すこともできる．同次座標を用いることによって，無限遠点を表す

ことができるほか，幾何変換がより簡単な形で表現できる．幾何変換については第 5章で詳し

く述べるが，例えば回転と平行移動を一つの行列で表すことができ，表現が簡潔になるだけで

はなく，合成変換の記述も容易になる．

演習問題� �
設問1 　画像処理の応用技術にはどのようなものがあるか調べてみよ．

設問2 　それぞれの応用技術でどのような画像処理手法が使われているか調べてみよ．

設問3 　デジタル画像のさまざまな形式（フォーマット）を調べてみよ．
� �
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第2章
画像の入出力

□ 学習のポイント� �
画像処理の学習において，二つの観点から画像の入力について学ぶ必要がある．まず，画像処理の目的

は，入力画像を望ましい状態に変換すること，風景や物体などの撮影対象の情報を知ることである．これ

らの目的を達成するために，画像入力の方法と，それぞれの方法における撮影対象を画像に変換する原理

と，撮影対象とその画像との関係に基づいて画像を処理するための計算法（アルゴリズム）を設計しなけ

ればならない．次に，画像を入力するための，撮影対象を画像に変換する処理の中にも，さまざまな画像

処理の技術が利用されている．言い換えれば，画像処理なしでは，画像そのものも入手できない．

一方，撮影した画像，あるいは画像処理の結果を表示するために，デジタルデータで表現される画像

を，光の映像あるいは紙の写真に変換することは必要である．画像を忠実に再現するために，画像データ

を光の映像，あるいは紙に印刷される写真に変換するための方法と，それぞれの方法の特性に合わせて，

画像データに対してさまざまな変換や補正を行うことが必要である．これらの理由により，画像処理の学

習の一環として，画像の入出力について学ぶことは非常に重要である．

本章では，画像を獲得するための原理と，各種の画像入力装置をとりあげ，撮影対象の画像を得るため

の方法と特性を理解する．次に，画像を表示するための原理と各種の方法について理解する．最後に，画

像の入出力に必要な画像処理の事例を学び，次章以降への準備とする．

• 光学的な像の形成について理解する．
• さまざまな画像の撮影法の原理と用途，およびそれぞれの特性を理解する．
• 画像を光学映像と印刷物に変換するための方法とその原理，特性を理解する．
• 画像の入力および出力における画像処理の必要性といくつかの具体的な処理方法の例

� �

□ キーワード� �
レンズ，焦点，実像，絞り，シャッター，ピンボケ，カメラ，スキャナー，イメージセンサー，CCD，

三原色，画素，濃度，輝度，階調，解像度，標本化，量子化，AD変換，ディスプレイ，プロジェクター，

プリンター，補色，濃度変換
� �

2.1 画像の入出力について学ぶ必要性

カメラやスキャナーを使えば，画像が入手でき，処理した画像をパソコンのディスプレイや
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テレビ，プロジェクターを使って表示し，あるいはプリンターで 印刷すると，画像の出力にも

困らない．となると，「画像の入出力の部分をスキップして，画像処理の方法や原理の学習に専

念したほうがよい」と思う人が，本書の読者にはたくさんいるであろう．「処理する画像がない

と画像処理の意味はない．」「画像を表示しなければ，画像を確認できない．」だから，画像の入

出力は必要であるという説明では，画像処理の学習における画像の入出力の重要性が伝わらな

い．実は，画像の入力原理などを知らなければ，画像を正しく処理できない．そして，画像の

表示や印刷の際，画像処理の技術を応用しなければ，画像を正しく出力できない．だから，画

像の入力と出力について学ぶことが必要である．

「ボケ画像を鮮明にしたり，顔や花の発色を良くしたりする」ことに代表されるように，画像

処理の目的の一つは，画像を我々が望む状態に変換することである．画像処理のもう一つの目

的は，人物や車の検出，顕微鏡写真の中の血小板を数えたり，画像に写っている物体の形や大

きさを調べたりすることのような，画像からさまざまな情報を取り出すことである．これらの

処理を正しく行うために，関心の対象（先の例の中の「人物」，「花」など）が持っている特性

（表面の材質，光の反射特性など）を知ることは重要である．これらの情報を画像から取り出す

ために，撮影対象とその画像との関係を知ることは必要で，その関係を入手するために，対象

となる物体や風景を撮影する方法と，撮影の中に含まれるさまざまな処理や変換の原理と特性

を調べることは必須である．本章の前半では，さまざまな撮影対象の画像を得るための画像入

力装置の基本構造と，撮影対象をデジタル画像に変換する各段階の原理と特性を簡単かつ具体

的に紹介する．

一方，多くの画像処理の結果は，新しい画像である．X線写真を見て医者が病気を診断し，

農業地域の衛星写真を見て，各地の農作物の状態を調べる．テレビを見て世界中の出来事を知

り，教養を高め，さまざまな娯楽番組を楽しむ．このように，多くの画像処理の結果は人に見

せるために作られている．最終目的は人に見せるためでない場合でも，処理結果の妥当性など

を確認するために，見える形に変換し出力することが多い．画像を適切に表示するために，画

像が持っている情報，画像を光の映像や紙の写真に変換する方法の原理と特性，そして人間の

目の光を感知する特性を知り，それらに合わせて画像などを適切に調整，変換を行う必要があ

る．本章の後半では，映像を作る表示装置と，紙に写真を印刷する装置の基本構造，原理と特

性について説明する．

2.2 画像入力装置

画像入力装置はさまざまな種類のものがある．風景や人物などの撮影に最もよく利用する道

具として，俗にデジカメと呼ばれるデジタルスチールカメラがあげられる．そのほか，原理や

構造はデジカメに似ているが，動画像撮影に特化したものとしてデジタルビデオカメラもある．

また，印刷物，写真，フィルム，手書き書類，絵画のような既に紙やフィルムに記録した画像

をコンピュータなどに取り込むための，スキャナーと呼ばれる画像入力装置がある．そのほか，

可視光の代りに，放射線，磁気あるいは超音波などを使って撮影対象の内部を調べ，その結果




