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概要
本論文では、主にラスタ形式のカラー画像を自動的に関数形式に変換する処理に必要
な要素技術について述べる。ラスタ形式の画像を関数形式に変換するためには、画像中の
図形の輪郭を取得する必要がある。 この際に、従来の手法では状況によって一本の輪郭
線を重複して取得してしまう場合が生じる。この結果、得られた関数形式の画像をラスタ形
式に逆変換した場合、本来 1 本であった輪郭線がずれた 2 本として描画されるという問題が
あった。そこで、本論文ではまず、このような問題を解消するための輪郭線追跡手法を提案
する。この手法では、どのような輪郭線に対しても 1 回のみ追跡することが特徴で、この結果
輪郭線の重複取得を防ぎ、ラスタ形式に戻した際にも 1 本の輪郭線をずれることなく、本来
の 1 本として描画することが可能である。また、輪郭線を重複して取得しないことで、取得さ
れる輪郭線を少なくできるため、従来法に比べ変換処理の高速化も図ることが可能である。
次に、輪郭線の関数近似を行う際に、輪郭線を角点と呼ばれる急峻に折れ曲がった点で
分割する操作を行う場合があるが、従来、角点の検出に用いてきた Davis の手法はノイズの
影響を受けやすい性質があった。そこで、この欠点を解消するため、積和演算を用いる角点
検出手法を提案する。これは、複数の点の情報から角点の判定を行うものであり、判定に用
いる特徴量を積和演算により統計的に求めることから、従来の Davis の手法と比較して画像
上のノイズに影響されにくい手法である。
最後に、提案手法を用いたシステムを Java 言語で実装した例を示す。このシステムはモ
ジュール化されており、実験のために輪郭追跡や角点抽出、関数割り当てなどの各モジュ
ールを動的に別の実装に変えることが可能である。また、実際の画像により提案手法の有効
性を検証するために、関数形式の画像などの描画オブジェクトを紙面上に配置し印刷する
ことが出来るレイアウタを実装した。このレイアウタは、各種展示会のデモなどで実際に用い
られており、提案手法の有効性と実用性を示すことに役立っている。
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1 序論
1.1 はじめに
1978 年に日本語ワードプロセッサが出現して以来、日本においても文書作成の
電子化が進んでいる。また、近年ではパーソナルコンピュータの発展により、文字だ
けでなく、図形や写真入りの電子文書を個人で作成したり保存したりすることも可能
となっている。さらに、看板やポスターなどの大型の印刷物もパソコンで電子的に作
成できる状況となり、拡大を行ってもあまり画品質を損なわないスケーラブルな画像
処理が要求される状況に至っている。
本論文はこのような DTP(卓上出版:Desk-Top Publishing)の技術に関して、特
に図形の輪郭を関数で近似することにより、スケーラブルかつ高精細に表現する手
法について行った研究のまとめである。
なお、本研究での成果を盛り込んだ DTP システムは、国内外の展示会等で画質
の美しさなどの点で高い評価を受けている。また、本研究成果の一部を公表した論
文[1]は、印刷学会の論文賞および印刷朝陽会賞を受賞するなど、今後の印刷革
命に寄与する技術として注目されている。

1.2 社会的背景
一般に印刷物を作成するためには組版を行う必要がある。組版には文字や図を
配置する植字や割付といった作業がある。かつては、これらの組版作業には高価な
装置や高度なスキルが要求されていた。そのため、これらの技術を持たない素人が
印刷物を作成することは困難であった。しかし、近年になって個人用計算機の性能
が長足の進歩を遂げ、組版作業を DTP システム上で行うことが出来るようになった。
この結果、印刷の素人でも、比較的廉価にかつ容易に組版作業を行うことができる
ようになってきた。
ところで、現在の DTP システムでは図や絵柄としてラスタ形式の画像を取り扱うこ
とが多い。ラスタ形式とは、図 1 に示すように、画素(Pixel)と呼ばれる色情報を持
った点が、走査線(Raster)に沿って格子状に並ぶことで画像を表現するという形式
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である。ラスタ形式の画像が計算機上で用いられるようになったのは Richard
Shoup によって 1973 年に Xerox の PARC 研究所で作られた SuperPaint から
であるが[2]、ラスタ形式というアイデア自体は 1843 年に Alexander Bain によって
特許申請されたファクシミリが源流ではないかと考えられる。
ラスタ形式の画像は、2 変数空間を均等間隔で標本化したものと見なすことが出
来るので、Shannon の標本化定理に基づいて取り扱うことが出来る。このため、フィ
ルタリングなどの画像処理に適していると言える。また、イメージスキャナやデジタル
カメラなどの画像入力機器から入力される画像も、それらの機器の物理的特性から
ラスタ形式となっている場合が多い。計算機上で作成された画像においても、慣習
的な理由などからラスタ形式で取り扱われることが少なくない。

画素(Pixel)
走査線
(Raster)

図 1

ラスタ画像の例と走査線

しかし、ラスタ形式の画像は拡大や縮小または回転などの、元の画像と異なる走
査線を持つ画像に変換する際に、問題を生じる場合がある。たとえば、図 2 の例の
ように、画像を拡大する際には位置情報の量子化誤差がギザギザとなって現れるジ
ャギノイズと呼ばれる現象が生じたり、ぼやけた画像になったりして画質劣化が目立
ってしまう問題が生じる。また、図 3 の例のように画像を縮小や回転するような操作
では、画像の情報の一部が失われてしまう場合があり、拡大や逆向きの回転などの
逆操作を行っても元の画像に戻らないなどといった問題が生じる。
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輪郭線にぎざぎざが生じている
最近傍法で拡大(10倍)

輪郭線がにじんでいる
B-Spline補間で拡大(10倍)

図 2

拡大で生じるにじみやジャギの例

50%に縮小
200%に拡大

30°回転

原画像

-30°回転

図 3

縮小や回転操作を行うと画質が劣化する例
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こういった拡大や縮小、回転といったアフィン変換は DTP の組版のような作業で
多用されるため、上述した画像品質の劣化を解消することは重要な問題である。こ
の問題に対する一つの有効な対処手段として、画像をラスタ形式ではなく関数形
式で表すことがあげられる。関数形式とは画像中の図形の形状などの情報を関数
で記述することで画像を表現する形式である。ここで言う関数形式はベクトル形式・
アウトライン形式などとも呼ばれることがある。計算機上で関数形式の画像が使われ
てきた歴史はラスタ形式よりも古く、1951 年に MIT で防空用計算機として製作され
た Whirlwind および SAGE が起源であると言われている[3]。また、関数形式自体
の歴史は、さらに古く、図形が数学的に共通の特徴を持った領域であるとする幾何
学の考え方が紀元前のギリシャでは広まっていたことがユークリッドによって著され
た原論などから分かる。そして、幾何学が座標系と結び付けて考えられるようになっ
たのは、直交座標系の発明者であるデカルトの著した方法序説からである。
関数形式の画像はアフィン変換などの変形を行う場合でも、ラスタ形式とは違い
関数の係数に対して操作を行うだけでよいため画像を構成する情報の劣化がおき
にくい。この利点から文字の形状の記述、いわゆるフォントの記述に用いられること
が多い。また、形状が単純で輪郭がはっきりしたイラストのような画像を取り扱うのに
も適している。
このように多くの利点を持つ関数形式の表現であるが、印刷や表示の際には出
力機器の構造上の特性からラスタ形式に変換する必要がある。この変換処理はラ
スタライズ(Rasterize)と呼ばれており、これまでにも多くの研究が行われてきた分
野である。例えば、直線のラスタライズについては、Bresenham の提案したものが
有名である[4]。このアルゴリズムは、2 点の間を結ぶ直線上の画素の座標列を、逐
次的に求めることが出来るものである。このとき、ディジタル微分解析器という概念を
用いることで、厳密な直線とラスタライズされた画素の間の残差の符号を整数の加
減算のみで表現することで高速な処理を実現している。また、同様に整数のシフト
と加減算のみで円をラスタライズすることが出来る Michener のアルゴリズムも有名
である[5]。
一方ラスタライズとは逆の、ラスタ形式の画像を関数形式に変換する操作を、本
論文では関数化と呼ぶことにする。適切な関数化の手法を用いれば、通常のラスタ
形式の画像を関数形式の画像に変換することができ、前述したようにアフィン変換
に対して画質劣化しにくい利点を持つため、DTP においても有用といえる。また、
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DTP 以外の分野でも、電子出版や画像認識、画像検索など幅広い分野での応用
が可能であり、有効性が期待できる。
ところで、ラスタ形式の画像と関数形式の画像を対比させて考えたとき、ラスタ形
式は物理的な存在と、関数形式は抽象的な存在と対応付けることが出来る。これは、
ラスタ形式における各構成要素が単体では意味を持たず、単なる色に過ぎないの
に対して、関数形式における各要素はそれ自体が何らかの概念を表しているもの
であるためである。このように考えたときに、関数化という操作は、画家が見たものを
筆の動きに変換する操作とたとえることが出来る。すなわち、画家の目の網膜に入
射した光の点の集まりはラスタ形式であり、筆の動きとは図形を表す関数であると考
えることが出来る。このように捉えると、関数化という操作は一種の認識の問題であ
ることが分かる。言い方を変えれば、具象物であるラスタ画像の特徴から、その抽象
的な意味を関数として帰納しているということも出来る。このため、同じ画像が入力さ
れた場合でも、状況によって異なった結果が最適となる場合もあり、関数化処理を
単純なアルゴリズムで実装することは困難である。
たとえば、元のラスタ画像に忠実となるように関数を生成すると、ゴミやジャギなど
のノイズまでも正確に関数で表現してしまうため、見た目が不自然になってしまう。
入力された画像の、どこまでがノイズで、どこからが意味のある画像成分なのかを自
動的に判断することは困難な問題である。寅市和男教授をリーダーとする我々の研
究グループでは、このような関数化の諸問題について、解決策を模索し、関数化手
法の確立を目指してきた。

1.3 歴史的背景
我々の研究グループでは、本論文の主要なテーマである輪郭情報の関数化に
関する研究も行ってきた。以下にその経緯と、大まかな研究内容について述べる。
かつて、フォントの輪郭を関数で記述する作業は一般に人手で行われていたが、
この作業には非常に大きな手間とコストが掛かっていた。そこで、この作業を自動的
に行うことを目的として、1980 年代にフォントの関数化の研究が行われた。そして、
256×256 画素の毛筆フォントを自動的に関数化し、10 倍以上圧縮された状態で保
存することに成功した[6]。この際には 2 次の B-Spline 曲線を用いて文字の輪郭線を
表現していた。また、折れ曲がった部分を表現するために、Davis らの提案する離
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散曲率と呼ばれる指標[7]を用いて角点を検出し、曲線を分割していた。しかし、離
散曲率にはノイズに影響を受けやすいという問題があった。
次に、毛筆フォントの関数化に続いて、活字体やロゴなどの意匠の関数化が研
究された[8]。活字のように規則的な輪郭を持つ図形でもメリハリのある表現を行うた
め、近似関数として B-Spline 曲線に加えて円弧と直線を導入した。
さらに、1997 年には吉川らにより、文字という枠を取り払い、地図や設計図面のよ
うな一般的な白黒画像を関数化するという研究が行われた[9]。この研究によって文
字のような小さな画像でなくとも関数化の技術が有効であることが示された。
そして、1999 年には森らによって画像を関数化する研究が進められた[10]。この
研究では、動的計画法を用いた最適な関数の選択が提案された。また、このときカ
ラー画像を関数化する試みも行われた。しかし、従来の輪郭追跡手法では輪郭線
を重複して追跡してしまうため、関数化されたカラー画像を再生する際に輪郭線が
ずれて再現されてしまうという問題が生じることが確認された。
このようなこれまでの研究の経緯を踏まえて、本論文では、未解決であった輪郭
線のずれと重複の問題を解消し，カラー画像を関数化するのに適した輪郭線追跡
手法および、Davis の離散曲率よりもノイズの影響を受けにくい角点検出の指標を
提案するものである。

1.4 研究の目的
上述したように本論文の主要な目的の１つは、森らの行ったカラー画像の関数化
の試みにおいて問題となった、一部の輪郭線がずれて描画されるという問題を解決
することである。この問題は、ある輪郭線を挟む２つの領域が、その輪郭線の異なる
関数表現を持ってしまうことに起因する。１つの輪郭線が異なる２つの関数で表され
てしまうのは、関数近似の際の誤差によるものである。しかし、関数化の際の誤差を
完全に無くすことは非常に困難である。このため、より根本的な解決として、領域の
間の輪郭線の関数表現を、両側の領域を描画する際に共有することでこの問題の
解決を図る、カラー画像のための新しい輪郭線追跡の手法の開発を目的とする。
また本論文では、Davis の提案する離散曲率[7]が角点を検出する際にノイズの
影響を受けやすいという問題を解決することも目的としている。Davis の手法が、ノイ
ズに弱い原因として、点列上のわずか 3 点の座標のみから特徴量を算出しているこ
11

とが挙げられる。これを解決するため、より多くの点から統計的に積和演算によって
特徴量を計算する手法を提案する。
また、上述の研究目的が達成されたことを実証するため、本論文で提案する手
法を実装したシステムを構築する。本システムの最終的な目標は、より人の認識に
近い図形の認識であり、実用化された暁には、ラスタ画像と関数画像は透過的に変
換が可能になり、DTP 分野をはじめ CAD (Computer Aided Design) や GIS
( Geographical Information System ) などの分野で形式によらない画像処理を行う
ことが可能になることが期待される。

1.5 論文の構成
次章以降の本論文の構成は以下のとおりである。
まず、2 章では、本論文で提案する各手法を説明する準備として、用いられてい
る用語および座標系の定義と、本論文で想定する関数化システムを構成する各機
能モジュールの概要について説明する。
次に、3 章では、共有される輪郭を 2 重に追跡しない輪郭追跡アルゴリズムにつ
いて述べる。この手法では、連結した輪郭線分を 1 回ずつ追跡し、それを組み合わ
せることで領域を再構成する。これにより、１つの図形輪郭が２つの異なる関数表現
を持ってしまうことで、ずれて描画されることを防ぐことが出来る。また、隣接する 2
つの領域が同じ輪郭線分を 2 回追跡することがないため輪郭追跡や関数近似の処
理を高速に行うことが出来る。この内容は業績目録の論文誌[C]および、国際会議
録[I]に関係している。
続いて、4 章では、積和演算を用いた角点抽出について述べる。角点抽出とは、
関数近似処理を高速化するために輪郭線を急峻に折れ曲がった角点で分割する
ために、角点の位置を探す操作である。過去の研究では、角点の位置を検出する
ために Davis の提案する離散曲率と呼ばれる特徴量[7]を用いていた。しかし、離
散曲率は点列上のわずか 3 点の位置から計算されるため、ノイズやぼやけなどで
角点が検出できなくなることがあった。これらの問題を解決するために、より多くの点
から統計的に特徴量を計算する手法を提案する。これは、フルーエンシ AD 関数と
角点周辺の点列の座標値との積和演算が AD 関数の滑らかさパラメータによって
異なった挙動を示すことを利用している。
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5 章では、本論文で提案する手法を実際に用いたシステムについて述べる。1 つ
目のアプリケーションは、関数化ツールで、入力された画像を 2 章で示すような処
理手順で関数化する。このアプリケーションは Java 言語で実装されており、さまざ
まな環境で実行することが出来る。また、この関数化された画像を紙面上にレイアウ
トし印刷することが出来るようなアプリケーションも作成した。このアプリケーションは
研究室における他の DTP 技術の研究においても用いるため共同開発されたもの
である。これも Java 言語で実装され、さまざまな形式の画像を読み込むことが出来
るように拡張可能である。
最後に 6 章では、本論文の結論と今後の課題を述べる。
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2 関数近似システムの概要
2.1 用語の定義
本節では本論文で用いられる用語について定義を行う。
また、それぞれの定義の概念図を図 4 および図 5 に示す。
•

画素(Pixel)
画素とは、色などの情報を保持した長方形とする。

•

画像(Image)
画像とは、長方形の中に隙間無く格子状に画素が配列したものとする。

•

領域(Region)
領域とは、画像上で共通する性質を持った連続する画素の集合とする。特
に共通する性質として色を用いる場合の領域を色領域と呼ぶ。

•

輪郭線(Boundary)
輪郭線とは、ある領域とその外部を隔てる線とする。

•

輪郭点(Boundary point)
輪郭点とは、輪郭線上の点であるとする。

•

輪郭線分(Boundary segment)
輪郭線分とは、輪郭線の連続した一部分を意味するとする。

画像
(色)領域

輪郭線
輪郭点

画素
輪郭線分
図 4 用語の定義１
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•

輪郭線群(Boundary group)
輪郭線群とは、輪郭線を辿ることで到達可能な輪郭線の集合とする。

•

角点(Corner point)
角点とは、輪郭線上で急峻に折れ曲がった点を指す。

•

接合点(Joint point)
接合点とは、１つの関数で表される輪郭線分の両端点である。

接合点
輪郭線群
角点

図 5

用語の定義２

2.2 座標系の定義
本節では本論文で示す関数化システムで用いる座標系を定義する。
まず、画素の座標系は通例に習い、図 6 のように、画像の左上隅の画素を原点
とし、x 軸を右向き、y 軸を下向きに取る。
次に輪郭線の座標系を考える。一般の画像処理では輪郭線は画素の中央を通
ると考えることが多い。これは、輪郭点の座標系が画素の座標と一致するため取り
扱いが容易であるからであると考えられる。しかし、関数化を行う場合において、輪
郭線が画素の中央を通ると考えた場合、本来の境界である画素の縁から半画素ず
れたところに輪郭線が存在することになる。これは、等倍以下でラスタライズする際
には大きな問題とはならないが、拡大してラスタライズを行う場合、目に見える誤差
となって現れてしまう。これを防ぐため、本論文で示す関数化システムでは、Brice
らの提案するように画素の境界(crack)に輪郭線があると考える[12]。輪郭線上の輪
郭点を表す座標は、図 7 に示すように、輪郭線が画素の左上の角を通るとき、その
画素の座標を用いるとする。
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x
(0,0)

(1,0)

(2,0)

(0,1)

(1,1)

(2,1)

(0,0)

(1,0)

(2,0)

(3,0)

(0,1)

(1,1)

(2,1)

(3,1)

(0,2)

(1,2)

(2,2)

(3,2)

y
図 6

図 7

座標系の定義

輪郭線の座標系

2.3 関数化システムの構成
本節では関数化システム全体として想定している構成を述べる。
システム全体は図 8 に示すような構成となっている。データの流れを追っていく
と、まず入力された画像を領域に分割する処理がある。ここでテクスチャ分類やクラ
スタリングなどの技術を利用して領域を分割することも考えられる。しかし、色領域を
領域として用いる場合には、特に処理を行う必要はない。
次の段階としては領域の境界線を追跡して輪郭点列を得る処理を行う。この処
理については 2.4 節で詳しく説明する。
次に、必須というわけではないが、2.5 節で詳しく述べる角点での輪郭線分の分
割処理を付加的に行う。この処理を行うことによって輪郭線分が断片化し、関数近
似処理をより高速に行うことが可能となる。
最後に、得られた輪郭線分に、適切な関数表現を割り当てる処理を行う。この処
理は、先行研究によって均等間引き法[6] 、多段階抽出法[8][9] 、動的計画法[10] 、
逐次間引き法[11]、ダイクストラ法、２分探索法[1]など、さまざまな手法が提案されて
おり、状況に応じて使い分けることが可能である。
こうして得られた近似関数と領域情報を用いて、保存や伝送を行う。再びラスタ
形式の画像に戻す場合は、領域情報を元に近似関数で表される領域内を塗りつ
ぶすことでラスタライズが可能である。
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入力画像

領域分割

色領域を用いる場合
特に処理を行わない

領域画像

輪郭追跡

輪郭点列

領域情報

関数近似

近似関数

図 8

関数化システムの処理手順
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2.4 輪郭追跡手法
2 値画像の輪郭は分岐も交差も無いため、比較的単純に追跡することが出来る。
ここで輪郭の追跡と呼んでいる操作は Freeman らによって提案された手法で、図
9 に示すように図形あるいは領域の輪郭線上の連続した点を順次辿って行くことで
輪郭線上の点列を逐次的に取得する手法である[13]。
森らがカラー画像を関数化する際に用いた手法では、関数化する図形の輪郭線
を取得する際に、それぞれの閉領域に注目し、その領域とそれ以外の領域という 2
領域と考えることで、白黒画像に使われていたものと同じ輪郭追跡の手法を用いて
いた。
一般に、輪郭線はその両側の２つの領域が共有していると考えることが出来る。
たとえば、白黒画像であれば、輪郭線を挟む 2 つの領域は必ず白と黒となる。この
2 つの領域から輪郭線が共有されている。ここで、図 10 に示すように、2 値画像の
輪郭線は必ず閉じたループとなるため、輪郭線の両側の領域のいずれかが輪郭線
によって閉じた領域となる。このとき、輪郭線は閉じた領域に所属していると考える
ことが出来る。

３
２

１
０
７

２

１

４

０

５

６

７

Freemanの
Chain-code

図 9

進行方向から右に見える
画素から反時計回りに
次の輪郭の画素を探す。
この図の場合では
７-０-１-２の順で探す。
輪郭線はChain-codeの
列として表す。
この図の例では
2-2-1-2-1-2となる。

チェーンコード法による輪郭追跡
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輪郭追跡
白領域の輪郭線

黒領域の輪郭線

図 10

２値画像の輪郭線の例

しかし、カラー画像の輪郭線の場合においては 3 色以上が 1 点で会合するよう
な場合があるため、1 つの輪郭線だけでは、どちらが外側なのかを一意に判定する
ことが出来ないことがある。このとき、１つの輪郭線を 2 つの領域が共有して利用す
る場合がある。たとえば図 11 のような画像があった場合、中央の輪郭線 B は領域
X と領域 Y の両方から利用される。このような状態を本論文では「共有されている」
と呼ぶ。
森らの手法では、図 12 に示すように、共有される輪郭線が領域 X の輪郭線を追
跡するときと、領域 Y の輪郭線を追跡するときの両方で抽出される。そして、それぞ
れの輪郭線が関数化される際に、別々の点列として関数近似されるため、近似誤
差によって異なる関数として記述されてしまう場合がある。すると、輪郭線 B の場所
で領域 X と領域 Y が重なったり、間に隙間が開いたりしてずれてしまう。この現象に
より、再生画像の品質が大きく損なわれていた。
本研究の主要な目的の 1 つは、このずれを生じないようにすることである。これに
ついては 3 章で、詳しく述べる。

輪郭線A
領域X
輪郭線B
領域Y

輪郭線C

図 11

共有される輪郭線の例
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輪郭追跡
それぞれの領域の
輪郭線が別々に辿られる

関数近似
関数近似の際に
近似誤差が発生する

ラスタライズ
ラスタライズすると
輪郭線がずれてしまう

図 12

従来手法による輪郭線追跡
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2.5 角点抽出手法
輪郭線の追跡の終了後、その輪郭線を関数近似することになる。関数化の手法
はいくつかあるが、その多くは輪郭線の長さに対して多項式オーダーの計算量であ
る。この関数化の計算量を軽減するため、前処理として輪郭線を角点で分割する処
理を行う。この処理は、関数近似に用いている円弧、直線、自由曲線のいずれも角
点を含む曲線を表現できないことを利用している。
我々のグループでは従来、角点を検出するために離散曲率と呼ばれる特徴量を
用いてきた。離散曲率は Davis らに提案された特徴量であり、点列上で、ある点か
ら一定個数前の点へのベクトルと後ろの点へのベクトルの成す角の余弦として定義
される[7]。離散曲率は計算が高速で、かつ曲線上の折れ曲がった部分をかなり鋭
敏に検出できる。しかし、わずか 3 点の位置から算出されるため、ノイズによる輪郭
点の位置のずれにも影響を受けやすいという性質があった。このため、鈍角を検出
するために閾値を低く設定すると、誤ってノイズを角点と見なしてしまう場合があっ
た。
そこで、本論文ではノイズの影響を受けにくい積和演算を用いる手法を提案する。
この手法については 4 章で詳しく述べる。
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3 再帰的輪郭追跡手法
3.1 従来用いられてきた手法とその問題点
輪郭追跡とは、領域の輪郭線上の点を逐次的に取得してゆく操作である。従来、
我々のグループで用いてきた輪郭追跡の手法は Freeman のチェーンコードに基
づく手法であった[13]。この手法は 2 値画像ではうまく機能していた。しかし、2 値画
像の輪郭追跡のために設計された手法であるため、
多値画像に拡張して用いる際には、画像を、ある値を持つ閉領域に含まれる画素
とそれ以外の画素の、2 値画像であると見なして処理を行っていた。
しかし、この方法では、図 13 のように、隣接する２つの領域が共有するような輪
郭線を 2 回追跡してしまう。このようにして 2 回追跡された輪郭線は、図 14 で示さ
れるように、それぞれの領域を表すデータ構造の中で別々に扱われているため、輪
郭線の関数近似を行う際に、設定された許容誤差の範囲内ではあるが、異なる関
数として近似される可能性がある。そして、２つの異なる関数で表現されてしまった
輪郭線を含むような領域をラスタライズするときに、領域同士が重なったり隙間が開
いたりしてしまう現象が発生することがある。この現象は、図 15 に示されているよう
にラスタライズされた画像の品質を大きく損なう場合があり、問題となっていた。

この輪郭線分が、茶色の領域と黄土色の領域から
共有されているため２回追跡されている
図 13

共有される輪郭線が２回追跡される例
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関数近似

元は１つの輪郭線
だったが、別々に
関数近似されて
許容誤差の範囲
内で異なる形で
表現されてしまう。
共有された輪郭線分が、
関数近似によって異なる
関数で表現されてしまい、
領域の間に重なりや
隙間が発生してしまう。

図 14

共有された輪郭線が別々に関数化される例
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従来の手法で輪郭追跡を
行い、関数化した画像

元の画像

隙間が生じている

右上の画像の一部を拡大したもの

図 15

従来手法で問題の起きる例
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この共有される輪郭線に関連する研究としては、共有される輪郭線を保存する輪
郭線追跡手法が Liow らによって提案されている[14]。しかし、この手法は単に共有
される輪郭線を追跡する際に、その座標値列が同一になるというだけで、関数化を
行った際には従来の手法と同様に、輪郭線の近似誤差によって領域館に隙間が
生じるなどの問題が生じる。また、この手法はクラスタリングされた領域の輪郭を追
跡するためのものなので、同一のラベルを持った領域が連続していなければ正常
に動作しない。このため、一般的な色画像にそのまま適用することが出来ないという
問題もある。

3.2 再帰的輪郭追跡手法
ここで提案する手法では、輪郭線がずれてしまうという現象を解決するために、
図 16 に示すように、２つの領域から共有されているような輪郭線であっても、1 度
だけ追跡を行い、１度だけ関数近似を行う。そして、領域をラスタライズする際には、
共有された輪郭線のデータ構造を参照する。こうすることにより、ラスタライズの際に
異なる輪郭線が描画されるという問題を解決することが出来る。
また、2 重に追跡されていた輪郭線を１度しか追跡しないため、従来手法による
結果と比較して、輪郭線の総延長は最良の場合で、半分近くまで短くなる。これに
伴って、関数近似処理にかかる時間や、関数化の結果の保存に必要なデータ量を
削減することが可能である。
以下では輪郭線追跡のアルゴリズムで用いる処理を詳細に説明する。

3.2.1 分岐点までの輪郭の追跡ルーチン
このルーチンでは輪郭線が分岐するところ、すなわち３つ以上の領域が１点で会
合する場所まで輪郭線を追跡する処理を行う。処理の流れは図 17 に示すフロー
チャートのようになる。
このルーチンは初期位置として指定された点から初期方向として指定された方向
に輪郭追跡を開始する。このとき、初期位置から初期方向を見て右斜め前の画素
の色を右領域、左斜め前の画素の色を左領域として記憶しておく。
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輪郭追跡
分岐点で輪郭線が
分割されて辿られる

関数近似

関数近似の際に
近似誤差が発生

ラスタライズ
分割された輪郭線を
組み合わせて領域を描画
誤差があっても
輪郭線がずれない

図 16

提案手法による関数化の流れ
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輪郭追跡モジュール（初期位置）

現在位置＝初期位置
右領域＝初期位置から右前方の画素のラベル
左領域＝初期位置から左前方の画素のラベル

現在位置を前方に進める

現在位置の右前方と左前方の画素のラベルから
表を参照して次の方向を決め、現在位置に反映する

表で終了を指示された
または
現在位置==初期位置

No

Yes
変数表
初期位置：分岐
現在位置：分岐
右領域：整数
左領域：整数
図 17

構造体
終了

分岐：
X座標：整数
Y座標：整数
方向：整数

輪郭追跡モジュールの流れ図
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そして、以下の手順を、追跡が初期位置に戻ってくるか、分岐点に到達するま
で繰り返す。追跡方向に 1 画素分進み、追跡方向の右斜め前方と左斜め前方の 2
画素の色を調べる。その色の組み合わせによって表 1 および表 2 を参照して次の
進行方向を決める。
分岐点に到達して反復が終了した場合、追跡された輪郭点の列と共に、分岐点
の位置と分岐の方向を結果として返す。この分岐点の位置と分岐した方向をペアに
した構造をここでは「分岐」と呼ぶ。
次の追跡方向を決める表としてどのようなものを用いるかによって、輪郭追跡を
行う対象の領域がそのような連結規則に基づくものであるかを選ぶことが出来る。
表 1 に基づいて追跡を行った場合、領域は４連結であるとみなされる。また表 1 に
加えて表 2 も用いる場合は、８連結の領域の一部にも対応する。
ただし、表 2 の最後の行のような場合、右領域と左領域が共に連結している状
態にあるが、共に連結した状態を表現することが出来ないため、どちらかの領域は
切断することになる。このとき、どちらの領域を切断するかの判断基準として、図形と
背景の領域があった場合、図形の領域が連結していると考えたほうが自然に見える。
そこで、一般的に図形と背景の領域を比べた場合、局所的に図形の領域に含まれ
る画素の方が少ない場合が多いと考えられる。そこで、周囲の１２画素を参照して、
右領域の画素と同じラベルの画素と、左領域の画素と同じラベルの画素の数を比
較してどちらが多いかによって、右領域と左領域のどちらが連結しているかを定め
ることにする。これでも判定できなかった場合は、双方の領域が切断していると判断
し、その点で追跡を終了する。
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表 1

輪郭追跡で用いる次の方向の決定表（4 連結）
右領域＝青

左領域＝赤

の場合

右前方＝右領域

直進

左前方＝左領域
右前方＝左領域

右折

左前方＝左領域
右前方＝右領域

左折

左前方＝右領域
上記以外のパターン

表 2

追跡終了

輪郭追跡で用いる次の方向の決定表（8 連結）
４連結の表に加えて用いる
右前方＝左領域

右折

左前方≠左右領域
右前方≠左右領域

左折

左前方＝右領域
右前方＝左領域

下注参照

左前方＝右領域
注） 周囲の画素を調べ、右領域のラベルと、左領域のラベルの数を調べる。
右領域のラベルが多ければ右折。左領域のラベルが多ければ左折。
同数であれば停止する。
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3.2.2 輪郭線群の追跡ルーチン
このルーチンでは前述した「分岐点までの輪郭の追跡」ルーチンを用いて輪郭
線群内の輪郭線を再帰的に追跡する処理を行う。処理の流れは図 18 に示すフロ
ーチャートのようになる。
まず、このルーチンにまだ追跡されていない輪郭線上の 1 点を与える。その点か
ら初期追跡を開始する。初期追跡が開始地点まで戻って終了した場合は、その輪
郭線は分岐しておらず、閉じた領域を成していることを意味するため、その領域を
記憶してルーチンを終了する。
そうではなく、分岐点で初期追跡が終了した場合、少なくとも１つの共有される輪
郭線を含む複雑な輪郭線群であることが分かる。その場合、見つかった分岐すべ
てと、追跡してきた方向への分岐を未追跡の分岐集合に追加する。このとき、追跡
してきた方向への分岐を未追跡の分岐に含めるのは、初期追跡が任意の点から開
始されるため、分岐点から分岐点までの完全な輪郭線分を現していない可能性が
あるためである。
次に、未追跡の分岐の集合が空集合となるまで、以下の手順を繰り返す。まず、
適当な分岐を未追跡の分岐の集合から取り出して、輪郭追跡を行う。その追跡は
必ず分岐で終端するが、そのとき、終端点の追跡してきた方向への分岐が未追跡
の分岐の集合に含まれていれば、その分岐は集合から取り去る。また、終端点の追
跡してきた方向への分岐が未追跡の分岐の集合に含まれて居なかった場合、終端
点の分岐のうち、追跡してきた方向への分岐以外を未追跡の分岐の集合に加え
る。
以上の処理で輪郭線群に含まれる輪郭線分を全て取得できる。
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輪郭線群追跡ルーチン（初期位置）

発見された分岐＝輪郭追跡（初期位置）

追跡が始点で終了

Yes

No
終了
未追跡の分岐＝発見された分岐

追跡する分岐＝未追跡の分岐から１つ分岐を取り出す

発見された分岐＝輪郭追跡（追跡する分岐）

No

発見された分岐が
未追跡の分岐に含まれる

未追跡の分岐に
発見された分岐の
追跡してきた方向
でないものを追加

Yes
発見された分岐を
未追跡の分岐から
削除する

未追跡の分岐がある

変数表

Yes

初期位置：分岐
追跡する分岐：分岐
発見された分岐：分岐の集合
未追跡の分岐：分岐の集合

図 18

No

領域再構築ルーチンに続く

輪郭線群追跡ルーチンの流れ図
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3.2.3 領域の再構築ルーチン
次に、このルーチンでは前述の「輪郭線郡内の輪郭の追跡」ルーチンで取得さ
れた輪郭線を組み合わせて輪郭線群を構成していた領域を再構築する処理を行う。
この処理の流れは図 19 に示すフローチャートのようになる。
まず、得られた全ての輪郭線分の両端点を未使用の輪郭線分の集合に加える。
ここで、両端点を使用するのは、１つの輪郭線分がそれを挟む両側の領域から 1 回
ずつ逆向きに利用されていることを表すためである。
まず、未使用の輪郭線分の集合から１つの輪郭線分を取り出す。その輪郭線分
を、領域を表す輪郭線に加えて、その反対側の端点で反時計回りに一番近い輪郭
線分を選び、それを未使用の輪郭線分の集合から取り去る。この操作を最初に未
使用の輪郭線分の集合から取り出した輪郭線分に戻ってくるまで繰り返すと、領域
を表す輪郭線にはいずれかの領域を 1 周する輪郭線が得られる。このような操作を
未使用の輪郭線分の集合が空集合になるまで繰り返すことで輪郭線群を構成する
全ての領域を再構築できる。
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領域再構築ルーチン

未使用の輪郭線分＝輪郭追跡で得られた
全ての輪郭線の両端点の分岐

開始線分＝未使用の輪郭線分から１つ分岐を取り出す

注目領域＝空集合
注目線分＝開始線分

注目領域に注目線分を加える

注目線分＝注目線分の指す輪郭線の反対側の分岐に
反時計回りで最も近い分岐

注目線分を未使用の輪郭線分の中から消す

注目線分==開始線分

No

Yes
注目領域を出力

未使用の輪郭線分がある
変数表
未使用の輪郭線分：分岐の集合
開始線分：分岐
注目領域：分岐の集合
注目線分：分岐の集合

図 19

Yes

No
終了

領域再構築ルーチンの流れ図
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3.3

実験と考察
本節では本章にて提案された輪郭線追跡手法について有効性を検証する。
まず図 20 左上に示されるテスト画像について従来手法によって輪郭追跡を行
ったうえで関数近似を行った例が図 20 右上である。それに対して、提案手法によ
って輪郭追跡を行った例が図 20 左下である。特に細かい領域が入り組んでいるよ
うな場所を図 20 右下のように拡大してみると画像品質が改善されていることがよく
分かる。
また、図 21 に示すようなテスト画像について、追跡される輪郭線の総延長と関
数化処理全体に要する処理時間について従来手法と比較してみた。表 3 に示さ
れているように、従来手法よりも追跡される輪郭線の長さが３０％以上短くなってい
る。それに伴って、表 4 のように関数化処理にかかる時間も３０％から６０％ほど短
縮されている。さらに、保存形式に依存するが、関数化の結果を保存・伝送するた
めに必要な記憶容量も、少なくなることが期待できる。なお、この比較に用いた関数
割り当てアルゴリズムは Dijkstra 法に基づくもので、最悪の場合では輪郭線分の
長さの 3 乗のオーダーの処理時間を要する。ここで、比較に用いた PC の CPU は
Intel Pentium4 の 2.4GHz である。
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元の画像

従来の手法による輪郭追跡

提案手法による輪郭追跡

それぞれの一部を拡大した画像

図 20

従来手法と提案手法の関数化の結果
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表 3

抽出された輪郭線の長さ
従来手法

提案手法

画像１

37,947 画素

21,001 画素

画像 2

8,719 画素

5,396 画素

画像 3

9,752 画素

6,355 画素

表 4

関数化に要する時間
従来手法

提案手法

画像１

4.07 秒

1.44 秒

画像 2

4.93 秒

3.16 秒

画像 3

3.04 秒

1.86 秒

画像 1(129x164)

画像2(174x205)
図 21

輪郭線の長さと処理時間の比較
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画像 3(114x136)

4 積和操作による角点抽出
4.1 角点抽出の目的
本章では積分的操作による角点抽出手法の説明を行う。角点抽出とは、輪郭線
分中に含まれる角点を発見する処理である。これは、図 22 に示すように関数近似
処理の前処理として、関数近似処理の計算量を抑えるために行われる。
関数近似処理には、動的計画法を用いたもの[10]や、ダイクストラのアルゴリズム
を用いるもの、２分探索を用いるもの[1]など、いくつかの方式が提案されている。こ
れらの方式は、いずれも線形時間よりも大きなオーダーの処理時間を要求する。従
って、入力される輪郭線分を分割することで処理時間の短縮を図ることが出来る。
また、先に示したような関数近似では、輪郭線を表すのに円弧と直線と自由曲線
(1 回連続微分可能な区分的 2 次曲線)の 3 種類の関数が用いられている。これら
の 3 種類の関数の中には関数の途中に角点のように折れ曲がった点を持つことが
出来るものは無い。従って、角点は必ず近似関数の接合点となっており、角点で輪
郭線分を分割しても近似関数に悪影響を及ぼすことは無い。むしろ、比較的信頼
性の低い関数近似手法を用いる場合には角点で予め分割しておくことで関数近似
の精度を向上することが出来る可能性がある。
なお、角点で分割された輪郭線分が必ずしも１つの近似関数で表されるわけで
はなく、関数近似処理でさらに複数の関数に分割される可能性があることに留意す
る必要がある。
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関数化したい輪郭線分

角点検出

角点

角点

角点で分割

輪郭線分が短く、単純になるため関数化が容易
図 22

角点抽出の模式図
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4.2 従来の離散曲率による角点抽出
従来、我々の研究グループでは Davis らの提案[7]による離散曲率という特徴量
を用いて角点の検出を行ってきた[1][6][8][9][10]。離散曲率とは図 23 のように、点
列上で、ある点からｋ点前へのベクトルと、ｋ点後へのベクトルの成す角の余弦を指
標として用いるものである。このとき、ｋはスケールファクタを表し、小さすぎるとノイズ
の影響を受けやすくなり、大きすぎると近接した角点を検出できなくなる。
この特徴量は点列が直線状に伸びている場合は-1 に近い値をとり、直角に曲が
っている点では０を取る性質がある。すなわち、離散曲率は点列が表す曲線の曲
率に関連した動きをしていると考えられる。この離散曲率がある程度大きな値で極
大を取る点が角点となっていると考えることが出来る。
この離散曲率は算出が容易で計算速度も速く、この指標を用いることで比較的
正確に角点を発見することが出来る。しかし、離散曲率はわずか 3 点のみの位置情
報から算出されているため点列の位置を乱すようなノイズには比較的敏感に反応し
てしまう。このため、鈍角を検出するために閾値を低くすると、誤ってノイズを角点と
判定してしまうという問題がある。

cosθ =

(Pi-k-Pi)・(Pi+k-Pi)
|Pi-k-Pi||Pi+k-Pi|

Pi+k

Pi-k
θ
Pi
図 23 Davis の離散曲率
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4.3 積和操作による角点抽出
離散曲率はノイズの影響を受けやすいという問題があるため、ノイズの影響を受
けにくい手法を提案したい。離散曲率はわずか３点という少数のサンプル値から計
算されていたために、ノイズに強い影響を受けていた。そこで、より多くの点から統
計的に特徴量を求めることが出来ればノイズの影響を受けにくくなることが期待でき
る。
そこで、多数の点から積分的に値を求める積和演算を用いる方法を提案する。こ
こで、フルーエンシ信号空間における標本化基底に双直交であるフルーエンシ
AD 関数が滑らかさのパラメータｍによって異なる性質を持つことに注目することに
する[15][16][17]。特に、折れ線信号空間 m=2 のフルーエンシ AD 関数は角点にお
いてもデルタ関数的な性質を持ち、点列の座標との畳み込み積和演算によって角
点の座標に近い値を採取することが出来るが、連続 1 回微分可能な区分的 2 次関
数の信号空間 m=3 のフルーエンシ AD 関数は同様の計算によっても角点周辺で
は原信号を追従できないという性質を用いることが出来ると考えた。図 24 に示すよ
うに、ここで用いている m=2 および 3 のフルーエンシ AD 関数は、いずれも局所台
の性質を持つため、積分的な操作であるにもかかわらず演算にかかる時間が比較
的少なくてすむ。
図 25 に示すようにこれらの２つのデルタ関数様の性質を持つフルーエンシ AD
関数によって標本化された値の差を取ると、角点でないところでは、いずれの標本
も入力値を良く追従するため差は比較的小さくなる。しかし、角点では m=3 のフル
ーエンシ AD 関数を用いて標本化された値が、入力値を正確に追従できないため
差が大きくなる。この性質を利用して角点を検出することが出来る。
ここで、なぜ原信号と m=3 のフルーエンシ AD 関数によって標本化された値の
差をとる代わりに、m=2 のフルーエンシ AD 関数によって標本化された値との差を
用いるのかというと、原信号には画素位置の量子化ノイズなどのノイズがそのまま含
まれるため、平滑化された標本値との差は特徴量として用いるのに不適切であるた
めである。
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m=2のフルーエンシAD関数

m=3のフルーエンシAD関数

図 24

フルーエンシ AD 関数の波形
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入力信号

*

=
m=2 (区分的１次関数)

畳み込みの結果
畳み込みの結果

=

*
m=3 (区分的2次関数)

=

ー

２つの結果の差を取ることで角点の位置がわかる

図 25

積分的な角点の検出操作
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4.4 フルーエンシ AD 関数について
ここで、フルーエンシ関数系について簡単に説明する。フルーエンシ関数は、研
究グループのリーダーでもある寅市和男教授の提唱するフルーエンシ情報理論に
おいて定義されている。特に本論文では C-type と呼ばれる局所台の性質を持つ
標本化関数を基底に持つ信号空間に基づく体系を用いている。フルーエンシ情報
理論では信号は滑らかさパラメータ m で分類される。滑らかさが m の信号は均等
間隔に与えられた標本点を通り、連続 m-2 回連続微分可能な、m-1 次の区分的
多項式で与えられる標本化基底の線形結合によって表される。
この標本化基底を、標本点から連続信号を得るという性質からフルーエンシ DA
関数と呼ぶ。そして、このフルーエンシ DA 関数と双直交の関係にある関数をフル
ーエンシ AD 関数と呼ぶ。フルーエンシ AD 関数は任意の連続信号と内積演算を
行うことで、その連続信号に最小二乗規範で最も近いフルーエンシ信号空間の元
の標本値を得ることが出来るという性質がある。特に、この連続信号がフルーエンシ
DA 関数の線形結合で表されるような、滑らかさ m の信号である場合、線形結合に
用いた係数列、すなわち標本点を正確に取り出すことが出来る。この標本値を得る
ことができるという性質を持つことが、フルーエンシ AD 関数がデルタ関数的である
と言われるゆえんでもある。
図 26 で示すように、フルーエンシ DA 関数とフルーエンシ AD 関数は、パラメ
ータ m で特徴付けられるフルーエンシ DA 関数によって張られる連続的な信号空
間と、標本化された離散的な信号空間の、相互変換を行う作用素と見なせる。

フルーエンシＡＤ関数

フルーエンシＤＡ関数

と

アナログ

m=1

m=1
m→∞ m=1
Fourier Walsh

m=2

AD

m=3

m=3

DA
m=3

m：(m-2)回のみ
連続微分可能な
(m-1)次の
区分的多項式

m→∞

sˆ (τ k ) =

m=2

m=2

∫

∞

−∞

[ m ]ψ AD ( t − τ k ) s ( t ) dt

図 26

ディジタル

m→∞
∞

s ( t ) = ∑ sˆ (τ k ) [ m ]ψ DA (t − k τ )
k = −∞

フルーエンシ関数系
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4.5 実験と考察
図 27 左上のような鈍角および鋭角を含むようなテスト画像の輪郭線を追跡し、
パラメトリック表現にしたものが図 27 右上である。この輪郭線に対して、k=3 の
Davis の手法[7]を適用した結果が図 27 中段である。また、提案手法を適用した結
果が図 27 下段である。ノイズのない図形では、どちらの手法による特徴量でも角
点で明らかなピークが現れていることがわかる。
次に、先のテスト画像をガウシアンフィルタでぼかし、-70 から 70 までの一様乱数
ノイズを加えた後、再び 2 値化した画像が図 28 左上である。画像の輪郭がノイズ
によって凸凹になり、角点もいささか先鋭さを失っていることがわかる。この図形の
輪郭を追跡し、パラメトリックに表現すると図 28 右上のようになる。さらに、これに
k=3 の Davis の手法を適用すると図 28 中段のようになる。Davis の手法ではノイ
ズがある場合、特徴量のピークが低くなる場合があり、ノイズに紛れてしまうため角
点を正確に検出することが困難になることがわかる。しかし、提案手法を適用した結
果は図 28 下段のようになり、ノイズのない場合と比較しても、あまり特徴量のピーク
が減少しておらず、角点がノイズとはっきり区別できていることが分かる。
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図 27

ノイズの無い画像での特徴量
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図 28

ノイズのある画像での特徴量
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5 実証アプリケーションの実装
5.1 関数化システムの実装
本節では、本論文で提案した技術を実際にシステムとして実装し、その有効性を
検証した。使用した言語は Java 言語である。
まず、入力モジュールにて、さまざまな形式で記録されているラスタ画像の入力
を行う。画像の入力には Java2SE1.4 の実行環境に含まれる javax.imageio パッ
ケージを用いた。これに、プラグインを追加することで対応する形式を増やすことが
出来る。ここでは、Windows 形式の Bitmap 画像を読み込むプラグインを追加して
用いている。
次に、入力された画像の輪郭追跡を行う。この際に、画像の最外周の画素の色
のうち最も多数出現する色を背景色として、画像の外側がその色で塗りつぶされて
いると仮定する。こうすることで、図形が最外周に接している場合でも適切に関数化
を行うことが出来る。また、最外周に接している背景色の領域は背景として抽出され
るため、この領域を描画しないようにすれば、背景を透過して描画するような効果を
得ることが出来る。
そして、輪郭追跡で得られた輪郭線を、本論文にて提案した手法を用いて角点
で分割する。続いて、分割された輪郭線を河副らの提案による２分探索法で近似関
数の割り当て[1]を行う。
このようにして得られた近似関数と共に、領域と輪郭の関係の情報を保存して、
関数化処理を終了する。
本システムの実行画面の例を図 29 に示す。この画面は、関数化が適切に行わ
れたことを目視で確認するために、関数化の結果を簡易に表示しているものである。
この確認画面では、円弧は赤の線で、直線は緑の線で、２次曲線は青の線で表さ
れている。また、角点と分岐点は赤の円で、接合点は青の円で表示されている。
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図 29

関数化システムの実行画面
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本システムのクラスの関係を図 30 に示す。赤色の部分がデータ構造を表し、黄
色で示した部分が実際の処理を行う部分である。
本システムの各モジュールはクラスとして分離されており、同様のインターフェー
スを持つように設計すれば、モジュールごとに動的にアルゴリズムを入れ替えること
が可能である。

図 30

関数化システムのクラス構成
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次に、関数化処理において、どのクラスがどのように使われているかを簡単に説
明する。関数化処理が開始されると、まずリスト 1 の輪郭線追跡モジュールの
ContourTracing で読み込まれた画像の輪郭追跡の処理を行う。静的メソッドの
contourTrace は内部で ContourTrace のインスタンスを生成し、startTrace メソッ
ドを呼び出す。startTrace メソッドでは、入力画像を走査し、未追跡の輪郭線の一
部を探す。そして、見つかったらその位置から traceGroup メソッドで輪郭線群の追
跡を開始する。traceGroup メソッドは、内部で traceSegment メソッドを用いてそれ
ぞれの輪郭を追跡し、分岐を介して互いに接続している輪郭線、すなわち輪郭線
群を追跡する。traceSegment メソッドは輪郭の追跡を行いながら flag メンバに輪
郭線が追跡済みであることを書き込んでいく。輪郭追跡の結果は輪郭線分の情報
がリスト 2 の Segment として、領域の情報が Region として得られる。

リスト 1

輪郭追跡モジュール

/* 輪郭追跡を行うクラス */
class ContourTracing{
private static final int FLAG_TRACED = 1; // 追跡済みフラグの値
LinkedList <Region> regions; // 見つかった領域のリスト
LinkedList <Segment> segments; // 見つかった輪郭線分のリスト
private ImageBuffer ibuf; // 追跡の対象の画像
private byte[] flag; // 追跡済みフラグのマップ

/* 画像 image 中の色領域の輪郭線を追跡し、
regions および segments に輪郭情報を格納する。*/
public static void contourTrace( BufferedImage image,
LinkedList <Region> regions,
LinkedList <Segment> segments);

/* 画像中の未追跡の輪郭線を探し、見つかったら traceGroup する */
private void startTrace();
/* 分岐 init から初期追跡し、接続する輪郭線群を追跡する */
private void traceGroup(Branch init);

/* 分岐 start から次の分岐または 1 周するまで輪郭追跡をする */
private Branch traceSegment(Branch start);

}
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リスト 2

関数化アプリケーションのデータ構造１

/* 輪郭線分の情報を保持する */
class Segment{
int right; // 右領域のラベル
int left; // 左領域のラベル
ArrayList <Point> points; // 輪郭点の座標リスト
ArrayList <Path> paths; // 近似関数のリスト
int[] splits; // 角点の位置の配列
/* left を左領域に、right を右領域に持つ輪郭線分を作る */
public Segment(int left, int right);

}
/* 領域のデータを持つ */
class Region{
ArrayList <SegmentDir> segments; // 方向付き輪郭線分のリスト
int label; // 領域内部のラベル
/* 内部のラベルがlabel_の領域をつくる */
public Region(int label_);
}
/* 正逆の方向付きの輪郭線分への参照 */
class SegmentDir{
Segment segment; // 輪郭線分への参照
int inner; // 内部の領域のラベル
}
/* 正方向の輪郭線分への参照 */
class ForwardSegment extends SegmentDir{
/*正方向の輪郭線分segmentへの参照をつくる*/
public ForwardSegment(Segment segment);
}
/* 逆方向の輪郭線分への参照 */
class ReversedSegment extends SegmentDir{
/*逆方向の輪郭線分segmentへの参照をつくる*/
public ReversedSegment(Segment segment);
}
/* 分岐のデータを持つ */
class Branch{
int x,y; // 分岐の位置
int dir; // 分岐の方向
Branch clockwise; // 時計回りに隣接する分岐への参照
Branch nextLink; // 対向する分岐の時計回りに隣接する分岐への参照
SegmentDir segment; // この分岐に接続する輪郭線分への参照
/* 座標値(x_,y_)で、方向が dir_の分岐を作る */
public Branch(int x_, int y_, int dir_){
}
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次に、輪郭線分情報を持つ Segment に、リスト 3 角点抽出モジュールの
Splitter を用いて角点の抽出を行う。このクラスは検出された角点を Segment クラ
スの splits メンバに設定する。これを、関数割り当てモジュールで読み取って使用
する。 フルー エンシ AD 関 数 を 用 い た 提 案 手 法 に よ る 角 点 抽 出 を 行 う の が
ADSplipper ク ラ ス で 、 Davis の 離 散 曲 率 を 用 い て 角 点 抽 出 を 行 う の が
DavisSplitter クラスである。
リスト 3

角点抽出モジュール

/* 角点抽出の基底クラス */
public abstract class Splitter {
/* 輪郭線分segmentの角点を抽出する（ダミー） */
static public void split(Segment seg);
}
/* 角点を AD 関数を用いて抽出するクラス */
public class ADSplitter extends Splitter{
/* 輪郭線分 seg の角点を AD 関数を用いて抽出する */
public static void split(Segment seg);
}
/* 角点を離散曲率を用いて抽出するクラス */
public class DavisSplitter extends Splitter{
/* 輪郭線分 seg の角点を離散曲率を用いて抽出する */
public static void split(Segment seg);
}

リスト 4

関数化アプリケーションのデータ構造２

/* 近似関数の種類とパラメータを保持する */
class Path{
int type; // 近似関数の種類
Point point; // 関数のパラメータ
final static int START = 0; // 輪郭線分の開始
final static int LINE = 1; // 直線の終点
final static int ARC_MID = 2; // 円弧の中点
final static int ARC_END = 3; // 円弧の終点
final static int C_START = 4; // 自由曲線の開始
final static int C = 5; // 自由曲線の標本点
final static int C_END = 6; // 自由曲線の終点
final static int END = 99; // 輪郭線分の終了
/* 種類が type で、パラメータが point の関数データを作る */
public Path(int type, Point point);
}
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次にリスト 5 の関数割り当てモジュールで関数の割り当てを行う。ここではまず、
BinarySplit クラスの approx メソッドで、河副らの提案する２分探索法を用いた円
弧と直線の関数割り当てを行う。このとき、Fitting クラスを用いて誤差評価を行う。
BinarySplit で２次曲線と判定された部分の輪郭点を CTypeApprox の approx メ
ソッドで間引いて補間用の標本点を選択する。結果はリスト 4 の Path で表される。
リスト 5

関数割り当てモジュール

/* 関数割り当ての基底クラス */
public class FuncApprox {
/* 輪郭線分segを角点で分割し、関数割り当てを行う */
public static void approxSegment(Segment seg);
/* 輪郭線分segのstart画素からend画素までの関数割り当てを行う */
public static void approx(Segment seg, int start, int end);
}
/* 2 分探索法で関数割り当てを行うクラス */
class BinarySplit extends FuncApprox{
/* 輪郭線分segのstart画素からend画素までを2分探索法で関数割り当てを行う */
public static void approx(Segment seg, int start, int end);
}
/* 誤差評価の基底クラス */
abstract class Fitting{
protected double maxErr; // 最大誤差
protected double sqrErr; // 平均二乗誤差
protected ArrayList <Point> points; // 座標値列への参照
/* 点列pointsについての誤差評価オブジェクトを作成する */
public Fitting(ArrayList <Point> points);
/* 画素startからendまでの誤差評価を行う */
public abstract void fit(int start, int end);
/* 最大誤差を返す */
public double getMaxErr();
/* 平均二乗誤差を返す */
public double getSqrErr();
}
/* 直線の誤差評価クラス */
class StraightFit extends Fitting{
/*画素 start から end までの直線の誤差評価を行う */
public abstract void fit(int start, int end);
}
/* 円弧の誤差評価クラス */
class ArcFit extends Fitting{
/* 画素 start から end までの円弧の誤差評価を行う */
public abstract void fit(int start, int end);
}
/* 自由曲線区間の輪郭点間引きを行うクラス */
class CTypeApprox extends FuncApprox{
static double tolerance = 2.0; // 許容誤差
static double stopAdvErr = 3.0; // 間引きを試みる最大誤差
/* 輪郭線分seg全体を自由曲線として輪郭点間引きを行う */
public static void approxSegment(Segment seg);
/* 輪郭線分 seg の画素 start から end までの輪郭点間引きを行う */
public static void approx(Segment seg, int start, int end){
}
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5.2 関数化画像レイアウトシステムの実装
前節で述べられている関数化システムは、主に DTP 関連での利用を想定してい
る。そこで、関数化された画像の利用時の特性を観測するため、DTP システムを想
定したレイアウトシステムを研究室内の DTP 開発グループで共同して作成した。
本システムでは、サイズの変更が可能なページの上に、関数化された画像や文
章などを配置することが可能である。さらに、配置された画像などをマウスによる簡
易な操作によって平行移動、回転、拡大、グループ化、削除などの操作を行うこと
が出来る。
本システムは、Java 言語を用いて実装されており、Java2D の機能を用いて関
数化画像を描画している。この際、関数化画像の区分的 2 次関数で表される曲線
部分については、標本化関数から生成されるそれぞれの 2 次曲線を 2 次ベジェ曲
線に変換することで描画を行っている。
本システムの実行画面の例を図 31 に示す。この例では、Ａ４サイズの用紙に、２
つの関数化画像を読み込み拡大、回転などの操作を行っている。上側の教会のイ
ラストは横に引き伸ばされており、縦横比が変えられることがわかる。
本システムのクラスの関係図を図 32 に示す。青と緑で示されるクラスが実行の
制御を行い、黄色で示されるクラスが紙面レイアウトのデータを保持する。そして、
赤で示されている Figure インターフェースを持つクラスがオブジェクトの画面への
描画を行っている。このインターフェースを実装した SugiDecoder クラスで実際の
関数化画像の描画を行っている。また、本システムは他の研究の成果を検証する
目的でも用いられるため、Figure インターフェースを実装したクラスを追加すること
で描画可能な形式を追加することが出来る。たとえば、ZoeDecoder クラスでは河副
らの提案による細線関数画像の描画を行うことができる。その他、DTP としての利
用のため、PlainText2 クラスでは文字列を描画することが出来る。
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図 31

関数化画像レイアウトシステム
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図 32

関数化画像レイアウトシステムのクラス構成
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6 結論
6.1 研究の結論
本研究においては、これまで我々の研究グループで開発されてきた関数化シス
テムにおいて課題となっていた図形の輪郭線の追跡および、図形の輪郭線の角点
の検出の問題点について、それらを解決する新規な手法を提案した。
輪郭線の追跡についての問題を解決する手法を第 3 章で提案した。従来、我々
が輪郭追跡に用いてきた手法では、２つの領域が共通の輪郭線を持つ場合には
両方の領域からそれぞれ別々に輪郭が追跡されていた。このため、輪郭線を関数
近似する際に近似誤差が発生する場合には、同じ輪郭線であるにも関わらず異な
った形状として表現されてしまう場合があった。その結果、この差によるズレで領域
の間に重なりや隙間が生じてしまい、出力される関数化画像の品質を悪くし、見た
目の印象を著しく損なっていた。そこで、本研究では 2 つの領域から共有されてい
るような輪郭線であっても１回のみ追跡を行い、これを関数近似する新手法を提案
した。その結果、従来手法で問題となっていた輪郭線のズレによる図形間の隙間の
発生が解消され、より高精細な関数化が可能となった。また、提案手法を用いること
で関数化する必要のある輪郭線の総延長を従来手法よりも短縮することが可能で
あることも示した。このため、関数化処理に掛かる時間の短縮を図ることが可能であ
るとともに、また、保存または伝送に必要なデータ量を低減することが可能となる。
また、角点検出における問題を解決する手法を第 4 章で提案した。従来、我々
が用いてきた Davis の提案による離散曲率を用いた角点抽出手法では、ぼやけや
ノイズによって品質が損なわれた輪郭線の角点を正確に検出できない場合があっ
た。そこで、この問題は離散曲率がわずか 3 点の位置情報のみから求められている
ことに起因するのではないかと考え、ノイズの影響を低減するために、より多くの点
から統計的に特徴量を計算する手法を提案した。この手法においては、フルーエ
ンシ情報理論におけるフルーエンシ AD 関数には、フルーエンシ AD 関数を積分
核とした内積演算によって標本化された値が、信号の滑らかさとフルーエンシ AD
関数の滑らかさの違いによって原信号との誤差を生じるという性質があることを利用
している。これは、滑らかさの異なるフルーエンシ AD 関数を積分核に用いた際の、
内積結果の値の違いを利用して角点を検出するものである。この手法を用いること
によりノイズの影響を受けにくい角点検出が可能となり、原図形に対し、より忠実な
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関数化を行うことができるため、図形再生時の高精細化が図られる。
さらに、これら２つの提案手法の有効性を検証するために構築した実証システム
について第 5 章で述べた。このシステムは大きく分けて、関数化アプリケーションと
レイアウトアプリケーションに分けられる。このうち、関数化アプリケーションでは、提
案した各手法を用いることでラスタ形式の入力画像を高精細に関数形式に変換す
ることが可能である。一方、レイアウトアプリケーションでは、関数化された画像を仮
想的な紙面上にスケーラブルに配置することが可能である。これらのアプリケーショ
ンにより、実際に本研究で提案した各手法が有効に機能していることを確認するこ
とが可能となった。

6.2 今後の課題
現時点での問題としては、提案している手法の有効性を定量的に評価すること
が出来ないという点がある。このため今後の課題として、何らかの手法で、関数化画
像を人間が観察した際に得られる鮮鋭性などの印象を定量的に評価する手段の開
発を行う必要がある。
また、一般的にイメージスキャナやデジタルカメラなどから取り込まれた画像は
CCD などでサンプリングされる前に光学系でエイリアシングが起きない周波数まで
ローパスフィルタリングされている。このようなフィルタ操作をアンチエイリアスという。
このアンチエイリアスの掛かった境域境界は両側の領域の色の混合となる。このよう
な領域境界を追跡できるようにアルゴリズムを拡張することが考えられる。本論文で
提案した画素単位での輪郭追跡手法では、アンチエイリアスの掛かった領域境界
を追跡すると、中間値を認識できずに輪郭線が複数取られてしまう。しかし、アンチ
エイリアスの掛かった領域境界の帰属度の情報を利用できれば、現在の精度を上
回るサブピクセル単位の輪郭線情報を得られることが期待できる。
また、今回の実装では入力された画像の領域分割の処理は特に行わず、色領
域をそのまま用いていた。しかし、この方法ではグラデーションや網点などのテクス
チャのある領域を細かい色領域に分割してしまうため、データ量が多くなり保存や
伝送の際の効率が悪くなる原因となっていた。そこで、これらの特殊な領域を認識
し、その領域の境界線を関数化することで漫画などの、より一般的な画像でも効率
よく取り扱うことが出来るようになると考えている。
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