色対比効果を補正する画像変換手法
村越一支 (第７工学系, 視聴覚コア )
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はじめに

0.8

が、まだ解明されていない機能も多い。その機能の情
報処理過程を解明し 、人工的な情報処理で壁・困難な
問題にぶつかったとき、生体情報処理の方法に学び打
開策を検討するための基礎研究を行っている。
本稿では、色対比効果を補正する画像変換手法 [a]
の研究を報告する。
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人間・動物はすばらしい情報処理機能を持っている
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色対比効果を補正する画像変換手法 [a]

Fig. 1

S 字変換の例

色対比現象とは、ある領域の明るさや色が、その周
囲の明るさや色によって、その違いがより強調される
現象である [1, 2, 3]。色対比が起こると、本来の色の
見えとは異なった見えになる場合がある。ある状況
では鮮やかに見えても、違う状況ではくすんだ見え
になってし まい、色の見えの誤解が生じ る可能性が
ある。また、自分が表現したい色があっても、周囲の
色が変化すれば 最初意図した色の見えでなくなって

提案手法により変換した画像が色効果を補正できた
のかを検証するために、心理実験を行う。
色対比の効果を補正するため、元の逆 S 字変換式
から逆関数を導く。これを S 字変換式と呼ぶ。式は
以下に示す。

V (v) =

しまう。そこで、色対比効果によってどの程度色が強

exp(v) ∗ (vU + δnega ) + vL − δposi
1.0 + exp(v)

(1)

調されるかを計算し 、それを補正することを考える。

ここで V (v) は変換後出力、v は入力、vU は最大値、

色対比効果を補正することで 、より本来の色の見え

vL は最小値、δposi と δnega は S 字型の曲がり具合を
決定している。実際にはこの式を 0 ∼ 1 で正規化し

に近づけることができる。
色対比を引き起こす要因の一つは 、網膜神経節細

ている。図 1 は上式の例を示している。この変換は、

胞の受容野が側抑制という性質を持つからだと考え

L ∗ a ∗ b∗ 色空間でのそれぞれについて行う。βposi と

られている [4]。側抑制とは、中心に光刺激を受ける
と 、中心部は興奮の情報が伝達されるが 、その周辺

βnega の決め方は、下記の式のように行う。これは元
の式の βposi と βnega を入れ替え、係数 α を追加して

は抑制の情報が伝達される性質のことである。また、

いる。



人間の感覚量に対して成立する、Weber-Fechner の
法則というものがある。これは、人間の感覚量または

δposi =


心理量は 、与えられる刺激量の対数に比例するとい
う法則である。
この二つを画像処理に用いた小林らの手法 [5, 6] が
ある。小林らは、Weber-Fechner の法則から導いた大
域的変換と 、網膜神経節細胞が持つ側抑制の性質を
再現した局所的変換を組み合わせた濃淡画像のコン
トラスト強調を行っている。
提案手法では、色対比の効果を補正し 、周囲の色に

δnega =

βnega
α(vave − v) + βnega

(v ≥ vave )
(v < vave )

α(v − vave ) + βposi

(v ≥ vave )

βposi

(v < vave )

(2)
(3)

α はコントラスト抑制の強度を制御する。
予備心理実験により、以下のようにパラメータを決
定した。L∗, a∗, b∗ それぞれに対する βposi は 、0.8,
0.2, 0.2 にした。α はすべて 2.0 で、近傍半径は 3 と
した。数十組の色の組み合わせに対し 、元の画像と変

左右されない色の見えを実現することを目標とする。

換後画像のど ちらが検査領域（真ん中の色）に近いか

隣接する色の影響を取り除いたその色単独の見えを

ど うか心理実験を行った結果、平均で変換後を選択し

実現するためには、我々の生体で行われている強調処

た率が 83%であり、概ね提案手法が変換に成功して

理を打ち消すことができればよいと考えられる。そ

いることが示せた。

こで、小林ら [5, 6] の強調手法の大域的変換と局所的
変換それぞれの逆関数を導き、画像変換に利用する。

例を図 2 に示した。左側が元の画像で、提案手法に
より変換した画像が右側である。中は比較のために

Fig. 2

元の画像（ 左）、比較用画像（ 中）、変換後画像（ 右）
。

周辺の色をグレ イにした画像である。真ん中の色は、

[6] T. Kato and Y. Kobayashi, “A high ﬁdelity con-

近づいたと答えた被験者ばかりだった。ここで注意す

trast improving model based on human vision
mechanisms,” Proc. IEEE Int. Conf. Multimed.

るのは、物理的な色は、左と中が同じであるにも関わ

Comput. Syst., vol.2, pp.578–584, 1999.

変換後画像のほうが元の色（比較用画像の中の色）に

らず、知覚する色は中と右が近いと感じるのである。
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