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はじめに

「画像をもっときれいに表示したい」、「うすい部分のバンドを見たいのだけれども、
どうしたら見えるようになるのか」など、画像の見え方を調整することに関する御質問を非
常に多く聞きます。これは階調調整を行うことで達成できます。画像処理の中で、画像の階
調調整は、画質を決定する重要な機能です。

SCIENCE IMAGING SYSTEMS（BASシリーズ、FLAシリーズ、LASシリーズ、FDL
シリーズ）では、画像をデジタル画像として扱いますので、階調調整などの画像処理を行
うことができます。また、デジタル画像なので画像解析、画像のプレゼンテーションを行うこ
とができるのも大きな特徴です。

本書ではより確実な解析及びプレゼンテーションを行っていただく為に、デジタル画
像の基礎、および階調調整について各システムの画像への適用方法を紹介します。
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Summary
　  -　階調数が多く、画素数が多いほど高画質な画像となります。

-　階調調整は、Contrast調整、Brightness調整を組み合わせて行いま

　　す。

-　各システムごとに画像のヒストグラムに特徴があります。
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デジタル画像の基礎知識

■　デジタル画像の概念

デジタル画像は多くの画素（ピクセル）から構成されています。画素は通常正
方形です。X軸方向の画素数（X）とY軸方向の画素数（Y）を用いて画像の大きさ
をX×Y（画素）と表現します。画素数が多ければ多いほど微細な部分が表示で
き、画像サイズは大きくなります。
　画像の濃度表現は、階調値で表すことができます。画素１つ１つは、それぞれが、
濃度に対応する階調値を持っています。白から黒までを何階調に分けて表現す
るかはビット数で表わされます。

Fig.1-1

Fig.1-2

Fig.1-1Fig.1-1Fig.1-1Fig.1-1Fig.1-1　　　　　デデデデデジジジジジタタタタタルルルルル画画画画画像像像像像ののののの概概概概概念念念念念
図図図図図（（（（（88888ビビビビビッッッッットトトトト）））））

Fig.1-2F ig .1-2F ig .1-2F ig .1-2F ig .1-2　　　　　デデデデデジジジジジタタタタタルルルルル画画画画画像像像像像のののののヒヒヒヒヒススススス

トトトトトグググググラララララムムムムム例例例例例（（（（（88888ビビビビビッッッッットトトトト）））））

■　画像のヒストグラム

階調を調整する場合、画像のヒストグラムを表示し、このヒストグラムを参考に
すると便利です。画像のヒストグラムとは、横軸に階調値、縦軸に画素数をプロッ
トしたものです。
　ヒストグラムは、画像がどのような階調値で構成されているか、その分布を表わ
しています。

階階階階階調調調調調数数数数数とととととビビビビビッッッッットトトトト数数数数数

           階調数　　               ビット数(バイト数)

　        256　　　　    8 (1)
          1024                  10 (2)
          4096                  12 (2)
        16384                  14 (2)
        65536                  16 (2)

画画画画画像像像像像サササササイイイイイズズズズズ
以下の式で表現されます。
画像サイズ（byte）＝縦の画素数×
横の画素数×バイト数
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Image Gaugeによる階調調整

Sigmoid

■　第一ステップ　（Range Scope機能）

■　画像の階調調整と定量値

Image Gaugeでは見掛け上、白から黒の間の灰色濃度を各画素の階調値に
応じて割り振り、階調調整を行います。従って、測定された元データは全く変更され
ていません。定量値は階調調整によって影響を受けていません。
階調調整は、次のような2段階のステップで行います。

Linear変換は、直線的な変換
を行います。狭い範囲に濃度
データが集中する装置に適し
ます。

Sigmoid変換は、中間濃度をき
れいに表現します。

Linear

Fig.2-2
F i g . 2 - 2F i g . 2 - 2F i g . 2 - 2F i g . 2 - 2F i g . 2 - 2　　　　　Br igh tness /Con -B r i gh tness /Con -B r i gh tness /Con -B r i gh tness /Con -B r i gh tness /Con -
t ras tt ras tt ras tt ras tt ras t機能例機能例機能例機能例機能例

　ヒストグラムを参考にして濃度
表示範囲をアジャスターバー
Low,High を調整しておおまかに
きめます。①の部分が白②の部分
が白から黒のグラデーション、③
の部分が黒の値に割り振られま
す。左の例では、34304～59647の
間の階調値が、白から黒の値に割
り振られます。画像のノイズは比
較的左側に分布するので、この処
理を行うことによりある程度ノイ
ズを目立たずに表示させることが
できます。

　第一ステップで決めた濃度表示範囲のデータを変換曲線を用いて灰色濃
度に変換します。変換曲線はLinear、Sigmoid、Curve、TriangularおよびFree
Handがあります。変換曲線を適用する濃度範囲以外は、第一ステップと同
様です。この処理を行うと、白・黒のはっきりとしたシャープな画像を得
ることができます。

Fig.2-1Fig .2-1Fig .2-1Fig .2-1Fig .2-1　　　　　Range ScopeRange ScopeRange ScopeRange ScopeRange Scope機能機能機能機能機能

ののののの概概概概概念念念念念図図図図図Fig.2-1

■　第二ステップ　（Brightness / Contrast機能）
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各システムの画像への適用

■　BAS画像の場合

BAS画像のヒストグラムには、広範囲に亘るバックグラウンドの部分と、データ
が集中したサンプルの部分の２つの濃度集中があります。このバックグラウンドに
は高感度なIPの特性を反映した自然ノイズが含まれています。またIP画像は露出
時間を増やす程、微細な部位が明確になり画像は美しくなる性質を持っています。
階調調整を行なうと特に効果のある全身オートラジオグラフィーの画像を用いて
説明します。

Fig.3-1-cFig.3-1-b

Fig.3-1-a

まず、Fig.3-1-bのヒストグラムの右側の部分を挟むようにLowとHighを
決めます。Fig.3-1-cのようにバックグラウンドの低い画像が得られます。

このままでは、Fig.3-1-cのように臓器部分が潰れてしまうので中間色を表
示するためにFig.3-1-dのSigmoid曲線を用いて変換します。Fig.3-1-eのよ
うにバックグラウンドが低く臓器のはっきりした画像を得ることができま
す。

Fig.3-1Fig.3-1Fig.3-1Fig.3-1Fig.3-1　　　　　BASBASBASBASBASににににによよよよよるるるるる画画画画画像像像像像
　a（上図）：オリジナル画像
　b（中央左）：Range Scope
　c（中央右）：Range Scope変換後
　　　　　　の画像
　d（下図左）：Change Curve Sigmoid
　e（下図右）：Sigmoid変換後の
　　　　　　画像

Fig.3-1-d Fig.3-1-e
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画像のポジ／ネガ表現

画像の白黒階調を反転させることができます。LASで撮った画像の場合オ
リジナル画像は光っている部分が白く表示されます。（Fig.3-3-a）画像の反
転を行うことにより、フィルムのようなイメージを得ることができます。（Fig.3-
3-b）

Fig.3-3-a Fig.3-3-b

Fig.3-3Fig.3-3Fig.3-3Fig.3-3Fig.3-3　　　　　ポポポポポジジジジジ／／／／／ネネネネネガガガガガ反反反反反転転転転転ののののの画画画画画

像例像例像例像例像例
　a（左図）：ポジ画像
　b（右図）：ネガ画像
LAS-1000plusで撮影

Fig.3-2-a Fig.3-2-b

Fig.3-2Fig.3-2Fig.3-2Fig.3-2Fig.3-2　　　　　
　a（左図）：1時間露出画像
　b（右図）：24時間露出画像
BAS-2500で読み取り

露出時間とBAS画像

BASは極めて短時間の露出でもサンプルを検出できます。しかし、
さらに長時間の露出を行うことで微細な部位を画像化できる特徴が
あります。下図にわずかに階調調整を施した画像とその部分拡大図
を示します。
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■　LASの化学発光画像の場合

LASの化学発光画像は、化学発光のシグナルが非常に弱いため、画像のほと
んどが暗いバックグラウンドです。発光に対応するデータ部分はヒストグラムの一
部分に分布が集中する特徴があります。そのため、LASの化学発光画像では階
調調整を行うことが大変効果的です。

Fig.3-4Fig.3-4Fig.3-4Fig.3-4Fig.3-4　　　　　LASLASLASLASLASににににによよよよよるるるるる画画画画画像像像像像
　a（上図）：オリジナル画像
　b（中央左）：Range Scope
　c（中央右）：Range Scope変換後
　　　　　　の画像
　d（下図左）：Change Curve Linear
　e（下図右）：Linear変換後の画像

まず、Fig.3-4-bのヒストグラムでデータの集中している部分を挟むようにLowとHigh
を決めます。Fig.3-4-cのように濃淡のはっきりした画像を得られます。なお、LASの
化学発光画像では、、サンプル読み取り時に自動的にRange Scope機能が働き適
切な状態に設定されるので、この段階でRange Scope機能を行う必要がありませ
ん。よってFig.3-4-aとFig3-4-cは、同じ階調変換された画像となります。

次に、Fig.3-4-dでLinear（直線）を用いて変換します。濃度範囲を絞り込むことに
よって、Fig.3-4-eのように低濃度の部分を検出することができます。

Fig.3-4-a

Fig.3-4-b Fig.3-4-c

Fig.3-4-d Fig.3-4-e
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■　FLAの蛍光画像の場合

FLAの蛍光画像のヒストグラムは、近接した2つの濃度集中を持っています。
左側の濃度集中はバックグラウンドの成分を多く含んでいる特徴があります。

次に、Fig3-5-dでLinear（直線）を用いて変換を行って、濃淡を強調します。薄いバ
ンドをはっきりと検出することができます。（Fig.3-5-d,Fig.3-5-e）

Fig.3-5-e

まず、Fig.3-5-bのヒストグラムの右側の部分を挟むようにLowとHighを
決めます。Fig.3-5-cのようにバックグラウンドの低い画像が得られます。

Fig.3-5-b Fig.3-5-c

Fig.3-5-d

Fig.3-5-a

Fig.3-5Fig.3-5Fig.3-5Fig.3-5Fig.3-5　　　　　FLAFLAFLAFLAFLAににににによよよよよるるるるる画画画画画像像像像像
　a（上図）：オリジナル画像
　b（中央左）：Range Scope
　c（中央右）：Range Scope変換後
　　　　　　の画像
　d（下図左）：Change Curve Linear
　e（下図右）：Linear変換後の画像
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■　FDL画像の場合

FDL画像は対象物がディフラクションかイメージかによって特徴が異なります。
ディフラクションの場合はヒストグラムが広く分布するのが特徴です。ディフラクショ
ンの場合、広範囲にヒストグラムが分布しているので、階調調整の必要がありませ
ん。イメージの場合のヒストグラムはBASの場合に似ており、階調調整を施すこと
で美しい画像を作ることができます。
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（（（（（イイイイイメメメメメーーーーージジジジジ画画画画画像像像像像）））））

まず、Fig.3-6-bのヒス
トグラムでデータの集
中している部分を挟む
ようにLowとHighを
決めます。Fig.3-6-cの
ように、はっきりと画
像が表示されます。

FDLの画像では、LinearまたはSigmoid変換を使うことが多く、画像を
見ながら選択します。この画像では、Fig.3-6-dで Linear（直線）を用い
て変換します。濃度範囲を絞り込むことによって、Fig.3-6-eのように濃
淡のはっきりした画像が得られます。

Fig.3-6-cFig.3-6-b

Fig.3-6-d Fig.3-6-e

Fig.3-6-a

Fig.3-6Fig.3-6Fig.3-6Fig.3-6Fig.3-6　　　　　FDLFDLFDLFDLFDLににににによよよよよるるるるる画画画画画像像像像像
　a（上図）：オリジナル画像
　b（中央左）：Range Scope
　c（中央右）：Range Scope変換後
　　　　　　の画像
　d（下図左）：Change Curve Linear
　e（下図右）：Linear変換後の画像

ディフラクションディフラクションディフラクションディフラクションディフラクション
結晶の回折像


