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高解像度スキャン画像を対象としたロゼットパターン除去手法の高精度化
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はじめに

近年，電子書籍や電子ペーパーの需要の増大により，
書籍をディジタル化するといった動きが活発であるが，
書籍等の印刷物をスキャニングによってディジタル化
するとき，様々な要因によってスキャニングの結果画
像に劣化が生じる．
例えば，高解像度のスキャニングをするとき，網点に
よって構成されているロゼットパータン（後に詳述）が
アーティファクトとして目立つという問題がある．なか
でも，電子書籍に使われる雑誌や単行本などのスキャニ
ング結果に対応したロゼットパターンの除去や逆ハー
フトーン処理技術の確立が急務である．著者らはこれ
までに，高解像度のスキャニング画像に対応したロゼッ
トパターンの除去手法を提案した [2] ．しかしながら，
除去の結果画像のエッジ付近にロゼットパターンの取
りもらしがあるという課題が残った．そこで，本稿で
はロゼットパターンの除去手法の高精度化について検
討する．

(a) スキャニング結果

Fig 1: 印刷物のスキャニングの結果 (1200dpi)
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ロゼットパターンとは

一般に，画像を印刷するとき，プリンタは網点と呼ば
れる小さな点の集まりに画像を変換して濃淡を表現す
る．網点を生成する手法としてポピュラーなものに AM
（Amplitude Modulation）スクリーン法と FM（Frequency Modulation） スクリーン法がある．本研究で
はもっとも一般的な網点生成手法と思われる AM スク
リーン法で印刷された画像を対象とする．
AM スクリーン法において，カラー画像を網点で表
現するときは CMY 表色系の各成分ごとに網点を生成
し，それぞれの網点同士が重ならないように各成分角
度を変えて網点同士を重ね合わせて色彩を表現する．
Fig1 に，印刷物をスキャニングした結果画像を示す．
Fig1(b) に示すように，CMY 各成分の網点を重ね合
わせた結果は亀甲状のパターンとなる．このパターン
をロゼットパターンと呼ぶ．ロゼットパターンは，人
間の目の錯覚を利用し，少ない諧調数で濃淡を表現す
る手法である．しかし，Fig1 からもわかるとおり，ロ
ゼットパターンを含む画像を高解像度でスキャニング
すると，ロゼットパターンはアーティファクトとして
スキャン結果画像に悪影響を与える．
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(b) 矩形領域の拡大図

ロゼットパターンの除去手法

ロゼットパターンは網点が構成するアーティファク
トであるが，網点には周期性，方向性があり，これら
を推定することでロゼットパターンの除去が可能であ
ることがわかっている [2] ．本章では，ロゼットパター
ンのモデルについて言及し，ロゼットパターンの除去
手法を提案する．

3.1 除去処理のための基礎技術
ロゼットパターンを含む画像をフーリエ変換すると，
ロゼットパターンの特徴は Fig2(a) のようになること
がわかっている [1] ．ただし，Fig2(a) の黒い点（以下，
特徴点とする）の半径はエネルギーの大きさ，ω0 は周
波数領域におけるロゼットパターンの周期を示す．ま

(a) ロゼットパターンの
フーリエスペクトルの
概念図

(b) ロゼットパターン
を含む画像のフーリエ
スペクトル

Fig 2: ロゼットパターンのフーリエスペクトルの概念
図と結果画像
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た，特徴点は正方格子状に分布し，格子はロゼットパ
ターンの方向 (θ) に対応している．このような分布を高
周波成分まで延長させたものが Fig2(b) などのロゼッ
トパターンのフーリエスペクトルとなる．
著者らは，周期 (ω0 ) と方向 (θ) を推定し，特徴点に
対応する周波数成分を０で置換した結果，ロゼットパ
ターンが除去できることを示した [2] ．詳しい推定手法
は文献 [2] を参照されたい．本稿でもこの除去手法を用
いてロゼットパターンの除去を行う．

3.2 高精度化手法
網点は，画像の濃淡に応じて半径が変化する．画像
の平坦な部分では半径が一定であるが，画像のエッジ
部分など濃淡が変化する部分では半径が変化する．例
えば，濃淡の変化がなく，網点の半径が一定である画
像は除去処理が容易である．しかし，濃淡変化があり
網点の半径が変化する画像は除去処理が困難になる．
簡単のため，一次元の信号で考える．ある周期関数
f (t) は周期 (T ) の矩形パルス関数列である (Fig3(a))．
このとき，f (t) のフーリエ変換はデルタ関数列と sinc 関
数との積になり (Fig3(b))，周期的に大きなエネルギー
を持つ関数となる．ただし，F[f (t)] = F (ω) である．
しかし，f (t) と周期が同じで，矩形の半径が周期によっ
て異なる関数 g(t) を定義し (Fig3(c))，F[g(t)] = G(ω)
とすると，g(t) のフーリエスペクトルは Fig3(d) とな
る．Fig3(d) を見ると，エネルギーが散っていることが
わかる．

(a) f (t) のプロット

は，Fig2(a) のように，周期と方向に対応した周波数成
分に集中する．そのため，周期と方向に対応した周波
数成分を 0 で置換したとき，§3.1 で述べた手法より高
い精度でロゼットパターンの除去が可能となる．除去
処理ののち分割した画像を統合し，結果画像とする．

4

実験と評価

Fig4 にメディアンフィルタ (半径 4)，従来手法 [2] ，
本手法によって除去した結果を示す．Fig4 を見ると，
いずれもロゼットパターンの除去ができている．しか
し，メディアンフィルタの場合，画像のエッジを保存し
たノイズ除去が可能であるが，フィルタのサイズが大
きいため画像のエッジ部分がなまり，ロゼットパター
ンも取りきれていない．従来手法は，画像のエッジ付
近にロゼットパターンの取り残しがある．
本手法は従来手法，メディアンフィルタと比べ，画
像のエッジになまりもなく，ロゼットパターンの目立っ
た取り残しも少ない．従って，本手法は画像本来がも
つエッジ成分の保存性，およびロゼットパターンの除
去率が高いと考えられる．

(a) メディアン
フィルタ

(b) 従来手法 [2]

(c) 本手法

(d) a の拡大図

(e) b の拡大図

(f) c の拡大図

(b) |F (ω)| のプロット

Fig 4: 本手法と他の劣化除去手法との比較
(c) g(t) のプロット

(d) |G(ω)| のプロット
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Fig 3: f (t) と g(t) のプロットと各々のフーリエスペク
トル
このように，画像に濃淡変化があり，半径が変化す
るような場合，ロゼットパターンのエネルギーは周波
数領域で散ってしまう．そのため，特徴点に対応した
成分を 0 で置換しても，十分な除去が行えないケース
が存在する．そこで，本稿では周期と方向を推定した
のち，画像を十分小さいサイズに分割する（本稿では，
60 × 60(pixel) で分割した）．このとき，分割した画像
はほぼ平坦な濃淡変化であると仮定する．平坦な画像の
ロゼットパターンのフーリエスペクトルのエネルギー

おわりに

本稿では，ロゼットパターンの除去手法 [2] の高精度
化を行った．従来手法では，網点の半径の変化がある
と，除去処理が困難になることを示した．画像を分割
することで，半径の変化を考慮した除去処理が可能で
あることを示した．今後は，さらなる画質向上へ向け
た改良手法を考えていきたい．
文
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