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濃度共起ヒストグラムを用いた大津の判別分析法
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本稿では，局所的にシェーディングを含む画像に対して，有効な固定閾値決定手法を提案する．画像の

一部にシェーディングが存在する場合，パターン領域と背景領域の濃度差が小さくなり，シェーディングがある背景
領域をパターン領域と誤認識してしまう問題点がある．そこで，複数画素の同時発生確率からエッジ周辺画素を選
出して，濃度ヒストグラムを生成することにより，濃度差に関係なくエッジ周辺画素を選出する．比較実験の結果，
シェーディングを含む文字画像に対して，従来手法より，パターン領域と背景領域を分けることができ，本手法の有
効性が確認できた．
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大津の判別分析法，二値化処理，共起ヒストグラム

1. は じ め に
濃淡画像の 2 値化処理は，画像処理の中でも基本的な
処理の一つである．例えば，手書きテキストの自動認識
など，濃淡画像を入力画像とするケースが多く，必要不
可欠な前処理である．この際，濃淡画像の濃度ヒストグ
ラムに明確な谷部があればよいが，実際にはない場合が
多いため，閾値の決定は容易ではない．
これまで多くの自動閾値決定法が提案されている．そ
の中でも幅広い応用事例がある手法として大津の判別分
析法 [1] がある．この手法は，まず濃度ヒストグラムを
暫定閾値によって 2 つのクラスに分け，各クラス内の分
散値とクラス間の分散値から濃度ヒストグラムの形状を
調べる．これを全ての閾値で行い，もっとも谷部に位置
すると思われる閾値を採用する手法である．この手法は，
必ず閾値が決定されるため汎用性が非常に高いが，画像
中のパターン領域と背景領域の画素数に大きな差が生じ
る場合，パターン領域のみをうまく区分けできない問題
点がある．
この問題を解決する手法として，ラプラシアンヒスト

ある．
そこで本稿では，局所的にシェーディングを含む文字
画像とパターン領域と背景領域の画素数に大きな差が生
じる文字画像をパターン領域と背景領域が明確に分かれ
るよう閾値決定することを目的とする．エッジ情報はパ
ターン領域と背景領域の境界に発生することが多い．そ
こで，ある条件を満たすエッジ付近の濃度値のみから濃
度ヒストグラムを生成することにより，相対的にパター
ン領域を増やすことができると考えた．エッジ検出は，
濃度値の同時発生確率の低い画素をエッジ周辺画素とし
て用いることにより，濃度値の影響を受けにくくなり，
局所的にシェーディングを含む画像やパターン領域と背
景領域の濃度差が小さい画像に対して有効であると考
えた．
以下，2 章にて大津の判別分析法について説明し，3
章にて本手法のアプローチ説明する．4 章にて提案手法
を説明し，5 章にて比較実験を用いて，本手法の有効性
を示す．最後，6 章でまとめる．

2. 大津の判別分析法とその性質

グラム法が挙げられる．この手法は，エッジ情報をベー

2. 1 大津の判別分析法の仕組み

スとする手法であり，画像中のエッジ周辺画素のみから

大津の判別分析法の仕組みについて述べる．まず，1
枚の画像から生成した濃度ヒストグラムを暫定的に 2 つ
のクラスに分ける．次に，各クラスからクラス内の分散
(式 (1)) と 2 つのクラス間の分散 (式 (2)) を求める．こ
の時，ω1 , m1 , σ12 はクラス 1 の画素数，平均濃度値，分
散値であり，ω2 , m2 , σ22 はクラス 2 の画素数，平均濃度
値，分散値である．

濃度ヒストグラムを生成することにより，パターン領域
と背景領域の画素数の差を小さくする．エッジ周辺の画
素ならば，パターン領域と背景領域の画素が比較的均等
に得られるため，画像中のパターン領域と背景領域の画
素数に大きな差が生じる場合に有効である．しかし，画
像中の一部の背景にシェーディングが存在する場合，パ
ターン領域とシェーディング領域の濃度差が小さく，エッ
ジ周辺画素として判断されにくいため，考慮されずに二
値化処理が行われてしまい，結果として，シェーディン
グ領域とパターン領域が明確に分けられないケースが

2
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IS1-3 : 93

ω1 σ12 + ω2 σ22
ω1 + ω2

(1)

2ω1 ω2 (m1 − m2 )2
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(2)

原画像

ニ値化画像

3. 本手法のアプローチ
3. 1 アプローチ

大津の判別分析法

エッジ情報は，パターン領域と背景領域の境界に多く
発生する．しかし，画素間の勾配情報からエッジ情報を

文字 ： パターン領域
その他： 背景領域

抽出した場合，背景領域の濃度値が一様でない場合，パ

図 1 大津の判別分析法の失敗例
入力画像

エッジ強調画像

ターン領域と背景領域を明確に分けられないケースが
ある．本手法は，ラプラシアンヒストグラム法と同様に

濃度ヒストグラム

エッジ周辺画素のみを選出して濃度ヒストグラムを生成
するが，エッジを求める際，隣接画素の勾配情報を用い
るのではなく，複数画素の同時発生確率の低い画素から
優先して選出することにより，明暗変化の影響を受けに

ラプラシアンフィルタを
用いてエッジ強調

エッジ周辺画素のみから
濃度ヒストグラムを生成

くいエッジ周辺画素の選出が可能となる．我々は，複数
画素の同時発生確率を調べる手法として，共起ヒストグ

大津判別分析法を適用
図2

ラプラシアンヒストグラム法の概要

3. 2 共起ヒストグラム

このクラス内分散とクラス間分散を用いて，全分散
2
σB
2
σW

ラムを用いた．

を算出する．以上の計算をすべての濃度値で行い，

全分散が最大となる閾値を採用する．
大津の判別分析法の適用例として，濃度ヒストグラム

画素間の共起性情報を調べるものとして共起ヒスト
グラム (CH: Co-occurrence Histogram) に着目した [2]．

N × M の画像 f (i, j) の CH は式 (3) で求まる．
h2 (p, q) =

の形状が 2 つの山部と 1 つの谷部で構成される場合が
もっとも理想的なケースであり，明確にパターン領域と

実用できる環境が多い利点を持つ．

{

w(i, j, p, q) =

1
0

(3)
f (i, j) = p, f (i + K, j + L) = q
otherwise

パラメータ K, L は注目画素対の相対変位であり，従来
のテクスチャ解析で用いられる同時生起行列 [3] と同じ
く，K, L を制御することにより，多様な特徴を捉える．

2. 2 大津の判別分析法の問題点
大津の判別分析法は，どのような濃度ヒストグラムで
も必ず閾値を決定できるため，汎用性が高い．しかし，
クラス間分散において，各クラスの画素数 (ω1 , ω2 ) を乗
算するため，図 1 のように画像中のパターン領域と背景
領域の画素数に大きな差がある場合，パターン領域と背
景領域が明確に分かれない閾値が設定されるケースがあ
る．そこで，パターン領域と背景領域が均一になるよう
濃度ヒストグラムの頻度値を調整する必要がある．

この共起ヒストグラムを用いてテンプレートマッチング
に応用した例 [4] や，欠陥画像分類に応用した例 [5] が確
認されており，様々な分野へ応用できることが分かる．

3. 3 共起ヒストグラムの性質
パラメータ K, L が小さい共起ヒストグラムの場合，共
起ヒストグラムの対角線から離れて投票されるほど，そ
の濃度値はエッジ周辺に存在する確率が高い性質を持つ．
また，一般に背景領域やパターン領域に比べてエッジ領
域は小さいと仮定して，共起ヒストグラムを 2 つの画素

2. 3 大津の判別分析法の改良手法
大津の判別分析法の改良手法として，ラプラシアンヒ
ストグラム法が挙げられる．この手法は，図 2 のように
二次微分法からエッジ情報における濃度ヒストグラムを
生成することにより，パターン領域と背景領域が均一に
なるよう工夫した手法である．これにより，パターン領
域と背景領域の画素数が大きく異なる画像に対して有効
だが，画像中にシェーディングを含む画像に対しては，
パターン領域とシェーディング領域の濃度差が小さく，
シェーディング領域の濃度値を考慮せずに閾値を決定し
てしまい，パターン領域と背景領域を明確に分けられな
いケースがある．

w(i, j, p, q),

ij∈N,M

背景領域が分かれる．一方で，たとえ濃度ヒストグラム
の形状が理想的でなくても，必ず閾値は決定されるため，

∑

の同時発生確率 (共起頻度) とみなすことで，頻度の低い
濃度値ペアをエッジ周辺に存在する画素と考えることが
できる．
図 3 は，隣接画素の勾配をベースとするエッジ検出
と共起頻度をベースとするエッジ検出の違いを表す．図

3(a) は原画像であり，図 3(b) は図 3(a) に対してラプラ
シアンフィルタを適用した画像であり，図 3(c) は図 3(a)
に対して共起頻度を画素値として表した画像 (共起度数
画像) である．図 3 より，共起頻度ベースのエッジ検出
手法が，濃度差の大小に関係なくエッジ検出を行うこと
が分かる．
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入力画像

共起ヒストグラム

抽出結果

共起ヒストグラムの対角線か
ら離れた濃度値ペアを抽出
(a) 原画像

図3

(b) ラプラシア
ンフィルタ

(c) 勾 配 情 報
ベースの手法

図5

抽出した画素に
大津の判別分析
法を適用

複数画素の同時発生確率ベースの手法

ラプラシアンフィルタとの違い

0

5. 比 較 実 験

255 p

5. 1 実験で用いる画像
本実験で用いる 3 枚の画像を図 6 に示す．それぞれ図

白色： 頻度値0
灰色： 頻度値6未満
黒色： 頻度値6以上

6(a) はパターン領域と背景領域の画素数に大きな差が生
じる文字画像，図 6(a) は画像中に人工的にシェーディン
グを含ませた画像，図 6(c) は自然に発生したシェーディ
ングを含む文字画像である．図 6(a) は，画像中の文字を
パターン領域，文字以外を背景領域とした場合，パター
ン領域と背景領域の画素数比率が約 99.4 : 0.6 であり，図
6(b) は，シェーディング領域の濃度値を 128 として，画
像中の半分の領域をに対して含ませたものである．

255
q
図 4 CH を用いたエッジ抽出例

5. 2 閾値決定精度の比較実験

4. 提 案 手 法
我々は，共起ヒストグラムを用いた判別分析法を提案
する．図 4 のように，濃度値ペアの同時発生確率をベー
スとした手法であり，2 つの画素の同時発生確率の低い
画素ペアをエッジとみなして抽出して，エッジ付近の画
素のみから濃度ヒストグラムを生成する手法である．
図 4 は，Mandrill から生成した共起ヒストグラムであ
り，頻度が 0 ならば白色，頻度が 1 以上 6 未満ならば灰
色，頻度が 6 以上ならば黒色で表す．この灰色の頻度の
みを使用することにより，エッジ周辺画素のみから濃度
ヒストグラムを生成する．共起ヒストグラム (h2 (p, q)) か
ら生成する濃度ヒストグラム (h2(q)) は，式 (4) になる．
{
255
∑
h2 (p, q) if h2 (p, q) < t2
h2(q) =
(4)
0
otherwise
q=0

図 6 の 3 枚の画像を用いて，大津の判別分析法，ラプ
ラシアンヒストグラム法，提案手法の三種の実験をした．
結果を図 7,8,9 に示す．図 6(a) では，ラプラシアンヒス
トグラム法と提案手法の 2 つの手法がパターン領域と背
景領域を明確に分けることができ，大津の判別分析法は
明確に分けることができなかった．図 6(b) では，提案手
法のみがパターン領域と背景領域を明確に分けることが
でき，ラプラシアンヒストグラム法と大津の判別分析法
は明確に分けることができなかった．以上より，本手法
の有効性が確認できた．
しかし，図 6(c) では，すべての手法において，パター
ン領域と背景領域を明確に分けることができなかった．
これは，シェーディング領域内がボケているため，うま
くエッジ情報を検出できなかったものと考えられる．今
後は，共起ヒストグラムのパラメータ K, L を調整する

ここで，t2 は閾値であり，実験により t2 = 6 とした．こ

ことにより，ボケ等の影響を軽減できるよう改善する必

の濃度ヒストグラム (h2(q)) に大津の判別分析法を適用

要がある．

し、2 値化閾値をそれぞれの手法で求める．
また，共起ヒストグラムのパラメータ K, L を変化さ
せることにより，様々な画像に対応させることができる．

K, L が小さいほど局所的な濃度変化を捉えるため，テク
スチャが細かい画像に適しており，対称に，K, L が大き
いほど大局的な濃度変化を捉えるため，テクスチャの荒
い画像に適している．

6. お わ り に
画像中のエッジ付近の画素に着目した自動閾値決定法
を提案した．実験の結果，大津の判別分析法ではうまく
閾値が設定できなかった画像に対して適用できたため，
本手法の有効性が確認できた．今後は，共起ヒストグラ
ムの多元化すなわち，パターン内の画素数の増加手法や，
それによって得られる情報をさらに活用して，より正確
な自動閾値決定法の開発を試みたい．
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(a) パターン領域と背景領
域の画素数に大きな差があ
る文字画像

(a) 大津の判別分析法

(b) 人工的にシェーディン
グを加えた文字画像

(b) ラプラシアンヒストグ
ラム法

(c) 提案手法
(c) スキャナで読み込んだ
文字画像

図 8 画像 6(b) に対しての結果

図 6 比較実験に用いる画像

(a) 大津の判別分析法
(a) 大津の判別分析法

(b) ラプラシアンヒストグ
ラム法

(c) 提案手法

(c) 提案手法

図7

図9

画像 6(a) に対しての結果
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画像 6(c) に対しての結果
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