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カラーマッチング法を用いた木材画像の色調補正

一木材劣化診断用現場写真の色ずれ補正条件の検討一

藤原裕子*1 藤井義久*¥柳田俊一*2 

上はじめに

木造の建築物や外構設備を健全な状態で保つた

めには，木部の劣化を定期的に調査し，不具合を

早期に発見・補修する必要がある O 調査の基本と

なる劣化の 1次診断では，触診，打診に加えて目

視による診断が重要であり，報告書の作成には診

断対象となる構造物や部材をディジタルカメラで

撮影したカラー画像が用いられる O 劣化診断の現

場は，戸外，室内，床下，小屋裏など様々で，天

候や照明条件によっては撮影した対象画像の色調

が不自然な印象のものとなることが多い。さらに

カメラや照明機材の特性によっても画像の色調は

変化する O その結果，劣化していない部位が劣化

しているように見えたり，その逆のように見えて

しまう場合があるため，撮影した画像には色調補

正を施すことが望ましい。ディジタル画像が簡単

に取り扱えるようになった近年では，比較的安価

なディジタルカメラやスキャナを用いた簡便な製

品の品質評価が様々な分野で試みられ，その際に

必要不可欠な色調補正についても種々の検討がな

されている 1-.)。その中で医療の分野では，カ

ラーチャート (CASMATCH，大日本印刷社製)を

撮影対象と同じ画像に写しこみ，カラーチャート

の既知の色情報を基に汎用の画{象処理ソフトによ

って色調補正を行う方法5-9)が一般的になりつつ

ある O 本研究では，カラーチャートとして木材色

に近い標識色カラーパッチ(以下，パッチ)を用
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い，近年開発された新規な色調補正アルゴリズム

によって，パッチを写し込んだ、木材のディジタル

画像の色調を補正し，撮影条件，パッチの個数等

が補正結果に及ぼす影響を検討した。

2.色調補正の原理

ディジタルカメラで撮影した画像は， sRGB空間

に対花、した色情報をもっ画素で構成されている O

本研究で用いた色調補正アルゴリズム(日本コン

ピューター・システム株式会社， h加ttゆp:ν//www.

nc凶s.C∞o.j知昂昂jp/t

各踊素の三束科t激値 R，G，B (以下，RGB1i値霞と呼ぶ)

を撮影画像内の標準色パツチの色情報に基づいて

補正する機能をもつ。図 lは処理の対象となる 5

枚のパッチと木片を写し込んだ画像例と色調補正

の概念図である。 sRGBの3次元色空間(図では

RG平面)にプロットされた撮影画像のパッチ部

分の値(ム)は，別途求めた本来の値(・)に近

づく方向に補正される。その際，三次元ユークリ

ッド空間である sRGB空間そのものが補正量に応

じてゴムが弾性変形するように非線形的に変形す

るため，パッチに近い点ほど空間は大きく変形し，

パッチから離れた点ではほとんど変形しない。つ

まり，補正後の画像ではパッチに近い色の色調は

大きく変化し，パッチと異なる色の色調はほとん

ど変化しない。したがって，パッチを木材色と近

い色にすれば，撮影画像中の木部の色はより適切

に補正できると考えられる O 補正量は次のように
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A画像例における .カラーパッチの本来の座標(RG値)
カラー1¥ッチの色座標(RG値)

図 1 色調補正による sRGB色空間 (RG平面)の変形 (画像例中の番

号については司表 1を参照)

決める。

(1) パッチと同色部分の補正量は， sRGBの3次

元色空間にプロットされたパッチ部分の色情報

と，パッチの本来の色情報との差とする。

(2) パッチと異なる色の補正量は，その色情報と

パッチ部分の色情報との差に応じて非線形的に

変化させる。具体的にはパッチの座標と離れて

いるほど補正量を小さくする。

3.実験方法

試料は色調の異なる健全な気乾材 (約30X50

mm) 15種類(表 1)を並置 したもの，および青変

部を含むラジアータパイン材(l40mm角)とした。

パッチは15種類の木片から色調の異なる数個を選

ぴ，それらに近い色をコンピュータ上で生成して，

プリン タ (LBP-5300，Canon製)で印刷したもの

(20mm角)とした。 印刷時の sRGBカラー プロフ

ァイ ル制御は行わず， プリンタのデフォルトのま

まとした。試料とパッチは並置し，ディジタルカ

メラ (NikonD40X) を用いて撮影した。その際，

画像の色調を変えるために，統ーした照明条件下

で，カメラの露出，ホワイ トバランス設定値を様々

に変化させて撮影した。ディジタル画像の色調補

正は，前述の画像処理アルゴリズム(イメチェン

ジャー，日本コンピューター・システム株式会社)

を用いて行った。

色調補正の良否は，以下の方法で求める sRGB

空間の座標点聞のユークリッド距離(以下，平均

色距離)によって評価した。まず，色調補正画像

のうち，パッチ部の色がパッチ作成時に設定した

RGB値と最も近いものを便宜的に基準画像とし

た。次に，各画像内の個々のパッチあるいは木片

について，任意の20X20ピクセル (約 8x 8 mm) 

の領域の RGB各値の平均値を求め， sRGB空間に

おけるそれぞれのパッチ，木片の座標値とした。

これらの値と基準画像内の対応する領域の座標値

との色空間内での距離を平均色距離とした。なお，

基準画像内のパッチ部とパ ッチ作成時の RGB設

定値の平均色距離を求めたところ，15種類の木片

を並置した試料では2.14，青変部を含むラ ジアー

タパイン材では3.16であった。両平均色距離がO

(ゼロ)にならなかったのは，本研究で用いる色調

補正アルゴリ ズムの特性による。sRGB空間にお

けるパッチ部の座標 5点が目標とする座標に向っ

て移動するとき， 5点それぞれが移動に よって空

間を変形させる力と，空間の形を元のままに保と

うとする力との合力が空間中の各点に与えられ，

それによって変形後の空間の形状が決まる。この
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表1 標準色カラーパッチおよび15種類の木片の RGB司 XYZ表色系における二刺激値

種類
識別番号または

樹種名(学名)

カラーノfッチ No.1 

No. 2 

No. 3 

No. 4 

No.5 

木片
① ベイヒパ

叩 otkatensis)

② スブルース

(Picea spp. ) 

③ ウリハダカエデ

(Acer rポnerve)

④ ケヤキ

(Zelkova serrata) 

⑤ ホワイトオーク

(Quercωαlba) 

⑥ ホオノキ

obovata) 

ヤチダモ

(Fraxinus mandshurica) 

③ ベイスギ

⑨ニャト

(Palaquim spp.) 

⑬ ブピンガ

(Guibourtia demeusei) 

⑬ ホワイトオーク

(Quercus alba) 

⑫ カツラ

(Ce川 diphyllumjapOl耐 um)

⑬ ブラックウォルナット

(Jaglar山 nigra)

⑬ マコレー

(Tiegl問問llaheckelii) 

⑬ チーク

(Tecto 

ように多くの力が作用する空間の中では，パッチ

部の 5点すべてが自標点に限りなく近づくもの

の，その位置から多少なりともずれる可能性は梅

めて高くなる O また，表 1は基準画像におけるパ

ッチ部および15種類の木片の RGB値から大田の

方法i川こよって求めた XYZ表色系の三刺激値(.1-')、

下， XYZ値と呼ぶ)である O パッチおよび木片の

XYZ値は，基太村の測色した内外産有用木材73樹

手重の XYZ1i車11)の範囲 (x: 4. 39~62. 7， Y : 4. 50~ 

RGB， XYZ表色系のコ刺激値

R G B X Y Z 

223 193 110 52.3 55.0 22.6 

208 177 159 48.0 47.4 39.4 

177 144 94 30.1 30.1 14.8 

144 97 45 16.3 14.7 4.46 

95 49 16 5.91 4.67 1. 08 

217 182 111 48.2 49.4 22.0 

202 167 107 40.8 41.3 19.7 

200 173 142 43.7 44.1 31.8 

172 128 68 25.8 24.6 8.86 

171 135 84 27.1 26.6 12.1 

177 157 110 33.0 34.6 19. 7 

169 140 95 27.8 28.0 14.8 

153 121 78 21. 4 21. 0 10.1 

134 90 42 13.9 12.6 3.88 

142 111 68 17.9 17.5 7.91 

151 120 73 20.7 20.5 9.17 

144 105 54 17.2 16.3 5. 73 

133 107 72 16.1 16.0 8.36 

112 73 35 9.37 8.33 2.70 

95 58 20 6.36 5.51 1. 39 

63.7， Z : 5. 01 ~46. 7)でほぼ均等に分布してい

いることを確認した。

4.結果

4. 1 15種類の木片の画像の色調補正結果

図2は露出やホワイトバランス，カメラの種類

を変えて撮影した15種類の木片の画像と，それら

の色調を補正した画像，および各画像のパッチ部

と木部の平均色距離である O 色調補正前の画像で

木材保存 Vol. 35-3 (2009) 
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元画像 色調補正後

図2 種々の条件で撮影した画像の色調補正結果

はパッチ部の平均色距離が34.O~ 102，木片部が

30. 5~ 106であるのに対し，補正後はそれぞれ3.11

~ 12.2， 6. 68~ 12.7で，いずれも基準画像の色に

近づいたことがわかる。色調補正後の平均色距離

をCIELAB色空間の色差 L1Eホめで表すとパッチ

部がl.4~4. 8，木片部が2.3~5 . 8であった。これ

らの値はディジタル印刷工程の色管理における色

差の許容限界内 (L1E*ゆ <6)ωであり，図 2にお

ける色調補正後の画像は同等の色調とみなしてよ

いと考えられる。

4.2 カラーパッチの種類

図3はパッチの色の種類を減らして色調補正し

たときの RG平面の変形パターンである o RG平

面の変形パタ ーンはパッチの座標に よって異な

り，パッチの個数が少ないと変形領域は小さくな

る。図4はパッチの個数とパッチ部および木片部

木材保存 Vol. 35-3 (2009) 
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図3 カラーパッチ数の RG平面の変形状態への影響

の平均色距離の関係であるが，パッチの

種類が多いほど平均色距離の値は小さく

なり，補正画像の色調が基準画像に近づ

くことがわかる。本実験の結果ではパッ

チが4個と 5個で基準画像との平均色距

離が同等で、あるが，同じ 4個のパッチで

も色の種類によって sRGB空間の変形領

域が異なるため，基準画像の色調により

近づいたり，より離れたりすると考えら

れる。

4.3 フラッシュを使用した撮影画像

図5はフラッシュ撮影した画像の色調

補正結果である。補正後の画像は元の画

像よりも色の濃い部分と薄い(白に近い)

部分の差が大きい。これは，光を強く反

射した色の薄い部分では， sRGB空間に

おけるパッチとの色距離が大きく離れて

いるので，色調補正時に色の補正量が不

足し，補正後も明るい色のまま残ってし

まったためである。また強く反射した部

分の本来の色と関係なく座標値が255近

くに飽和してしまっていることも一因と

考えられる。このように画像の特定の部

分だけ色が飽和した場合の色調補正につ

いては今後の課題である。ちなみに床下

などの暗所での撮影ではフラッシュを使

元画像

111-

40 
圃カラーパッチ部 白木片部

No.4 
30 I 

1 使用したカラ パッチ番号

醤|ぷ
出 2
母) 20 ~ 3 
宮 4
時 5

| 悶
10 

O 

カラーパッチの個数

図4 カラーパッチの個数とパッチ部

および木部の平均色距離

平均色距離カラーパッチ:81.6、木部:514

って撮影することが多いが，ある程度の 図5 フラ ッシュ撮影した画像の色調補正

明るさがあ り，手ぶれなどの心配がない

場合にはフラッシュを用いないで撮影し，本アル

ゴリズムを用いて色調の補正を行ったほうがよい

場合がある。

4.4 青変菌で汚損された試料への適用

図 6は青変菌によって汚損した部分を含むラジ

アータパイン材について，ディジタルカメラのホ

木材保存 Vol. 35-3 (2009) 
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ワイトバランス設定を変えて撮影した画像とその

色調補正画像である。撮影画像の平均色距離が60

から70の場合，色調補正結果は非常に良好で，補

正後の平均色距離は 3から 7程度の十分に小さい

値である。また，図より基準画像と同等の色調に

補正されたことがわかる。一方，撮影画像の平均

色距離がパッチ部で114，木部で129の画像の色調

補正は十分でなく，補正後の画像と基準画像の色

調は明らかに異なっている。また色調補正後の平

均色距離も他のホワイトバランス設定の場合より

大きく，パッチ部で28.9，木部で40.4であった。

本実験で用いた画像処理アルゴリズムでは sRGB

空間を変形する際に空間のねじれや重なりを許し

ていないため，格子点どうしの距離が接近するに

つれてそれらの聞に働く斥力が極めて大きくな

る。その結果，変形前の sRGB空間内で隣接する 2

点がある程度以上に近づくとそれ以上は空間を変

形させることができなくなり ，パッチ部の座標の

移動距離が予定していた補正量に達していなくて

も補正が終了する。そこで，空間の変形を多段階

で行い，各段階の補正後の画像を新たな撮影 (元)

画像として補正を繰り返すことを試みた。図7は

色調補正の際の空間変形を I段階または 2段階で

行ったときの RB平面の変形パターンおよび色調

補正画像である。図より 1段階補正の変形パター

ン (①) には格子点が密集している領域があり，

空間変形によって移動したプロ ットが近接してい

ることがわかる。そのため，上述のように予定し

ていた補正量に達する前に補正が終了し，補正画

像のパッチの色座標(図 7の変形パターン①の企)

は基準画像のそれ (同・)に十分には近づいてい

ない。2段階補正においては，まず l段階目の補

正で予定する補正量の1/2の距離まで空間を変

形させる (図7の変形パターン②)。さらに 2段階

目の補正では l段階目の補正後の画像を新たな撮

影画像として，その画像におけるパッチ部の色座

標を変形のない sRGB空間にプロ ットし (図7の

変形パターン③)，その空間に対して色調の補正を

行う 。その結果，図 7の変形パターン④に示すよ

うに，補正後画像内のパッチ部の座標は標準のパ

ッチとほぼ重なる程度にまで接近するようにな

る。また補正後の画像が基準画像の色調とほぼ同

じであることからも，良好な色調補正が行われた

ことがわかる。図8は1~ 3段階で空間を変形さ

せて色調補正した場合の空間変形の分割回数と色

調補正画像の平均色距離であるが，多段階で補正

元画像 色調補正後

パッチ部:64.3 パッチ部:5.02

図6 青変菌による着色部分を含む木材について
ホワイ卜バランスを変化させて撮影した画像
の色調補正結果

木材保存 Vol. 35-3 (2009) 
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図7 多段階で sRGB空間を変形させた場合の空間変形パターン (RB平面)の変化

50 

40 

書30
D:l 

ls.l 
520 

10 

1段階

.カラーパッチ部

図木部

2段階 3段階

空間変形の段階数

図 8 または多段階で sRGB空間を変形させた

場合の平均色距離の変化

を行うことによって平均色距離の値が小さくな

り，補正がより適切に行われることがわかる O

5.おわりに

木材色に近い色の標識色パッチ(小片)を写し

込んだディジタル画像内のパッチの色情報を用い

て様々な色の木材を写した対象画像の色調を補正

する手法の性能を評価した。木材色に近い色の標

識色パッチと本研究で用いた色調補正アルゴリズ

ムによって，撮影画像の木部の色調が適切に補正

できた。暗所で撮影した画像のように色調の暗い

画像でも良好な補正画像が得られたが，フラッシ

ュ撮影した画像のように色成分の値が飽和した画

像では補正が困難であった。また，基準画像と色

調が大きく異なる画像でも ，多段階で補正を行う
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ことで良好な色調補正画像が得られることがわか

った。
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