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はじめに 
 

画像は、音声信号などの一次次元信号と異

なり、二次元の平面上に描出される明るさ

の変化を持った信号であり、空間座標の関

数ｆで表現されます。 

現在の医療画像分野における状況は、アナ

ログからデジタルへの急激な変化が進み、

一般写真の分野と同様に、使用目的の限ら

れたアナログ画像用資材は、入手が困難に

なってしまったものさえあり本格的なデ

ジタル時代に突入した感さえあります。 

我々の周辺に氾濫しているデジタル画像

ですが、その生成については、少々、理解

されていない部分も多く見うけられます。

そこで、デジタル画像の基礎の基礎という

ことで、その生成過程と処理について解説

してみることにします。 

 

①処理過程 
 

デジタル画像の各種の処理は、様々な技術

的な要件のもとに順に行なわれます。デジ

タル画像を理解する上では、画像処理の流

れを処理過程ごとに理解する必要があり

ます。 

標準的な処理過程は、画像取得⇒変換[標

本化（サンプリング）⇒量子化（クォンタ

イゼーション）⇒符号化（コーディング）]

⇒画像処理⇒画像の保管⇒画像の出力⇒

画像の転送のように行なわれます。 

医療分野における画像の取得過程におい

ては、広義に解釈すると X線フィルム、CR

用 IP（SP）プレート、フラットパネルディ

テクター、ビデオセンサーなどがあげられ

ます。また、センサーとしては、ハロゲン

化銀（アナログフィルム）、輝尽性蛍光体

（CR）、CCD や C-Mos（デジタルカメラや

ビデオカメラ）、アモルファスセレニウム

（フラットパネルディテクター）、アモル

ファスシリコンなどが使用されています。 

 

②標本化 
 

標本化は、サンプリングともよばれ、 終

画像の空間解像度に も影響を与えるフ

ァクターです。画像データを碁盤の目のよ

うに区画化することがその目的ですが、区

画する細かさ、すなわちサンプリング周波

数が画像形成上の重要なポイントとなっ

ています。基本的には、「取り扱っている

信号の 大周波数が fmax であるならば、

この信号を完全に復元するためには、2×

fmax 以上の周波数でサンプリングする必

要がある。この時の周波数をナイキスト周

波数とよぶ。」という標本化定理が存在し

ます。（fig.1、fig.2） 

 

 
fig.1 大周波数=ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数 

 
fig.2 大周波数×2=ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数 

 

この定理を満足しない画像データにおい

ては、画像を完全に復元すること出来ない

ばかりでなく、擬似的な低周波の画像が現

れたりする場合も多く見られます。この擬

似的な低周波画像は、エリアシングと呼ば

れています。（fig.3、fig.4） 

 



 
fig.3   fig.4 

ｴﾘｱｼﾝｸﾞのない例 ｴﾘｱｼﾝｸﾞがある例 

 

したがって、状況が許す限りサンプリング

数を増やす必要があります。当然のことな

がら、必要以上のサンプリング数は、デー

タ容量を増やしてしまうばかりでなく、コ

ンピュータやワークステーションの表示

能力や処理能力、サーバーの保存能力、使

用する伝送系の速度、導入時のコスト増加

など多方面に影響を与えますので十分な

検討が必要です。 

また、よく誤解されているのが「サンプリ

ング数＝解像力」という点です。同一機器

においては、この考え方が成立するのです

が、サンプリング方式の異なる機器におい

ては、必ずしもこの考え方は正しくありま

せん。フィルムデジタイザーで考えれば、

受像センサーの種類や方式、光学系の種類

や方法など標本化を行う機器が持つハー

ド系で大きな影響を受けてしまうのがそ

の理由です。 

 

③量子化 
 

量子化は、クォンタイゼーションとよばれ

ます。標本化されたデータの画素（Pixel）

一つ一つの重み付けを行ないます。この時

に連続した階調が階段状の離散化データ

に変換されます。この階調数が画像の描出

に大きな影響を与えます。人間の目持つ階

調の分解能は、256 階調程度といわれてい

ますが、状況によっては、1024 階調であっ

ても連続階調と見られない場合がありま

す。特に、広いダイナミックレンジを持つ

フィルムにプリントした場合は、淡い階調

変化のある部分などに、階調が不連続に見

える場合があります。このような場合は、

階調数を再検討する必要があります。ちな

みにコンピュータのモニタ上では、256 階

調程度の表現しかしておりませんが、モニ

タの持つダイナミックレンジがフィルム

ほど大きくないために、問題とならないわ

けです。 

当然、量子化における階調数は、多い方が

自然な画像となり、好結果につながるわけ

ですが、機器や表示ソフトの性能に大きな

影響を与えますので、十分な理解と検討が

必要です。 

 

④階調処理 
 

画像データ内の各ピクセル値そのものは、

画像のもっとも重要な役割を担っていま

す。そのために画像データ内でそれぞれの

ピクセル値がどのように分布しているか

を調べることは、画像処理を行う上で 重

要なことであります。画像内の全ピクセル

値の分布をピクセル値別の頻度であらわ

したグラフをヒストグラムといいます。 
たとえば、胸部写真のヒストグラムは、以

下のグラフのようになり、各ピクセル値毎

の数がわかります。（fig.5） 
 

 
fig.5 胸部写真とそのﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ 
 
当然のことながら、このピクセル数は、画

像の総ピクセル数と同数となります。また、

ヒストグラムは、画像の特徴をあらましま

すので、領域の分割や特定の対象物の抽出

にも用いられます。 
フィルムスキャナなどの画像入力装置か

ら得られた画像データをプリンタでプリ

ントしたりビューワーで画像として表示

する場合、入力画像データのピクセル値を

出力に適した画像データに変換すること

を濃度変換といい、このときに使用される

変換テーブルをルックアップテーブル（以

下 LUT）といいます。 
一般的には、線形のルックアップテーブル

が用いられますが、CR や DR においては、

画像の特徴を描出するために、対象物によ

って形状が異なりしかも非線形のルック

アップテーブルが用いられています。 



以下に CR 画像の例を示します。 
Fig.6 は階調処理前の画像で一般的には、

生データ（Raw Data）と呼ばれるもので、

表示画像の階調数が非常に少なく感じま

す。 
Fig 7 は、線形の LUT を用いて階調処理を

行った例で、中間の階調は、そこそこ描出

されていますが、LUT 上の肩の部分と足の

部分の階調が不足しているため、画像情報

が失われていることがわかります。 
Fig.8 は、非線形の階調処理を行った例で、

画像情報をすべて表示している理想的な

画像と言えるでしょう。 
 

 
fig.6 生ﾃﾞｰﾀと階調 適化前の LUT 
 

 
fig.7 生データに線形の LUT を用いて階調

処理を行った例 
 

 
fig.8 生データに非線形の LUT を用いて階

調処理を行った例 
 
注意：ここでは、わかりやすいように出力

変換後のﾋｽﾄｸﾞﾗﾑと LUT を表示して

いますが、一般的なデジタルデータ

の取り扱いでは明るい部分は、値が

大きく、暗い部分は、値が小さくな

ります。 
 

⑤フィルタ処理 
 

 

画像データのような二次元画像情報のも

っとも基本的な画像処理のひとつにフィ

ルタ処理があります。 

フィルタ処理は、空間フィルタ処理とも呼

ばれ一般的には、画像を平滑化し雑音除去

に用いたり、画像の持つ特徴を尖鋭化する

ことで画像を鮮明にしたり画像の輪郭を

抽出するなどの目的で使用されます。 

代表的な平滑化フィルタの例を示します。

このフィルタはもっとも単純な空間フィ

ルタで、画像データのある点を中心とした

正方形または円形のピクセル値の平均値

を求め、その値をその点のピクセル値と入

れ替えるという方法です。以下に 3×3 マ
トリックスの平滑化フィルタを示します。

（fig.9） 
 

 
fig.9  3×3 の平滑化フィルタ（注目してい

る中央の画素と周辺８個の画素の平

均値をもって置き換える） 

マトリックス数が多くなると、低周波

領域側にシフトしていきます。 

 

次に、尖鋭化フィルタですが画像を鮮鋭に

したり強調したり線やふちの形状を抽出

することに用いられます。 

も簡単に画像を尖鋭化するには、微分フ

ィルタを用います。 

以下に微分フィルタの計算例を示します。 

 

 
 

ただし、a i , j は、点（i ,j）のピクセル

値を示します。f（i,j）は、微分フィルタ

により置き換えられた新しいピクセル値

です。このフィルタを用いますと容易に画

像の輪郭を抽出することが可能です。 

そのほかに、同様な機能を持つラプラシア

ンフィルタや Prewitt フィルタ、Sobel 

フィルタと呼ばれるフィルタもあります。 



ここまででわかるようにデジタル画像デ

ータに対し簡単な演算を行ない、いろいろ

な結果を引き出すことが可能です。 

 

⑥特殊画像処理 
 

階調処理やフィルタ処理は、画像処理の基

本となるものであることがお分かりいた

だけましたでしょうか。 

現在、医療分野のデジタル画像処理には、

これらの処理と演算を組み合わせること

で、いろいろな特徴ある画像処理が行われ

ております。 

たとえば、周波数強調処理（エッジエンハ

ンスメント）は、平滑化フィルタ処理と引

き算、足し算、乗算を組み合わせておりま

すし、画像上に現れるグリッド目を抑制す

る処理は、スペクトル領域でフィルタを施

し、パワーの強い周波数領域を抽出します。

そして、その周波数部分だけを抑制するよ

うなバンドストップフィルタを作成し画

像からあるスペクトルの成分を除去する

ものことでｸﾞﾘｯﾄﾞ目を抑制します。

（fig.10、Fig.11） 

 

 
fig.10 グリッド目抑制処理前 

 

 
fig.11 グリッド目抑制処理後 

 

そのほかに DR 圧縮処理、EVP 処理、ハイブ

リッド処理、マルチ周波数処理、ノイズ低

減処理などいろいろな特殊画像処理が存

在しますが、メーカーによる呼び方の違い

のみで、同じような効果を示すものもある

ようです。 

 

⑦まとめ 
 

理想的には対象物が持つ 大周波数を知

り、画像となったときのダイナミックレン

ジを考慮して、デジタル化する必要があり

ます。しかし、当然のことながら使用機器

の性能や機能による制約が存在するため、

理想的なデジタル化は、難しいとは思われ

ますが、できる限り対象物の持つ情報を抽

出する努力を行うことが重要であります。 

また、特殊画像処理を行うことで画像情報

を 100％近く引き出すことが可能となりま

すが、処理を行ったことによる情報の欠落

も考えられるため、これらの処理の使用に

は十分な検討とその処理をよく理解する

必要があります。 

是非、これらのことをよくご理解していた

だくことで、診断価値が高く高品位な画像

の提供にお役立ていただければと思いま

す。 


