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1 まえがき
エッジを考慮した平滑化を行うエッジ保持平滑化は，画像処

理の様々なアプリケーションへ応用可能である．そのため，近

年では，エッジ保持平滑化は基盤的な処理となりつつある [1]．

しかし，エッジ保持平滑化は計算コストが高く，高速化が必

要であった．また，エッジ保持平滑化は目的は大きく，平滑

化とノイズ除去に分けられるが，代表的な平滑化手法である

フィルタ処理は，画像のテクスチャを過度に平滑化する傾向

にある．そのため，ノイズ除去を行う場合，フィルタ処理に

代わる手法が必要であった．

これらの問題を解決するために，エッジ保持平滑化の高速

化やノイズのみ除去する手法の提案がされてきた．しかし，従

来のエッジ保持平滑化の高速化手法は，ノイズの発生やメモ

リ消費量，カラー画像に対する効率性など，様々な問題があっ

た．また，ノイズ除去に特化した手法に関しても，従来の手

法はノイズ除去の精度を重視しており，計算コストを度外視

した手法が多かった．

そこで，本論文では，高効率なエッジ保持平滑化の実現の

ために，乱択アルゴリズムの導入する．乱択アルゴリズムは，

確率的な要素を取り入れることで，アルゴリズムの高効率化

ができる．しかし，乱択アルゴリズムは確率的な要素を含むた

め，誤差の発生や処理結果の安定性も損なわれる課題がある．

そこで，まず，エッジ保持平滑化処理やノイズ除去処理に対

して乱択化を適用することで，処理の高速化を試みる．そし

て，乱択化した手法について，処理の効率性，処理結果の近

似精度，近似精度の安定性を改善するための手法を提案する．

本概要では，このうち，ノイズ除去手法の高効率化につい

て説明する．ここでは，計算コストとノイズ除去効果のトレー

ドオフのとれた手法である，冗長離散コサイン変換（DCT）

に対して乱択化を適用を検討する．

2 関連研究
ノイズ除去手法は大別すると，周波数空間に変換して処理を

行う手法と，変換を行わず直接処理を行う手法に分けること

ができる．特に，周波数空間に変換して処理を行う手法は，細

かなテクスチャを保持しながら，高いノイズ除去効果を持つ

ことで知られている．

周波数変換を伴う手法の例としては，BM3D アルゴリズ

ム [2]が挙げられる．この手法は，類似したパッチのブロック

に対して，3次元の周波数変換をすることで処理をする手法で

あり，未だ最も高いノイズ除去効果を持つ手法の一つである．

しかし，その処理コストの高さが問題としても挙げられる．

周波数変換を用いてノイズ除去処理を行う手法の中でも，特

に，冗長離散コサイン変換（DCT）による手法 [3] は，ノイ

ズ除去効果と処理コストのバランスのとれた手法である．こ

の冗長DCTによる手法では，RGBの成分間における相関を

除去した後，画像中のあるローカルパッチ ωに対して，以下

の三つの処理を行う．

図 1: ある画素の冗長DCT（R-DCT）と乱択冗長DCT（RR-

DCT）の冗長度．

1. 順 DCTにより周波数空間に変換
2. 閾値 τ 以下の値の係数成分を 0にする
3. 逆 DCTにより元の空間に変換

とり得る全てのローカルパッチ ωの集合を Ωとすると，従来

手法は，集合 Ωにおける全ての要素 ωに対して，これら三つ

の処理を行う．この処理は各画素につき，パッチの面積分の重

複が発生する（図 1左は，4× 4パッチのときの例）．そのた

め従来手法では，それらの平均値を結果として出力していた．

カラー画像に対して処理を行う場合は，前述の処理を行う

前に，事前処理として，RGBチャネル間の相関除去を行う．

このカラー間の相関除去は，カラー画像と，次の直交基底と

の内積をとることで行われる．{
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このカラー間の相関除去を適用することにより，YUVや Lab

色空間といった一般的な色変換と比べて，デノイジング効果

が向上する．

冗長 DCTによるノイズ除去は，ノイズ除去効果と計算効

率のバランスがとれているが，リアルタイム処理を行うには

まだ十分な計算コストとは言えず，高速化が必要である．本

論文では，冗長 DCTによる手法の高速化手法を提案するこ

とで，高効率なノイズ除去を実現する．

3 提案手法
提案手法では，前述のパッチごとの処理を，Ωをサブサンプ

リングした集合Ωsに対して行う．図 1右は，ある画素におけ

る提案手法の例を表している．ここで重要となるのは，Ωの

部分集合Ωsのサンプリング手法である．本論文では，ランダ

ムサンプリングにより重複度を減らし，DCTパッチの冗長度

を制御する．

また，一様乱数によるランダムサンプリングを行った場合，

サンプリング密度が偏り，各画素の冗長度に大きく差が生じ

る場合がある．そこで本論文では，サンプル点間で，一定距

離 d以内にはサンプリングを行わない，ポアソンディスクサ
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図 2: ポアソンディスクサンプリングの例．
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図 3: 処理時間の比較．

ンプリング [4]を用いることで，ほぼ均等にパッチのサンプ

リングを行う（図 2を参照）．ただし，パッチ間の距離 dは，

パッチの重心間の距離を表すものとする．

4 実験結果
まず処理時間の結果を図 3に示す．なお，本節では従来手法

である冗長 DCTを R-DCT，提案手法である乱択冗長 DCT

をRR-DCTと表記する．この結果は，8×8のDCTパッチを

用い，解像度が 1024 × 1024であるカラー画像を入力とした

ときの結果である．CPUは 3.50 GHz Intel Core i7-3770Kを

用いた．ただし，R-DCTが処理するパッチの量を全体とした

とき，d = 2, 3のときの処理するパッチの量は，それぞれ全体

の約 20%と約 8%である．つまり今回の実験では，R-DCTは

各画素についてパッチを 64回処理するが，RR-DCTはそれ

ぞれ約 12回と約 5回である．結果から，RR-DCTはR-DCT

に比べて，高速に処理が行われていることが確認できる．

また，R-DCT は並列に処理することが可能であり，RR-

DCTについても同様である．並列化を行う場合，画像を複数

枚のブロックに分割し，分割された領域を各スレッドに割り

当てた後，それぞれ独立に処理される．しかし，ブロックの

境界においては，DCTパッチサイズ分だけ処理領域が重複す

る．そして，本手法の手順の一部である画素の平均化は，そ

の領域でメモリアクセスの衝突を引き起こす．そのため，各

スレッドに割り当てる小画像を，DCTパッチサイズ分だけ拡

張し，冗長に処理することで，並列化時の衝突を避けた．こ

の処理により，Intel TBBで並列化を行うと，CPUが 4コア

の場合，処理時間は 2倍から 3倍高速化された．

次に，ノイズ除去効果の実験を，Kodak社により提供され

ているカラー画像 24枚に対して行った．客観評価尺度として

は PSNRを用い，各画像に対して処理を行ったときの PSNR

値の平均を図 4に示す．ただし図中の σは，入力画像に対し
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図 4: デノイジング効果の比較．

(a) 正解画像 (b) 入力画像, 22.34 dB

(c) R-DCT, 34.37 dB (d) RR-DCT, 34.11 dB

図 5: ノイズ除去画像の比較．

て付加したガウシアンノイズの分散を表し，τ = σとした．図

から，RR-DCTによるノイズ除去効果の低下は小さいと言え

る．また，図 5に結果の画像を示す．画像から，視覚的にも

ノイズ除去効果の低下は小さいことがわかる．

4 むすび
本論文では，高効率なエッジ保持平滑化の実現のために，ノ

イズ除去やエッジ保持平滑化のための乱択アルゴリズムを提

案した．ノイズ除去については，従来手法である冗長離散コ

サイン変換の処理の冗長性に着目し，処理を行うパッチを乱

択することで，効率化を図った．また，エッジ保持平滑化につ

いては，代表的な手法である，バイラテラルフィルタのカー

ネルの冗長性に着目し，処理を行う参照画素を乱択化するこ

とで，処理の効率化を図った．

本概要では，特に，ノイズ除去に関する手法の乱択化の検

討を行った．その結果，従来のノイズ除去手法に比べ，ノイ

ズ除去効果を維持しつつ，高速にノイズ除去ができることを

示した．
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