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３．高忠実色再現システムの標準化
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3.4.標準原案の構成（目次）

４．終わりに



内容

１．はじめに
1.1.見たとおりの色って何？
1.2.見たとおり（測色的）に色を再現したい！せねばならない
1.3.見たとおり（測色的）に色を再現するってどういうこと？
1.4.何はともあれ、色を数値化しないと
1.5. 具体的にどんな方法があるのか？/我々は何をしようとしているのか

２．高忠実色再現
2.1.撮影画像の色再現
2.2.見たとおりに色を再現するシステム
2.3.カメラの色再現精度とは
2.4.どのように色再現特性を測定するか？

３．高忠実色再現システムの標準化
3.1.標準化とは
3.2.我々の委員会における標準化の目的と目標
3.3.次世代高忠実色再現画像システム標準化準備委員会が行う標準化
3.4.標準原案の構成（目次）

４．終わりに



１．１．見たとおりの色って何？

最近、花屋さんに驚くほど鮮やかな花を目にすることが多い。
まあ、花びらを着色しているわけではないんだけど・・。
じゃあ、画像の世界で遊んでみましょう。

色を忠実に再現した画像

これらの画像は輝度（明るさ）
やコントラスト比（明暗比）
は変化させていません。
色を濃くしたり、
明暗のメリハリを高めたものです。

鮮やかに見えますね。

ＴＶのように娯楽として
「画像を楽しむ」には
良いかもしれません。
実際、家庭用ＴＶの画像には
多いかれ少なかれ、こうした
「絵作り」が為されています。
各社独自の「絵作り」を
しています。量販店で同じ映像
ソースなのに様々な「見え」が
見れますよね

でも。
どんな用途に対しても綺麗に見える、綺麗に見せれば良いのでしょうか？



この刺身は小樽の居酒屋で食べた盛り合わせです。
左が元画像、右は新鮮に見えるように加工した画像です。
友人に見せることを目的とするなら、画像を偽造しても良いかもしれません

でもこれが商品カタログの画像
だったら、、

似たような処理を僕の顔でやってみました。（左がオリジナルです）。
どの画像が、最も健康そうに見えますか？
どの画像が、最も元気に見えますか・

表情が同じでもイメージは異なって見えますね。
これが記念写真なんかだったら、元気そうに、
楽しそうに見えるのが良いかもしれませんが、
同じことは医療の分野でも起こり得ます。取り分け、
遠隔医療。明るさも明暗比も、そして「色」も
「忠実に再現」せねばなりません！



１．２．見たとおり（測色的）に色を再現したい！せねばならない

産業分野にはそうした機会が沢山あります。

・ネット販売などの賞品見本（カタログ）で買い物をしたい：
洋服、好みの色の口紅、美味しそうな蟹、おせち料理、、、
賞品が届いてがっかりしたことはありませんか？

・遠隔医療、ディスプレイ越しに内視鏡手術
肌の色、血の色が少しでも違っていたら、、、

・工場などで人頼りとならない品質管理を常時行えることができたら、、
戻入も無くなるし、安定した品質は製品価値向上にも通ずる

・、、、、



印刷物への応用：微妙な印刷の色の違いも定量的に良
否を判別できる。



車の外装部品の色を一致させたい。画素分布の一致度を合
わせることで可能になる。



車のパーツごとに一致度を比較してGO-NGを判定する



クッキーの焼き色検査 人により評価が異なる。



測色カメラを組み込んだ評価装置を使用する。



定量的に焼き色の違いを評価することができる。





構造物の経年変化



測色カメラで撮影し、経年変化を色差で評価する。



現在の画像機器はその要求を満たしているか？



実物を見る

実物を撮る

実物

画像を映す

画像を見る

１．３．見たとおり（測色的）に色を再現するってどういうこと？

「撮る」を「映す」へ
実物も画像も

同じように見える
忠実色再現システム



１．４．何はともあれ、色を数値化しないと

「撮る」を「映す」ためには、まず色を数値化しないと
見ている実物の色を数値化しないと話は始まらない

どうやって見ている？

「人間の目に対応する分光感度」：W.G.WrightとJ.Guildの等色実験に基づき、CIEで定められた等エネルギースペクトルに対する目の感度
をスペクトル刺激値といい、この感度曲線を等色関数という

色の数値化の詳細は割愛しますが
・色は数値化できる
・3刺激値ＸＹＺで
・ＸＹＺで数値化された色は
一意だが、その分光特性は一意で
はない
・物体の色は照明環境などによっ
て変わる（物体の特性だけでは決
まらない）



Yes, we can !!

どんな方法？？

１．測色的に撮影をする：色信号（XYZ）を入出力で等しくする

現状の画像機器では各メーカーが独自の色変換を行っ ている
（Xi,Yi,Zi ≠ Xo,Yo,Zo 非線形変換である）

２．表示も測色的に行う：

入力の色信号と、表示される色信号を等しくする

（現状の機器は、各メーカーが独自の色変換（絵作り）をしている）

１．５．どうすれば忠実な色再現ができるか？ 方法はあるのか

Looks like 
a TV 

system 
for 

consumer

撮影から表示まで統一してその方針を貫けばできる。

YES WE CAN



本日はその具体的な方法を説明します。

そして、その「標準化」について、
目的や意義をお話しします。
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２．１．撮影画像の色再現

たとえば、

被写体（実写シーン）に色合いが

わかっているカラーチャートを

写しこみ、そのカラーチャート画像の

色を見て補正する

カラーチャートの色変化を比較して補正撮影された画像の色は、カメラに

よっても照明によっても変わる

どのようにして本来の色合いに

近づけるのか？

しかし、

ある程度は補正できるが、限界がある。

それは理論的に必要な分光感度を実現で

きていないから（右図参照）。



２．２．見たとおりに色を再現するシステム

同じ色だ！

どうすればできるか？

ヒトの目の色に対する感度

と同じ感度のカメラにする

そしてそのカメラの出力色信号と同じ

測色値となるように表示すればいい

➢測色的色再現

等色関数と同じ感度のカメラ

等色関数
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➢分光的色再現

λ

マルチバンドカメラで撮像、被写

体の分光反射率を画素単位で推定

する

その分光反射率とほぼ同じ発光ス

ペクトルで被写体画像を、多原色

ディスプレイで表示する

分光反射率を推定

http://www-oid.ip.titech.ac.jp/cn2/works.html

東京工業大学 山口雅浩研究室HPより



➢色をより正確に再現するには再現特性の定量的把握が必要

➣ 色再現精度測定方法の標準化

そのために必要な手段、方法は？

➣ 色再現特性の評価を容易にする電子色票

➣ 広色域カメラ（BT2020, DCI）に対応した高彩度色票



➣撮像された画像が被写体の色をいかに忠実に再現しているかを示す指標

➣被写体と撮像された画像の色のL*a*b*色空間における距離ΔE00で表す。これを色差という。

➣ L*a*b*色空間は人間の視覚にもっとも近い。

●

●

ΔE00

色再現性精度の評価には、

そのカメラの撮像色域と用

途にあわせた複数（数十）

の色票＊を使う。

それら複数の色票について

の色差の平均値を、カメラ

の色再現精度とする。

＊ 色票とはその色度、分光反射率な

どの測色的特性が既知である色を呈示

するカードなどの色見本をさす

２．３．カメラの色再現精度とは



現在、カメラや画像検査装置のメーカーはどうやって
色再現特性・精度を評価しているのか？

➢実質的標準であるX-Rite色票と測色計（下図）を使っているところは少ないようだ

（カメラメーカーは実施しているようだ）

➢カラーバーチャートを撮像してベクトルスコープで評価（色票数が少ない？）

➢ディスプレイに表示された色を見て評価（主観的、ディスプレイの校正は？）

➢カメラの色再現性について数字で訴求しているカタログ・技術資料は確認できない
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どんな色再現性測定方法を考えているか？

➢ PLES (Programmable Light Emission System)を色票とする方法

➢ X-Rite ColorCheckerを色票とする方法も含める

Conventional & widely 
accepted method

PLES
(ISO/TS 17321-4)

指定された色
を表示する



PLES（自発光型色票の一例）

積分球

内面は、硫酸バリウムを塗布

380〜730nmでは95％以上の一定の

反射率

PC

➢ ISO/TS 17321-4に準じた設計を推奨

➢印刷による反射型色票では実現できない広色域をカバー

➢コンピュータコントロールによる測定・検査の自動化が可能

➢多様な照明下の反射型色票を再現 (D65, D55, D50, A, …)

LED

PLESの発光スペクトル
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実際に存在する色

LED電子色票

BT.2020

BT.709

X-Rite色票

http://www.sharp.co.jp/aquos/technology/からの図に加筆

http://www.sharp.co.jp/aquos/technology/
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リクスを決め、そのとき

の平均値を被測定カメラ

の色再現精度とする

基準となる色

カメラの測色値

２．４．どのように色再現特性を測定するか？

PLES
(ISO/TS 17321-4)

被測定カメラ



PLES

カメラが撮像した色

色再現性測定結果例

➢ xy色度図表示による被測定カメラの色再現精度➢ Reporting
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３．２．我々の委員会における標準化の目的と目標

色再現に関する様々な課題

例えば、ー生産現場におけるヒトに依存した官能検査

忠実な色再現システム

ー日本の「匠」の優れた色彩感覚の再現、伝承

ー官能検査を自動化・機械化できるようにするための色再現技術

ー「匠」の優れた色彩感覚のを簡便に評価する手段

忠実な色再現システムの標準化

これらの測定方法を国際標準にすることによって、
ー各種製品の品質がこれに準拠した評価結果であることをアピールできるようになる
ー標準化は計測機器メーカーばかりでなく、秀でた産業技術のアピールにもなるし、
人類に幸福をもたらすことにもなる



３．３．次世代高忠実色再現画像システム標準化準備委員会が行う標準化

１）プログラム可能な光源装置：
電子色票を用いた高忠実色再現画像システム

→ISO/TS 17321-4としてＴＳ（技術仕様）発行済。内容を深耕などしてＩＳ（国際標準）化を目指す

２）高彩度色票：
高彩度色を含めた電子色票

→ISO/T 17321-5としてＴR（技術報告書）発行準備待ち。

３）産業用カメラの色再現精度測定方法／ＵＨＤ－ＴＶの色再現精度測定方法：
→本日説明した技術

→ＪＩＩＡに分科会を設置し、標準化を行う。
→ＪＩＩＡ標準の発行を目指す
→デジュール標準にして、技術のデファクト化を目標にする



タイトル：
Measurement method for color capturing accuracy of industrial cameras

Introduction

1. Scope
This Standard specifies industrial camera. 
The measurement method set as this standard is used to indicate the color measurement accuracy of the 
industrial camera on catalogs. With this standard the light-emitting colour target is used mainly to measure 
the color measurement accuracy.

2. Normative references

3. Terms and definitions

3.1 Industrial camera

3.2 Light-emitting colour target

3.3 Reflective colour target

3.4 Colour patch set

3.5 Raw image data

３．４．標準原案の構成（目次）





３．１．標準化とは

自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化してしまうような「もの」や「事柄」を少数化、単純化、秩序
化すること。

標準化の役割（メリット）：
•互換性の確保
•品質の確保
•生産効率の向上
•相互理解の促進
•技術普及
•安心、安全の確保
•環境保護

更に近年、これらを応用した形で、社会的な課題の解決、新産業・新市場の創造などとしての標準化
も注目されている。
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４．おわりに

我々の委員会活動にご興味のある方、
本日の説明内容に対して、ご意見、ご質問がある方は

ご遠慮なくご連絡願います

連絡先：
静岡大学 久武雄三
yuzo.hisatake@gmail.com

また、JIIA分科会にご興味のある方、ご参加ご希望の方は
JIIA事務局までご連絡願います(sec@jiia.org)

mailto:yuzo.hisatake@gmail.com


日本インダストリアルイメージング協会

http://jiia.org
info@jiia.org

ご清聴ありがとうございました。


