ヒストグラムの疎性を考慮したニアロスレス画像符号化法
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Abstract: In this paper, a method is proposed which performs near lossless compression of images. The method is based
on histogram sparsity and converts the histogram of the original image, in order to decrease the number of the eﬀective
pixel values. After converting, the converted image is compressed by lossless compression. The near lossless property of
the proposed method is controlled finely at the histogram converting process.

はじめに

1

をビット数の低減ではなく，階調数の低減することを目的

近年，高解像度・高階調である高品質な画像を取り扱う
機会が増加している．このような画像はデータ量が多く，
より効果的な圧縮技術が期待されている．従来，JPEG2000
ロスレス符号化に対して，ヒストグラムをパッキングする
ことで，ビットレートを削減できるという報告がなされて

として利用する．
今，最大 2N 階調を表現できる画像 P(x, y) を M 階調に
低減する量子化を考える．すなわち，原画像の 2N 個の階
調は， M 個のクラスに分類される．ここで， M は 2 のべ
き乗に限定されず，

0 < M < 2N

いる [1, 2]．しかしながら，従来法の適用はロスレスのみ
に限定されている．

(1)

の任意の整数に適用される．この時，画像 P(x, y) は各クラ

本報告では，さらなる圧縮率向上を実現するために，画

スに対応するインデックス値を用いて，画像 I(x, y) として表

像に若干の歪みを許容するニアロスレス画像符号化につい

現される．一方，インデックス画像 I(x, y) からは，各インデ

て検討する．提案法では，画像のヒストグラムの疎性に注

ックス値に対応した代表値テーブル R(n), n = 0, 1, · · · , M−1

目し，意図的に疎なヒストグラムを持つ画像を作成する．

を用いて逆量子化することで，N ビットの画像が復元され

さらに，この画像をヒストグラムパッキングすることで，

る．適切にクラス分けされた量子化の場合，各クラスには

ビットレートの低減を目指す．提案法のアルゴリズムは

対応する画素が存在することになる．そのため，インデッ

JPEG2000 に限定されず，多くのロスレス圧縮に対して起

クス画像のヒストグラムは，必然的にヒストグラムパッキ

用することができる．提案法は，JPEG-LS のニアロスレ

ングされた状態になる．

スモードに比べ，ターゲットとなるビットレートや PSNR
をより細かく調整することが可能となった．

3.1

準備

2
2.1

提案法

3

基本原理

ヒストグラムが疎でない画像については，単にヒスト

ヒストグラムの疎性

グラムパッキングを行ってもあまり効果がない．本稿は，

ヒストグラムが疎である画像とは，頻度が 0 となる濃

完全なロスレス性ではなく，若干の歪みを許容するニアロ

度値がヒストグラム上に点在する画像のことである．符

スレスに対象を拡張することで，ビットレートの低減を目

号化対象となる N ビットの画像を P(x, y) とし，その濃度

指すものである．

ヒストグラムを H(k), k = 0, 1, · · · , 2 − 1 としたとき，ヒ
N

提案法のシステム構成図を図 1 に示す．符号化側では，

ストグラムが疎である画像では，H(k) = 0 となる濃度値 k

通常のロスレス符号化器の前段に階調数を低減する量子化

が多くなる．逆に，ヒストグラムが疎でない画像では，ほ

器を設置する．一方，復号側ではロスレス復号器の後段に

とんどの濃度値が使われており，H(k) = 0 となる濃度値 k

逆量子化器を設置する．ニアロスレスの性能は，階調低減

は少ない．以下では，H(k) = 0 でない濃度値のことを有効

量子化器の部分で制御が可能となる．

濃度値と呼ぶ．JPEG2000 符号化では，疎なヒストグラム

3.2

を持つ画像の場合，ヒストグラムパッキングすることで，
ビットレートを低減できることが知られている [1, 2]．

2.2

量子化とヒストグラムパッキング

実行手順

量子化には，Lloyd-max とほぼ同程度の性能で，かつ高
速に動作する文献 [3] の手法を利用する．この手法では，
図 2 に示すように，有効な濃度値を持つヒストグラムを，

通常，画像処理における量子化は，画像を表現するビッ

各クラスに均等に配置し，インデックス化を行う．各イン

ト数低減を目的として行われている．今回は，この量子化

デックスに対応する代表値 R(n) は，各濃度値とヒストグ
ラムの頻度による重心計算から決定する．
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シミュレーション
提案法の有効性をシミュレーションで確認する．原画

像として，疎性が高くない画像である 16 ビットグレース
ケール画像 Cafe(有効濃度値 64,486 階調, 98.4%) と，疎性
が高い画像である 12 ビットグレースケール画像 CT image

(有効濃度値 1,853 階調，45%) を利用した．図 3 は符号化
画像のビットレートと歪みの関係を示したものである．こ
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Figure 3: Rate Distortion evaluation for near-lossless images

こでは，上記の画像に対して，提案法による符号化，整数
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ト領域において，JPEG2000 符号化よりも高い PSNR を実
現することが可能となった．特に疎性が高い画像に対して
は，ヒストグラムパッキングの効果が大きく，ビットレー
トが大幅に低減される．
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