
確率モデルと画像処理

東北大学大学院情報科学研究科 田中和之

Probabilistic Model and Image Processing

Kazuyuki TANAKA, Graduate School of Information Sciences, Tohoku University

1. はじめに.
本講演では確率モデルを用いた情報処理システ
ムの例としてマルコフ確率場モデルを用いた画像
処理について基本的なメカニズムと応用例を簡単
に概説する. 多くの情報処理においてぶつかる
大きな壁は大規模システムのもつ膨大な計算量を
いかに克服して行くかにあるが統計力学は協同現
象, 相転移現象の研究というまったく異なる目的
の下に確率モデルに基づく大規模システムに現れ
る膨大な計算を効率よく高精度に処理する多くの
手法を生み出してきている. また, 統計力学にお
いて最も基本的なモデルとして知られるイジング
モデルは正方格子上で定義され, この各格子点を
画像における画素と対応づけることにより画像処
理と密接な関係があることは容易に理解できるで
あろう.

2. 確率モデルを用いた画像修復.

一般論として確率モデルを用いた画像修復のシ
ナリオをまず説明する. 最初に与えられた情報は
たった一枚の劣化画像である. この際, 「如何に
劣化画像であるとはいえども原画像の情報を全く
失っているわけではないのだから原画像に対する
推定値である修復画像は劣化画像に近い画像を採
用すべきである.」という前提に立つことは実に
自然なことである. しかしこれだけで画像修復で
すと言ってしまったら劣化画像が修復画像として
得られてしまい何もやっていないに等しくなって
しまう. そこで「原画像に対する先見情報」を導
入する必要がでてくる. 「原画像に対する先見情
報」とは例えば「世の中に現れる風景写真のよう
な自然画像たるものたいていは平坦であちこちの
画素で急激に階調値のかわるような変化の大きい
ような画像はそうは存在しない.」というような人
間が日常生活のなかで獲得した知識からくる良い
意味での先入観念のことであり, この例の場合で
は「平坦であればあるほど小さな値を与え, 平坦
でなければないほど大きな値を与える量」として
導入される. この「原画像に他する先見情報」を
重要視しすぎると真っ平らな画像, 極端に言えば
真っ白か真っ黒な画像が修復画像として得られて
しまうことになってしまう. 画像修復はこの「修
復画像と劣化画像の距離」と「原画像に対する先
見情報」のバランスの中で達成されるような構造
として定式化されなければならない. それを達成
する一つの方法として以下のようなエネルギー関
数を導入し, エネルギー関数の最小値を与える画
像を修復画像として採用するという最適化問題と
して定式化する方法がある.

エネルギー関数

≡ 修復画像と劣化画像の距離

+J× 原画像に対する先見情報 (1)

「修復画像と劣化画像の距離」と「原画像に対す
る先見情報」のバランスは J の値を適当に調整
することによって達成される. ここまでで何を計
算すれば修復画像が得られるかという枠組みは完
成したが計算量を考えると膨大であることがわか
る. 例えば 2 値画像では 2画素数 通り, 256 階調の
濃淡画像の場合には 256画素数 通りの画像に対し
てエネルギー関数を計算する必要があり, いずれ
も最大で exp(画素数)のオーダーの計算量が必要
になってしまう. このような大規模最適化問題に
対して確率という概念を導入することにより統計
力学的近似解析手法の導入が可能となる. 画像に
対して確率を導入する場合には各画素ごとに確率
変数が現れ, 画像の確率はその確率変数の集合と
して扱われる. このような確率変数の集合は確率
場と呼ばれる. 式 (1) の最適化問題は任意の正の
実数 T に対して劣化画像が与えられたという条
件の下での原画像に対する確率分布をギブス分布
の形で
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{
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∣∣∣ 劣化画像
}
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)

規格化定数
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として導入し, その出現確率最大の画像を修復画
像として採用するという問題設定に等価である.
これにより確率モデルを画像修復に導入すること
はできたが計算量が exp(画素数)のオーダーであ
ることにかわりはない. しかし, ギブス分布を導
入する事により最適解の探索に平均場近似, クラ
スター変分法をはじめとする統計力学の近似解析
技術が使えるというメリットがある.

3. 具体的な画像修復例.
本節では前節で概説した確率コンピューティン

グによる画像修復についてのいくつかの数値実験
例を与える.
まず白と黒のみの 2 値画像の画像修復を例に

とって説明する. 式 (1) における「原画像と劣化
画像の距離」と「原画像に対する先見情報」を以
下のように導入する.

1.「原画像と劣化画像の距離」として最小二乗
誤差を採用する.

2.「原画像に対する先見情報」として滑らかさ
を表す量

∑

最近接画素対

最近接画素対の階調差の二乗
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図 1: 2 値画像の画像修復例. (a) 原画像. (b) 劣
化画像 (p = 0.2). (c) 平均場理論および (d) クラ
スター変分法による修復画像.

を導入する.

この時, 式 (1) から構成されたエネルギー関数を
もとにしてギブス分布を導入すると, ある画素の
階調値はその近傍の画素の階調値のみで決定され
るという性質を持ち, マルコフ確率場モデルと呼
ばれている. 各画素の位置を (i, j), 白と黒の階調
値を 0 と 1 でそれぞれ表すこととすると, 原画
像 {x∗

i,j} に対する推定値 {x̂i,j} は観測された劣
化画像を {y∗i,j}により表すこととすると平均場理
論において

x̂i,j = argmax
n=0,1

{1
2
(1 − mi,j) + mi,jn} (3)

mi,j = tanh{ 1
T

(2y∗i,j − 1 + Jmi+1,j

+ Jmi−1,j + Jmi,j+1 + Jmi,j−1)} (4)

と与えられる. 詳細は省略するが, クラスター変
分法による {x̂i,j} の決定方程式も得ることがで
きる [?]. これらのシナリオにもとづいて行った数
値実験例を図 1 に与える. 図 1b に与えられる劣
化画像 {y∗i,j} は図 1a に与えられる原画像 {x∗

i,j}
から各画素で独立に確率 p で白から黒, 黒から白
に置き換えられることにより生成されたものであ
る. 更に, マルコフ確率モデルを濃淡画像の画像
修復に応用した数値実験例を図 2 に与える. 図
2b に与えられる劣化画像 {y∗i,j} は図 2a に与え
られる原画像 {x∗

i,j} から各画素で独立に平均 0,
分散 σ2 = 400 のガウス分布 N(0, 400) に従うノ
イズにより生成される. 濃淡画像のマルコフ確率
場モデルは各画素上の階調値に対する確率場の他
に各最近接画素対上のエッジ状態に対する確率場
も導入している [2].

4. まとめ.
本稿では画像処理システムを実現する理論の一
つである確率モデルを用いた統計的手法について
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図 2: 濃淡画像の画像修復例. (a) 原画像. (b) 劣
化画像 (N(0, 400)). (c) 平均場理論および (d) ク
ラスター変分法による修復画像.

の導入部分の簡単な解説を与えた. 更に詳しい解
説については参考文献 [2],[8] を参照されたい.
ここで紹介した研究は知能情報学,統計科学,統

計力学の境界領域をかなり意識しながら行われた
研究を中心にしたものなので確率コンピューティ
ングによる画像処理の実用段階における細かい詳
細をも取り入れた研究についてはほとんど触れる
ことができなかった. 領域分割, エッジ検出, 動
画像処理, 画像圧縮等の実用を意識した確率コン
ピューティングの研究も多く行われていることは
言うまでもない.[4]
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