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要旨
近年，医用画像のディジタル化，高画質化が進み，ソフトコピー診断が急速
に普及した。ソフトコピー診断は，膨大な量のフィルム管理からの回避による
省スペース化，低コスト化を実現し，過去画像との比較，画像表示条件の任意
操作を簡便化し，ネットワーク通信を利用した遠隔診断へと可能性を広げた。
画像表示媒体は cathode ray tube (CRT)から liquid crystal display (LCD)へと
置き換わり，その高解像度化が進められてきた。また LCD のサブピクセル開口
率変調や，前面フィルタの加工処理による反射率低減などを取り入れたさまざ
まな画質改善が試みられている。しかしながら，一般に医用 X 線画像は LCD よ
りもマトリクス数が大きいことが多いため，画像全体の表示には縮小表示を要
する。また近年普及を続けている携帯型ディスプレイが救急医療を中心とした
遠隔診断で使用され始めているが，これらの小さいサイズのディスプレイでも
縮小表示が避けられない。このような背景のなか，ディスプレイの高解像度化
をソフトウェアにより実現させる independent sub-pixel driving (ISD)技術が
開発された。ISD は一ピクセル内の三つのサブピクセルを独立に駆動させて一
方向の解像度を 3 倍に上昇させる。縮小表示時では高周波信号の損失が発生す
ることが広く知られているが，ノイズ特性への影響も考慮する必要がある。先
行研究ではピクセル構造や前面フィルタに起因するディスプレイ固有の解像度，
ノイズ特性が多く報告されている。またファントムや臨床画像の観察試験にお
いて，ソフトコピー診断の信号検出能や診断能はハードコピー診断と同等か優
位であるとの報告がある。しかし X 線画像を表示したディスプレイ上のオーバ
ーオールな画質特性についての報告はない。ISD に関しては，その高い解像度
と信号検出能は物理的評価と視覚評価にて報告済みであるが，ノイズ特性はま
だ調査されていない。
本研究では LCD 固有の鮮鋭度（modulation transfer function: MTF），ノイ
ズ特性（noise power spectrum: NPS）に加え，X 線画像を LCD 上に表示した
オーバーオール NPS を高解像度一眼レフレックスディジタルカメラにより実
測し，表示拡大率と ISD 技術のオーバーオールノイズ特性への寄与を物理的に
評価する。さらにそのオーバーオールノイズ因子を X 線画像のゆらぎ，画像縮
小処理効果，LCD 固有の画質特性と仮定してオーバーオール NPS をシミュレ
ーションし，ノイズ因子とノイズ生成過程を理論的に明らかにする。実空間で
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のシミュレーション計算では，X 線画像のピクセル値を表示拡大率に応じてバ
イリニア補間し，さらに LCD の階調曲線を用いて輝度値に変換した輝度画像の
NPS を算出し，それに LCD 固有の MTF を乗算し，LCD 固有の NPS を加算す
ることでオーバーオール NPS を見積もる。フーリエ空間でのシミュレーション
計算では，画像の縮小補間をフーリエ信号の信号重複と周波数変換で見積もり，
縮小画像の NPS を算出する。以上の実測されたオーバーオール NPS とこれら
のシミュレーションによる NPS を比較する。
実測された LCD 固有の NPS はオーバーオール NPS よりも 102～104 倍低い
値であり，LCD のノイズは X 線画像表示においては無視できるほど低いという
ことが確認された。また ISD により垂直方向の MTF の最高周波数が水平方向
よりも 3 倍高くなり，全周波数域で高い MTF 値を有することが確認された。
LCD 上のオーバーオール NPS は，拡大率が 100%（ピクセル等倍）から 11%
へと低下するにつれ，わずかに NPS 値が低下する傾向を示した。また低拡大率
での表示（51%～11%の縮小表示）において，ISD を用いた場合のオーバーオー
ル NPS は ISD を用いない NPS に比べ，水平・垂直両方向において特に低周波
数領域で低い値を示した。実空間でシミュレーションされたオーバーオール
NPS は実測された結果とよく一致したため，オーバーオールノイズ特性は画像
ピクセル値から変換された輝度値のゆらぎ，ピクセル値の補間効果，LCD のボ
ケ変調，LCD の固有ノイズ付加で表すことができると証明された。フーリエ空
間でのシミュレーションによる縮小画像の NPS は実空間でのシミュレーション
による NPS とよく一致し，ピクセル値の補間効果はフーリエ空間ではエリアシ
ングエラーによるフーリエ信号重複と周波数変換に相当することが示された。
そして縮小表示では画像の間引き処理によって発生するエリアシングエラーの
ために低周波ノイズが上昇することが確認された。しかし実際には拡大率が低
下するにつれ，ディスプレイ上の単位面積当たりに表示される X 線光子数が上
昇するため，エリアシングエラーによるノイズ上昇は相殺される。このシミュ
レーション結果は，低拡大率で次第に低下した実測オーバーオール NPS の結果
を裏付けた。また ISD は高解像度サンプリングによってエリアシングエラーの
発生を抑えるため，縮小表示時における低周波ノイズ上昇の抑制に貢献してい
ることが分かった。このノイズ抑制効果はより低い拡大率でより顕著に表れた。
ISD は垂直方向のみの解像度を 3 倍上昇させる技術であるが，バイリニア法を
用いるピクセル値補間は二次元でサンプリング処理されるために，そのスムー
ジング効果は水平・垂直両方向に働き両方向のノイズを低下させていた。以上
より ISD は高い解像度だけでなく，特に縮小表示において優れたノイズ特性を
発揮するために，マトリクス数の大きいマンモグラフィのような医用画像の表
示に適していることが示唆された。
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Overall noise characteristics on liquid crystal display for X-ray
imaging system
Summary
In current medical image diagnosis, soft-copy readings using liquid crystal
displays (LCDs) have become widespread in place of hard-copy readings.
Soft-copy readings allow viewers to easily compare images to those at
previous examinations using picture archiving and communication system
(PACS). In addition, soft-copy readings enable to select display conditions,
for example, window width, level, and display magnification. Cathode ray
tubes (CRT) have been replaced with LCDs, and the image quality has been
improved by increasing number of matrices, modulating aperture ratio of
sub-pixels, and adding surface filter with anti-reflection effects. Medical
images with a large number of matrices, such as digital mammography, often
need to be displayed as reduced images by subsample processing because of
the spatial resolution limitation of LCDs. While handheld displays are being
introduced in medical imaging applications especially for emergency cases,
such small displays also need to reduce the image sizes. A new technology,
known as independent sub-pixel driving (ISD), was recently applied to
medical imaging fields aiming to improve the spatial resolution. Reportedly,
although high-frequency signals must be compromised at reduced
magnifications, noise characteristics should also be investigated. Several
researchers have already investigated and reported inherent image
characteristics for various LCDs as modulation transfer function (MTF) and
noise power spectrum (NPS), which are attributed to pixel size,
pixel-structure shape, aperture ratio, surface filter, etc. Some
observer-performance results show that soft-copy readings achieve
equivalent or superior signal detectability, diagnosis accuracy and efficiency
to hard-copy readings. However, overall image characteristics of displayed
images on LCDs have not been investigated. While some studies have
reported superior signal detectability and clinical usefulness by ISD due to
the high-resolution sampling technology, the noise characteristics have not
been evaluated.
Firstly, in this study, inherent sharpness and noise of an LCD are measured
as the MTF and NPS using a high-resolution single-lens reflex digital
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camera. Next, we measure overall noise characteristics of X-ray images
displayed on the LCD at various display magnifications, with and without
ISD technology. We also simulate the overall noise characteristics based on a
hypothesis in terms of the image formation process on the display system,
and demonstrate the overall noise factors on the LCD at various display
magnifications with or without ISD. The displayed images at reduced
magnifications have been simulated by pixel-value interpolation in real
space and by overlapping of Fourier signal in Fourier space. Since the NPS of
the LCD indicates 102-104 times lower values than the overall NPS of
displayed x-ray images on the LCD, the inherent noise of the LCD can be
negligible at displaying X-ray images. The measured overall NPS is slightly
decreased as the display magnification was reduced. The agreements
between the measured and simulated overall NPS prove that the overall
noise characteristics are attributed to luminance fluctuation converted from
pixel values, image-interpolation effects, inherent noise and blurring of the
LCD. The simulation indicates the increased low-frequency noise at reduced
magnifications due to induced noise by aliasing errors. However, since
displayed X-ray photon number per unit area is increased at reduced
magnifications, the increased noise by aliasing errors is compensated.
Therefore, more reduced magnifications lead to slightly lower overall noise
as shown in the measured overall NPS. We found that the ISD contributes to
reduce low-frequency noise owing to suppression of aliasing errors. The ISD
works only in the vertical direction, but two-dimensional bilinear
interpolation has smoothing effects in both the horizontal and vertical
directions. Accordingly, the noise advantage by ISD is guaranteed regardless
of the image direction. In our conclusion, the ISD has not only the high
resolution but also the reduced noise especially in low-frequency range at
reduced magnifications. The superior noise characteristics would help image
diagnosis with large numbers of matrices such as mammography.
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１．序論
１．序論
近年，コンピュータ技術と X 線画像検出器の発展にともない医用画像のディ
ジタル化，高画質化が進み，同時にディスプレイの開発も進められた結果，ソ
フトコピー診断が急速に普及した。ソフトコピー診断は，膨大な量のフィルム
管理からの回避による省スペース化，低コスト化を実現した。また picture
archiving and communication system (PACS)からの画像選択，過去画像との比
較，画像の表示倍率や階調などの表示条件を読影者が簡易に操作できるように
なり，ネットワーク通信を利用した遠隔診断への可能性も広がった。増感紙フ
ィルムシステムに匹敵する画質を目指しディジタル画像検出器が高解像度化さ
れ，画像表示媒体は cathode ray tube (CRT)から liquid crystal display (LCD)
へと置き換わり，その高解像度化が進められてきた。また LCD のサブピクセル
開口率変調や，前面フィルタの加工処理による反射率低減などを取り入れたさ
まざまな画質改善が試みられている。
最近では一ピクセル内の三つのサブピクセルを独立に駆動させて一方向の解
像度を三倍に上昇させる independent sub-pixel driving (ISD)技術が医療用
LCD に導入された。ISD はその高い解像度により，ファントム画像の観察試験
やマンモグラフィの読影試験に対して従来の LCD に比べて信号検出能が向上す
ることが報告された[1,2]。
一般に医用 X 線画像はディスプレイよりも大きいマトリクス数を有している
ことが多く，画像全体の表示には画像縮小を要する。とりわけマンモグラフィ
はマトリクス数が多く，X 線の屈折を利用した位相コントラストマンモグラフ
ィ(PCM)システムに用いられている輝尽性蛍光体プレート検出器は 4360×5736
のマトリクスを有する[3-5]。一方，マンモグラフィ読影用ディスプレイとして推
奨されている 5-megapixel (MP) LCD のマトリクス数は 2048×2560 であるので
[6]，PCM の画像全体を表示するには 2560/5736×100= 44.6 %の拡大率で表示さ
せなければならない。また現在，携帯電話やタブレットコンピュータを用いた
遠隔画像診断の導入が救急医療を中心に試みられており，迅速な診断・治療へ
の貢献が期待されている[7-9]。しかしマトリクス数が不十分な携帯用ディスプレ
イでは，表示倍率を大きく下げなければ全体像を表示できない。このような縮
小表示時には高周波信号の損失だけでなく，ノイズ特性への影響も考慮する必
要がある。
先行研究ではピクセル構造や前面フィルタに起因する LCD 固有の解像度，ノ
イズ特性が多く報告されている[10-15]。またファントムや臨床画像の観察試験に
おいて，ソフトコピー診断の信号検出能や診断能はハードコピー診断と同等か
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優位であるとの報告がある[16-19]。Bacher らは 1, 2, 3, 5MP LCDs と 5MP CRT
を用い，ファントム画像（CDRAD 2.0 and CDMAM 3.4, Artinis Medical
Systems, Andelst,The Netherlands）に対する視覚評価を行い，ピクセル等倍
表示は信号検出能を向上させる一方，より長い観察評価時間を要したと報告し
ている[19]。しかし X 線画像を表示したディスプレイ上のオーバーオール画質特
性に対し，物理的評価は報告されていない。本論文では X 線画像を ISD 駆動可
能な LCD 上に表示したオーバーオール noise power spectrum (NPS) を測定し，
表示倍率と ISD のノイズ特性への寄与を物理的に評価する。さらにその実測
NPS をシミュレーションに基づく仮想的なディスプレイ表示画像の NPS と比
較し，オーバーオールノイズ特性に影響するノイズ因子を明らかにする。特に
縮小表示時におけるノイズ特性の変化に着目し，シミュレーション計算との比
較によりディスプレイ上でのノイズの発生因子とノイズ生成過程を理論的に考
察する。
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２．Liquid
crystal display (LCD)の画質測定
の画質測定
２．
これまで LCD の物理的画質特性は鮮鋭度，ノイズ特性を中心に広く評価され
てきた[10-15]。The American Association of Physicists inMedicine (AAPM)の
task group 18 (TG18)[10]は鮮鋭度評価の modulation transfer function (MTF)
測定にはラインパターンを，ノイズ評価の NPS 測定には均一パターンを用い，
各パターンを表示した画面をディジタルカメラで撮影して解析している。
Badano らは TG18 の NPS 測定方法に pixel-aligned numerical mask を用いた
相互相関解析を組み合わせ，ディジタルカメラによる画像取得の精度を改善し
た[11]。Roerig らも同様に TG18 の NPS 測定方法に対し，ディジタルカメラの
サンプリングレートの影響を軽減するために経時的な相互相関解析を組み合わ
せ，さらに最小二乗平均誤差を用いてカメラの画像取得アライメントに依存す
る歪みを補正した[12]。Saunders らは TG18 の MTF 測定方法に対し，ラインプ
ロファイルへの Hanning window 処理によってノイズの少ないプロファイル取
得を試み，MTF 測定の精度を向上させた[13]。一方，市川らはバーパターンを
MTF 測定に用い波形再生による補間処理と組み合わせ，高精度に再現性良く
MTF を算出する方法を提案した [14] 。また市川らによる NPS 測定方法では
Hanning window 処理を用いることで，ディスプレイピクセル，サブピクセル
の周期成分に起因する周波数スペクトルピークの分解能を向上させ，測定精度
を 向 上 さ せ た [15] 。 ま た 市 川 ら は two-dimensional （ 2D ） FFT よ り も
one-dimensional（1D）FFT の方が NPS 上のスペクトルピークの分解能が高い
ことも示した[15]。
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３．Independent
３．
ndependent sub-pixel
sub pixel driving (ISD)技術
(ISD)技術
市川らにより，モノクロ LCD の一ピクセル内の三つのサブピクセルを独立に
の一ピクセル内の三つのサブピクセルを独立に
駆動させてサブピクセル方向の解像度を三倍に上昇させる
駆動させてサブピクセル方向の解像度を
サブピクセル方向の解像度を三倍に上昇させる ISD 技術が開発され
た[1]。この技術を導入した 9MP と 15MP の医療用
医療用 LCD が東京特殊電線株式会
社（Totoku Electric Co., LTD.,Tokyo, Japan）により商品化され，現在マンモ
社（Totoku
Japan）により商品化され，現在マンモ
グラフィの読影を中心に臨床現場で使用されている。
従来の LCD は三つのサブピクセル
三つのサブピクセルで一つのピクセルを構成しており，その一
三つのサブピクセルで一つのピクセルを構成しており，
ピクセルが表示される位置情報の最少単位であった。しかし ISD 技術を用いる
と，一ピクセル内の位置情報をさらに三等分に分離した画像表示が可能となる
ため，より細かい信号が忠実に表現されるようになる（図１
ため
，より細かい信号が忠実に表現されるようになる（図１参照）。マトリクス
，より細かい信号が忠実に表現されるようになる（図１参照）
数の大きい画像表示においても，表示倍率を大きく下げることなく画像全体の
表示が可能となるため，元画像をより忠実に表示できる。その結果，
表示が可能となるため，元画像をより忠実に表示できる。その結果，ISD
ISD 技術
はファントム画像やマンモグラフィ画像に対して従来の
はファントム画像やマンモグラフィ画像に対して従来
ァントム画像やマンモグラフィ画像に対して従来の LCD より優れた信号検
出能 有すると報告されている[1,2]。
出能を有すると報告されている

図１
１．従来の LCD と ISD 適応 LCD のサブピクセル構造比較
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４．ディジタルカメラを用いた
４．ディジタルカメラを用いた LCD の画質特性測定
４．１

使用機器

0.2115mm ピッチの 1536×2048 マトリクスを有する 3MP モノクロ LCD
(MS31i2, Totoku Electric Co., LTD.,Tokyo, Japan)を縦置きにて使用した。三つ
のサブピクセルを独立駆動させる ISD 技術により，サブピクセル方向の解像度
を 3 倍増加させることが可能である（図１参照）。ISD 適応時，垂直方向は
0.0705mm ピッチの 6144 マトリクスを有し，9MP LCD として作動する。
４．２ LCD の modulation transfer function (MTF)
LCD 固有の MTF を，市川らによって提案されたバーパターン法を用いて測
定した [14]。25-% digital driving level（DDL）バックグラウンドに対し，75-%
DDL で 1, 2, 3, 4, 6 ピクセル幅のバーを埋め込んだバーパターン（図２参照）
をディスプレイに表示した。その LCD 画面をマクロレンズ（Micro-Nikkor60
mm F2.8D, Nikon Co., Tokyo, Japan）装着の高解像度一眼レフレックスディジ
タルカメラ（D80,Nikon Co., Tokyo, Japan）を用いて近接撮影した。このカメ
ラは 3872×2592 マトリクスの charge-coupled device (CCD)センサを備えてお
り，12 ビットのコントラスト分解能を有している。バーパターン撮影時の撮影
距離は，ディスプレイ 1 ピクセルがカメラ 18×18 ピクセルに収まる拡大率に対
応している。カメラのピクセル値が被写体輝度に対しほぼ線形関係にあること
は既に確認されており[15]，本研究ではカメラのピクセル値から算出された輝度
値により MTF や NPS を計算した。カメラの NPS はディスプレイの NPS に比
べおよそ 102 倍低いため，カメラのノイズはディスプレイ NPS 測定において無
視できることも確認済みである[15]。水平方向と垂直方向のバーパターンをそれ
ぞれ撮影し，各方向の MTF を計算した。垂直方向においては，ISD 適応なしの
3MP LCD と適応ありの 9 MP LCD の両 MTF: MTFLCD を求めた。
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図２．MTF，NPS，階調曲線測定に用いられたパターン
４．３ LCD の noise power spectrum (NPS)
LCD の固有ノイズ特性を測定するために 50-% DDL の均一パターン（図２参
照）をディスプレイに表示し，画面をディジタルカメラで近接撮影した。この
ときの撮影距離はディスプレイ 1 ピクセルがカメラ 27×27 ピクセルに収まる拡
大率に対応させた。カメラ画像から 1024 点の輝度プロファイルを取得し，その
60 ラインを平均化した。ニ次多項近似式に基づいたトレンド除去処理により，
バックグラウンドの輝度傾斜を補正し，一次元 fast Fourier-transform（FFT）
により水平方向と垂直方向の 1DNPS: NPSLCD を
s∆ p 2
NPS LCD ( u ) =
M

∆L
(m ⋅ ∆ p ) ⋅ exp  − 2π j  k ⋅ m
∑
 M
m =0 L


M −1

2


 ,


(k= 0, 1, …,M-1)
（１）
と定義して算出した。u は空間周波数，M は輝度プロファイル点数 1024，s は輝
度プロファイルの平均本数 60，∆p はディジタルカメラのピクセルピッチ， L は
位置 m∆p における輝度プロファイルの二次多項式近似値， ∆L は位置 m∆p にお
ける輝度値と L の差である。スペクトル漏れを低減するために FFT 信号に対し
Hanning ウィンドウ処理を施した。ここでのスペクトル漏れとは，ある特定の
周波数でのスペクトル値がその周辺周波数のフーリエ信号に干渉しスペクトル
11

値を増加させることを指す。LCD は周期的なピクセルとサブピクセル構造を持
つため，その NPS は 1/(サブピクセルピッチ)の整数倍に対応した周波数でスペ
クトルピークを持つ。そのフーリエ解析が十分なデータ点数を持たない場合は
周波数解像度が不十分となるため，スペクトル漏れが発生しピーク周辺の NPS
値は過大評価される。1D FFT は 2D FFT よりもスペクトル漏れを防ぐのに適
しており，Hanning ウィンドウもそのエラーを防ぐ効果を持つ[15]。均一パター
ン表示の場合，ISD によって輝度ノイズに変化はないので，ISD 適応ありの NPS
測定は行っていない。
４．４

階調曲線

18 段階の DDL（0%, 100/17= 5.88%,11.76%,…, 94.17%, 100%）の均一パタ
ーンを有する画像（図２参照）をディスプレイに表示し，画面をディジタルカ
メラで撮影した。カメラ画像より各 DDL に対応する輝度を求め，just-noticeable
difference (JND)に対してプロットし階調曲線を作成した。
４．５．実測によるオーバーオール NPS
X 線画像を表示した LCD 上のオーバーオール NPS を測定した。1.81×10-8
C/kg で均一に X 線照射された直接変換型 flat panel detector（FPD）画像をデ
ィスプレイに表示した。使用した FPD（CALNEO MT, Fujifilm Medical Co.
Ltd.,Tokyo, Japan）は 0.15mm ピクセルピッチで 4096 階調（12 ビット）のデ
ータを出力する。マンモグラフィ読影専用ビュワーソフトウェア（Mammary,
Climb Medical Systems Inc., Osaka, Japan）用いて，表示拡大率をピクセル等
倍（100%）から 71%, 51%, 35%, 21%, 11%の縮小表示まで変化させた。ピクセ
ル等倍は画像 1 ピクセルをディスプレイの 1 ピクセルに対応させる拡大率，50%
の場合（本実験では用いていないが）は画像の 2×2 ピクセルをディスプレイの
1 ピクセルに対応させる拡大率に相当する。このビュワーソフトウェアは拡大率
ごとに，バイリニア補間を用いて各ディスプレイピクセルに対応させるディジ
タル値を計算している。階調条件はウィンドウレベルを FPD 画像のおよその平
均値 1200，ウィンドウ幅を 400 に固定した。ISD を適応させた場合とさせない
場合で，それぞれ同一表示条件のディスプレイ画面をカメラ撮影した。そのカ
メラ画像から，４．３節で行われた LCD の固有 NPS 測定と同様の計算過程で
オーバーオール NPS を算出した。その 1D FFT 法と比較するために，ISD 適応
なしのオーバーオール NPS に関しては 2D FFT と面近似によるトレンド除去を
用いた NPS も算出した。
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５．実空間でのシミュレーションによるオーバーオール NPS
LCD に表示される画像の画像生成過程とノイズ因子を明らかにするために，
表示拡大率と ISD の適応の有無に応じた条件で，実空間でのピクセル値補間に
よるオーバーオール NPS をシミュレーション計算する。ここで，オーバーオー
ルノイズ特性は，画像のピクセル値から変換された輝度値のゆらぎ，ピクセル
値補間効果，LCD のボケ変調，LCD の固有ノイズ付加で決定されると仮定した。
まず，４．５節で使用した X 線照射された FPD 画像から 71%, 51%, 35%, 21%,
11%の拡大率 R ごとに，ピクセル値のバイリニア補間によって間引き処理した
画像を作成した[20]。このときセンターアライメントとシフティッドアライメン
ト（水平・垂直方向ともにセンターアライメントから 0.5 ピクセルピッチずらし
た）の位置におけるピクセル値補間をそれぞれ行った。ここで，間引き処理前
の画像を 0.2115 mm ピッチ（LCD のピクセルと同一ピッチ）の元画像 IMGorg
と定義する。ISD を適応しない場合，IMGorg は 0.2115/(R/100) mm 間隔に間引
き処理されたことになる。この間引き画像のデータ 1 ピクセルが LCD の 1 ピク
セルに対応して表示されると想定し，いずれの R の画像もデータ間隔を 0.2115
mm に統一し，この画像を縮小画像と定義する。ISD 適応の条件を想定し，垂
直方向のみ 3 倍の拡大率 (0.705/(0.01R)mm 間隔)で補間した間引き画像と，水
平方向 0.2115 mm，垂直方向 0.705 mm ピクセルピッチに統一した縮小画像を
作成した。以上の縮小画像と間引き画像のピクセル値から 2D FFT により，各
拡大率における ISD 適応ありとなしの各 NPS: NPS ∆PV を計算した。
PV

次に，縮小画像のピクセル値を４．４節で作成した階調曲線を用いてウィン
ドウレベル WL= 1200，ウィンドウ幅 WW= 400 の条件での輝度値に変換した。
図３および（２）式に示されるように，ピクセル値はまず WW と BTM= WL－
WW/2，JND の最小値 Jmin，最大値 Jmax から JND index: JND に変換され，JND
index から階調曲線を介して輝度値に変換された。

JND = (ピクセル値 − BTM ) / WW × ( J max − J min ) + J min （２）
Jmin, Jmax の JND は４．４節で作成した階調曲線の最少あるいは最大輝度 L か
ら（３）式より求めた。
JND(L)＝71.498068＋94.593053×log10(L)＋41.912053×log10(L)2＋
9.8247004×log10(L)3＋0.28175407×log10(L)4－1.1878455×log10(L)5－
0.18014349×log10(L)6＋0.14710899×log10(L)7－0.017046845×log10(L)8
（３）
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図３．画像ピクセル値から輝度値変換の流れ
この輝度値から，輝度ゆらぎを表す NPS: NPS ∆L を計算した。オーバーオールノ
L

イズ特性はこの輝度値ゆらぎに対し 3MP LCD の MTFLCD により変調され，さ
らに 3MP LCD 固有 NPSLCD の付加で定義されると仮定し，オーバーオール
NPS: NPSoverall は
NPS overall (u, v) = NPS ∆L (u, v) × MTF (u, v) LCD 2 + NPS (u, v) LCD ,（４）
L

NPS

∆L

(u , v ) =

L

∆x ⋅ ∆y
=
M ⋅N

∆x ⋅ ∆y
Fint erpolated ( k ⋅ ∆ u , l ⋅ ∆ v )
M ⋅N

M −1

N −1

m =0

n=0

∑ ∑

2

∆L
(m ⋅ ∆ x , n ⋅ ∆ y ) ⋅ exp  − 2π j  k ⋅ m , l ⋅ n   ,
N 
L
 M


(k= 0, 1, …,M-1, l= 0, 1, …, N-1)
（５）
と定義して算出した。∆x, ∆y はデータ間隔 0.2115 mm，u, v は水平方向，垂直方
向の空間周波数，∆u, ∆v は(1/0.2115) cycle/mm， L は縮小画像内のマトリクス
M×N: 256×256 を有する region of interest（ROI）内の位置(m∆x, n∆y)における輝度
∆L
の面近似値， ∆L は位置(m∆x, n∆y)における輝度値と L の差，Finterpolated は
の２
L
次元フーリエ変換信号値である。ISD 適応あり条件の NPSoverall 算出には垂直方
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向のみ 9MP LCD の MTFLCD が（３）式に用いられた。このシミュレーション
NPS を実測による４．５節のオーバーオール NPS と比較した。図４はシミュ
レーションの流れを示す。

図４．実空間シミュレーションの流れ
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６．フーリエ空間でのシミュレーションによる縮小画像の NPS
実空間でのピクセル値の補間処理は，フーリエ空間での周波数変換とエリア
シングエラーによる信号重複に相当するという仮定に基づき，フーリエ空間の
シミュレーションにより縮小画像の NPS を作成した。このシミュレーションで
は ISD 適応条件は考慮しなかった。
まず IMGorg 内の M×N: 256×256 の ROI のピクセル値が（６）式により２次元
フーリエ変換された。
Forg (k ⋅ ∆u , l ⋅ ∆v) =

M −1 N −1



org ( m ⋅ ∆x, n ⋅ ∆y ) ⋅ exp− 2πj ( k

∑ ∑ IMG



m =0 n =0

フーリエ信号 Forg
グされた。

⋅

m
n 
, l ⋅ )
M
N 

(k= 0, 1, …,M-1, l= 0, 1, …, N-1),
(６)
はバイリニア関数によって（７）－（９）式でフィルタリン

F fil (k ⋅ ∆u, l ⋅ ∆v) = Forg (k ⋅ ∆u, l ⋅ ∆v) × Bilinear (k ⋅ ∆u, l ⋅ v),
Bilinear ( k ⋅ ∆u , l ⋅ ∆v) =

M −1 N −1



m

(７)
n 

∑ ∑ Trig (m ⋅ ∆x, n ⋅ ∆y) ⋅ exp− 2πj (k ⋅ M , l ⋅ N )

m =0 n =0

(k= 0, 1, …,M-1, l= 0, 1, …, N-1),

(８)

n ⋅ ∆y 
m ⋅ ∆x  

Trig (m ⋅ ∆x, n ⋅ ∆y ) = 1 −

 ⋅ 1 −
 0.2115 ⋅ M   0.2115 ⋅ N 

(m= 0, 1, …, M-1, n= 0, 1, …, N-1)
(９)
フィルタリングされたフーリエ信号値 Ffil はサンプリング周波数 fs= (1/0.2115)
mm-1 の整数倍の周波数ごとに 5fs まで繰り返し配列された[21,22]。ここではセン
ターアライメントでのサンプリグのみを考慮し，シフティッドアライメントは
考慮しなかった。そのフーリエ信号を各倍率 R= 71, 51, 35, 21, 11%に対応して
fs’= (0.01R/0.2115) mm-1 へ周波数変換させ，折り重なった信号を（１０）式で
加算した。
5

Fsum (k ⋅ ∆u , l ⋅ ∆v) =

5

∑ ∑F

fil ( k

⋅ ∆u + m ⋅ f s' , l ⋅ ∆v + n ⋅ f s' )

m = −5 n = −5

(k= 0, 1, …,M-1, l= 0, 1, …, N-1).
（１０）
加算された信号は，周波数間隔を(1/0.2115) mm-1 に統一した。縮小画像の NPS
は
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NPS
F

∆PV

(k ⋅ ∆u ⋅ 100 / R, l ⋅ ∆v ⋅ 100 / R) =

PV

(∆x ⋅ R / 100)(∆y ⋅ R / 100)
2
Fsum (k ⋅ ∆u, l ⋅ ∆v)
M ⋅N

(k=
= 0, 1, …,M-1,
1, l= 0, 1, …
…, N-1)（１
（１１）
で定義された。この NPS
F

∆ PV

は実空間のピクセル値補間による NPS ∆PV と比較さ
PV

PV

れた。フーリエ空間シミュレーションの流れを図５に示す。
れた。フーリエ空間シミュレーションの流れを図 に示す。

図５．フーリエ空間シミュレーションの流れ
．フーリエ空間シミュレーションの流れ
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７． 結果
７．１

LCD 固有の画質特性

図６は ISD 適応ありとなしの条件における LCD 固有の MTF を示す。各 MTF
プロットの最高周波数は LCD のナイキスト周波数に対応しており，ISD 適応あ
りの 9MP LCD の垂直方向 MTF の最高周波数は 3MP LCD の MTF の最高周波
数より 3 倍高い。ISD 適応なし条件では，水平方向は垂直方向よりも高い MTF
値を有していた。ISD が適応されると，垂直方向の MTF 値は上昇した。図７は
LCD 固有の NPS を示す。水平方向と垂直方向の NPS 値はベースレベルではほ
ぼ等価であるが，スペクトルピークを有する周波数が一部異なる。水平方向の
NPS は LCD のピクセルピッチの逆数 1/0.2115= 4.73 cycle/mm とその整数倍の
周波数で顕著なスペクトルピークを持つ。一方，垂直方向の NPS は 4.73
cycle/mm の整数倍のピークは波高値が小さいが，サブピクセルピッチの逆数
1/(0.2115/3)= 14.18 cycle/mm で顕著なピークを持つ。図８は LCD の階調曲線
を示す。

図６．ISD 適応ありとなしの条件における LCD 固有の MTF
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図７．LCD 固有の NPS

図８．LCD の階調曲線
19

７．２
．２

実測によるオーバーオール NPS

図９は拡大率ごとの実測による水平方向のオーバーオール
図９
は拡大率ごとの実測による水平方向のオーバーオール NPS を示す。これ
は ISD 適応なし条件の結果
適応なし条件の結果である。拡大率が
である。拡大率が 100%から
から 11%へと低下するにつ
へと低下するにつ
れ，NPS 値は次第にわずかに減少した。
値は次第にわずかに
した。垂直方向の結果も同様の傾向を示した。

図９
９．
．拡大率ごとの実測によるオーバーオール NPS（ISD
ISD 適応なし，水平方向）
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図１
図１０，
１１
１は ISD 適応の有無によるオーバーオール NPS を各拡大率で比較
する。図１０の水平方向の比較では，
図１ の水平方向の比較では，21, 11%の低拡大率において
11%の低拡大率において ISD 適応あり
の NPS は ISD 適応なしの NPS に比べ低い値を示している。100%
に比べ低い値を示している。100%～51%
51%まで
の拡大率では ISD の有無による NPS の差はほとんど見られなかった。図１１の
図１
垂直方向では，
垂直方向では，100%～51%
51%拡大率での低周波領域では
拡大率での低周波領域では ISD の有無による NPS
の差はほとんどなかった。2 cycle/mm 以上の高周波数領域では，100%拡大率の
拡大率の
場合 ISD 適応なしの NPS の方が ISD 適応ありの NPS よりも高かった。一方
51%拡大率の場合
51%
拡大率の場合 ISD なしの NPS が低い値を示した。21,
が低い値を示した。
11%の拡大率では，
の拡大率では，
ISD 適応なしの NPS は ISD 適応ありの NPS よりも低周波数領域において高い
値を示し，2.4
値を示し，
2.4 cycle/mm 以上の高周波数領域では逆の結果を示した。
以上の高周波数領域では逆の結果を示した。図１２
１２は
21%の拡大率で X 線照射された FPD 画像を表示した LCD 画面をディジタルカ
21%の拡大率で
メラによって撮影した画像を，
メラによって撮影
した画像を，ISD
ISD 適応の有無で比較した
適応の有無で比較した。ISD
ISD 適応ありの画
面に比べ適応なしの画面では，より粗い，つまり低周波なノイズが顕著に認め
られ
られた。

１０．
．実測されたオーバーオール NPS の ISD 適応有無による比較（水平方向）
図１
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図１１．
図１
．実測されたオーバーオール NPS の ISD 適応有無による比較（垂直方向）

図１
図１２．
X 線画像を 21%の拡大率で
21%の拡大率で表示した
表示した LCD 画面

22

７．３
．３

シミュレーションによる NPS

図１３，１４
図１
４は各拡大率における
は各拡大率における
は各拡大率におけるカメラ実測（
実測（1D
1D FFT 法と 2D FFT 法によ
る）と実空間シミュレーションによるオーバーオール NPS を比較
を比較したものであ
したものであ
る。このシミュレーション
このシミュレーション NPS はセンターアライメントでのピクセル値補間に
よる結果である シフティッドアライメントの
よる結果である。シフティッドアライメント
シフティッドアライメント NPS もほぼ同じ値を示したため
プロットしていない。シミュレーションと実測
プロットしていない。
シミュレーションと実測によるオーバーオール
シミュレーションと実測によるオーバーオール NPS はど
の拡大率においてもよく一致した。1D FFT 法による実測 NPS のみ，約
の拡大率においてもよく一致した。1D
約 0.3
cycle/mm 以下の低周波数領域において急激に低下し，算出方法によって低周波
以下の低周波数領域において急激に低下し，算出方法によって低周波
NPS 値に差が出ることが示された。

図１
図１３．各拡大率における
各拡大率における実測と実空間シミュレーションによるオーバーオー
各拡大率における実測と実空間シミュレーションによるオーバーオー
ル NPS（水平方向）
NPS（水平方向）
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図１４．各拡大率における
図１
各拡大率における実測と実空間シミュレーションによるオーバーオー
各拡大率における
実測と実空間シミュレーションによるオーバーオー
ル NPS（垂直方向）
NPS（垂直方向）
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図１５は実空間シミュレーションによる縮小画像の NPS ∆PV とフーリエ空間のシ
PV

ミュレーションによる縮小画像の水平方向 NPS
F

∆PV

を各拡大率で比較したもの

PV

である。両シミュレーションによる NPS 値はどの拡大率でもよく一致した。垂
直方向でも同様の傾向を示した（結果は表示していない）。

図１５．各拡大率における実空間とフーリエ空間でのシミュレーションによる
縮小画像の NPS（水平方向）
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図１６は各拡大率 R に対し実空間のピクセル値補間により 0.2115/(R/100) mm
ピッチで間引き処理した画像とデータピッチを 0.2115 mm に統一した縮小画像
より求めた NPS ∆PV を水平方向において比較したものである。この間引き処理は
PV

ISD 適応なしの条件で行われた。間引き画像の NPS は低拡大率ほど高い値を示
した。一方，縮小画像の NPS は低拡大率ほど低い NPS を示した。

図１６．各拡大率における間引き画像と縮小画像の NPS（水平方向）
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図１７は実空間で補間縮小されたピクセル値を輝度に変換した輝度値画像から
算出した NPS ∆L を垂直方向において各拡大率で ISD 適応の有無によって比較し
L

たものである。この NPS はオーバーオール NPS から LCD の固有画質特性を除
いた NPS に相当し，間引き縮小処理の効果を評価するために計算された。どの
拡大率においても ISD 適応ありの NPS は ISD 適応なしの NPS より低い値を有
していた。

図１７．ISD 適応の有無による実空間シミュレーションによる輝度値画像の
NPS（垂直方向）
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８．考察
図６により，3MP の LCD は水平方向の解像特性の方が垂直方向よりも優れ
ているが，ISD 適応により垂直方向において 3 倍高い周波数領域まで優れた解
像特性を有することが示された。図７はこの LCD のノイズ特性に方向依存性は
ないが，ピクセルとサブピクセル構造に依存する周期成分には方向依存性があ
ることを示している。この LCD 固有の NPS は図９～１１の X 線画像を表示し
たオーバーオール NPS に比べると 102～104 倍低い値であり，X 線画像表示に
おいて LCD の固有ノイズは無視できることを示している。
図９～１１よりオーバーオールノイズ特性は X 線画像の表示拡大率と ISD 適
応の有無により変化することが分かった。これらの結果をシミュレーション結
果と比較しながら考察していく。その前にまず図１３，１４のカメラ実測と実
空間シミュレーションのオーバーオール NPS の比較について考察する。1D
FFT で算出した実測 NPS は約 0.3 cycle/mm 以下の低周波数域で急激に低下し
たが，0.3 cycle/mm～ナイキスト周波数の帯域では実測とシミュレーションに
よる NPS はよく一致した。この一致は５節で仮定したオーバーオールノイズの
因子とその関係式（４）が正しいことを示唆している。つまりそのノイズ因子
は画像のピクセル値から変換された輝度値のゆらぎ，ピクセル値補間効果，LCD
のボケ変調，LCD の固有ノイズ付加で説明されることが示された。厳密には，
このシミュレーションでのピクセル値補間はセンターアライメントとシフティ
ッドアライメントしか試しておらず，その間のアライメントは考慮していない。
このシミュレーション結果ではセンターアライメントとシフティッドアライメ
ントの NPS にほとんど差は見られなかったため，この X 線画像のノイズ特性は
補間処理のアライメントに依存しない，つまり定常性が保たれていることが確
認できた。しかしながら本シミュレーションはすべての補間条件をカバーして
いるわけではないことを補足しておく。また 1D FFT 法による NPS 算出は 2D
FFT 法に比べると，ピクセル構造に起因するスペクトルピークの分解能は高い
一方[15]，低周波数域で NPS 値を低下させることが分かった。この NPS 低下は
Hanning window 処理を除いても変わらなかったため，FFT あるいはトレンド
除去の計算方法に起因することが確認できた。
図１５は実空間とフーリエ空間のシミュレーションによる縮小画像の NPS の
一致を示している。この結果は，実空間での間引き縮小補間がフーリエ空間で
の周波数変換とエリアシングエラーによる信号重複に相当することを示してい
る。つまり間引き処理はエリアシングエラーによるノイズ上昇を引き起こし，
図１６左図が示すように低拡大率ほどそのノイズ上昇は低周波数域でより顕著
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になる。しかしデータピッチがディスプレイピクセルサイズに統一された縮小
画像では，低拡大率になるほど単位面積当たりの X 線光子数が上昇するため，
NPS 値が低下する（図１６右図）。式（１１）は R によって低拡大率で縮小画
像の NPS がより低下することを示している。以上の考察より，図９のオーバー
オール NPS は拡大率を低下させるとエリアシングエラーによってノイズが上昇
しているが，データピッチを統一した表示条件では単位面積当たりのデータ点
数が増加するため，結果的に NPS 値は低拡大率ほどわずかに低下したと解釈で
きる。
図１７に示した輝度値画像の NPS（垂直方向）は，間引き縮小効果のノイズ
への寄与を ISD 適応の有無により比較している。垂直方向では ISD 適応により
3 倍高い拡大率を有しているため，エリアシングエラーの発生が抑制され，縮小
画像のエリアシングエラーによる低周波ノイズ上昇が抑えられた。より低い拡
大率において，ISD 適応によるエリアシングノイズの抑制効果が顕著に表れた。
図１１のオーバーオール NPS（垂直方向）は図１７の NPS に LCD 固有の MTF
と NPS を加味した結果に相当する。21, 11%の拡大率での ISD 適応による低周
波ノイズの低減は，図１１のオーバーオール NPS に表れている。しかし 3MP
LCD の MTF はそのナイキスト周波数 2.4 cycle/mm 以上で値を持たないため，
これ以上の高周波数域では急速にボケが生じて NPS が低下する。つまり
2.4cycle/mm 以上では ISD 適応なしの方がオーバーオール NPS の値は低いが，
これはノイズ特性が改善されたことを示すのではなくむしろ，ノイズも信号も
ボケて表示されていることを示している。そして ISD 適応あり条件では元画像
をより忠実に表示しているために，ISD 適応なしに比べて相対的に NPS 値が高
いが，これは決してノイズ特性が悪化したことを示しているわけではない。
100%拡大率ではエリアシングエラーは発生しない。しかし ISD によるバイリ
ニア補間は垂直方向を 300％の拡大率にオーバーサンプリングし，この補間処理
は二次元で行われる。このバイリニア補間によるスムージング効果により，図
１１の垂直方向におけるオーバーオール NPS は 100%拡大率において，ISD に
よって値が低下した。また ISD は垂直方向のみ解像度を 3 倍に上昇するが，二
次元の補間処理を行うために水平方向の NPS もスムージング効果の影響を受け
る。よって図１０の水平方向の NPS は，21, 11%の拡大率で ISD 適応によって
値が低下した。まとめると 21, 11%の低拡大率表示で特に，方向に依らず ISD
はノイズ抑制効果を発揮する。垂直方向のノイズ優位性は 2.4cycle/mm 以下の
低周波で顕著に現れるが，これは人間の視覚特性の高いコントラスト感度領域
にも一致する。Jain による調査では，人間の視覚のコントラスト感度は，500 mm
の観察距離の場合 0.8 cycle/mm がピークで，0.5～1.0 cycle/mm で高い感度を
有していると報告されている[23]。ISD は高い解像度だけでなく，より低い拡大
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率で顕著に発揮されるノイズ抑制効果も持ち，大きなマトリクスを有し微小石
灰化や低コントラスト病変をターゲットとするマンモグラフィの画像表示に適
しているといえる。
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９．まとめ
X 線画像を表示した LCD 上のオーバーオール画質特性は，拡大率を低下させ
るとわずかにノイズが低下することが確認された。このオーバーオールノイズ
特性は，画像のピクセル値から変換された輝度値のゆらぎ，ピクセル値補間効
果，LCD のボケ変調，LCD の固有ノイズ付加で構成されており，本報告はこれ
らの関係を数式で示した。縮小表示条件では画像の間引き処理によりエリアシ
ングエラーが発生し，低周波ノイズが増加することが分かった。しかし間引き
処理された画像をディスプレイに表示すると，低拡大率になるほど被写体サイ
ズが小さく表示され，ディスプレイ上の単位面積当たりに表示される X 線光子
数が上昇するために，オーバーオールノイズ特性は低下するという考察を提示
した。
サブピクセル独立駆動による ISD 技術はディスプレイ解像度を改善させるだ
けでなく，エリアシングエラーによるノイズ上昇を抑制する効果を有すること
が示され，このノイズ抑制効果は低い表示倍率においてより効果的に働くこと
が確認された。
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