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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】対象物と色既知体とをともに撮影しなくても、
対象物の変化度合いを知ることができる変化度合い導出
装置、変化度合い導出方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】変化度合い導出装置２０は、無彩色および
第一の色を用いられた対象物について、前記第一の色に
関する第一画像データおよび前記対象物の基準となる基
準画像データを受け付ける受け付け手段と、前記第一画
像データと前記基準画像データとについて、前記無彩色
部分に相当する部分を基準として得られる第一の差分か
ら、前記対象物の変化度合いを導出する導出手段とを有
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無彩色および第一の色を用いられた対象物について、前記第一の色に関する第一画像デ
ータおよび前記対象物の基準となる基準画像データを受け付ける受け付け手段と、
　前記第一画像データと前記基準画像データとについて、前記無彩色部分に相当する部分
を基準として得られる第一の差分から、前記対象物の変化度合いを導出する導出手段と
　を有する変化度合い導出装置。
【請求項２】
　前記対象物はさらに前記第一の色とは異なる第二の色を有しており、
　前記受け付け手段は前記第二の色に関する第二画像データを受付し、
　前記導出手段は、前記第二画像データと前記基準画像データとについて、前記無彩色部
分に相当する部分を基準として得られる第二の差分と、前記第一の差分と、の比から、前
記対象物の変化度合いを導出する
　ことを特徴とする、請求項１記載の変化度合い導出装置。
【請求項３】
　前記導出手段は、前記第一のデータおよび前記基準画像データについてそれぞれ明度と
画素数とを軸としたヒストグラムについて前記無彩色に相当する部分を合わせたときに他
の部分で発生するずれ量を前記第一の差分とする、
　ことを特徴とする、請求項１記載の変化度合い導出装置。
【請求項４】
　前記導出手段は、前記第一のデータおよび前記基準画像データについてそれぞれ明度と
画素数とを軸としたヒストグラムについて前記無彩色に相当する部分を合わせたときに他
の部分で発生するずれ量を前記第一の差分とし、
　前記導出手段は、前記第二のデータおよび前記基準画像データについてそれぞれ明度と
画素数とを軸としたヒストグラムについて前記無彩色に相当する部分を合わせたときに他
の部分で発生するずれ量を前記第二の差分とする
　ことを特徴とする、請求項２記載の変化度合い導出装置。
【請求項５】
　前記第一の特定色は赤または緑であることを特徴とする、請求項１または３記載の変化
度合い導出装置。
【請求項６】
　前記第一の特定色は赤または緑であり、前記第二の特定色は青であることを特徴とする
、請求項２または４記載の変化度合い導出装置。
【請求項７】
　無彩色および第一の色を用いられた対象物について、前記第一の色に関する第一画像デ
ータおよび前記対象物の基準となる基準画像データを受け付ける工程と、
　前記第一画像データと前記基準画像データとについて、前記無彩色部分に相当する部分
を基準として得られる第一の差分から、前記対象物の変化度合いを導出する工程と
　を有する変化度合い導出方法。
【請求項８】
　無彩色および第一の色を用いられた対象物について、前記第一の色に関する第一画像デ
ータおよび前記対象物の基準となる基準画像データを受け付けるステップと、
　前記第一画像データと前記基準画像データとについて、前記無彩色部分に相当する部分
を基準として得られる第一の差分から、前記対象物の変化度合いを導出するステップと
　をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、変化度合い導出装置、変化度合い導出方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１は、色の数値が既知の色既知面を有する色既知体を準備する準備過程と、建
物における劣化判定の対象となる外装材と、当該外装材に接触させた前記色既知体の色既
知面とを一緒にカラーのデジタル撮影手段で撮影する撮影過程と、この撮影されたデジタ
ルデータの画像の色を、この画像における前記色既知面の画像の色を用いて色補正し、補
正後の色を数値化する色補正過程と、この色補正された外装材の色の数値と定められた色
の数値との差である、少なくとも明度差の数値を含む色差を求めてこの色差から汚れの程
度の判定を行う汚れ判定過程と、この汚れ判定過程で判定された汚れの程度を用いて前記
外装材の劣化を判定する劣化判定過程とを含む、外装材の劣化判定方法を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１９６９２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、対象物と色既知体とをともに撮影しなくても、対象物の変化度合いを知るこ
とができる変化度合い導出装置、変化度合い導出方法及びプログラムを提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る本発明は、無彩色および第一の色が用いられた対象物について、前記第
一の色に関する第一画像データおよび前記対象物の基準となる基準画像データを受け付け
る受け付け手段と、前記第一画像データと前記基準画像データとについて、前記無彩色部
分に相当する部分を基準として得られる第一の差分から、前記対象物の変化度合いを導出
する導出手段とを有する変化度合い導出装置である。
【０００６】
　請求項２に係る本発明は、前記対象物はさらに前記第一の色とは異なる第二の色を有し
ており、前記受け付け手段は前記第二の色に関する第二画像データを受付し、前記導出手
段は、前記第二画像データと前記基準画像データとについて、前記無彩色部分に相当する
部分を基準として得られる第二の差分と、前記第一の差分と、の比から、前記対象物の変
化度合いを導出することを特徴とする、請求項１記載の変化度合い導出装置である。
【０００７】
　請求項３に係る本発明は、前記導出手段は、前記第一のデータおよび前記基準画像デー
タについてそれぞれ明度と画素数とを軸としたヒストグラムについて前記無彩色に相当す
る部分を合わせたときに他の部分で発生するずれ量を前記第一の差分とする、ことを特徴
とする、請求項１記載の変化度合い導出装置である。
【０００８】
　請求項４に係る本発明は、前記導出手段は、前記第一のデータおよび前記基準画像デー
タについてそれぞれ明度と画素数とを軸としたヒストグラムについて前記無彩色に相当す
る部分を合わせたときに他の部分で発生するずれ量を前記第一の差分とし、前記導出手段
は、前記第二のデータおよび前記基準画像データについてそれぞれ明度と画素数とを軸と
したヒストグラムについて前記無彩色に相当する部分を合わせたときに他の部分で発生す
るずれ量を前記第二の差分とすることを特徴とする、請求項２記載の変化度合い導出装置
である。
【０００９】
　請求項５に係る本発明は、前記第一の色は赤または緑であることを特徴とする、請求項
１または３記載の変化度合い導出装置である。
【００１０】
　請求項６に係る本発明は、前記第一の色は赤または緑であり、前記第二の色は青である
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ことを特徴とする、請求項２または４記載の変化度合い導出装置である。
【００１１】
　請求項７に係る本発明は、無彩色および第一の色が用いられた対象物について、前記第
一の色に関する第一画像データおよび前記対象物の基準となる基準画像データを受け付け
る工程と前記第一画像データと前記基準画像データとについて、前記無彩色部分に相当す
る部分を基準として得られる第一の差分から、前記対象物の変化度合いを導出する工程と
を有する変化度合い導出方法である。
【００１２】
　請求項８に係る本発明は、無彩色および第一の色を用いられた対象物について、前記第
一の色に関する第一画像データおよび前記対象物の基準となる基準画像データを受け付け
るステップと、前記第一画像データと前記基準画像データとについて、前記無彩色部分に
相当する部分を基準として得られる第一の差分から、前記対象物の変化度合いを導出する
ステップとをコンピュータに実行させるプログラムである。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に係る本発明によれば、対象物と色既知体とをともに撮影しなくても、対象物
の変化度合いを知ることができる。
【００１４】
　請求項２に係る本発明によれば、請求項１に係る発明の効果に加えて、第一の色と第二
の色との変化速度を利用して、対象物の変化度合いを知ることができる。
【００１５】
　請求項３に係る本発明によれば、請求項１に係る発明の効果に加えて、明度と画像数と
を基準にしたヒストグラムから得られる差分によって変化度合いを知ることができる。
【００１６】
　請求項４に係る本発明によれば、請求項２に係る本発明の効果に加えて、第一の色と第
二の色との明度と画像数とを基準にしたヒストグラムから得られる差分によって変化度合
いを知ることができる。
【００１７】
　請求項５に係る本発明によれば、請求項１又は３に係る本発明の効果に加えて、第一の
色が青である場合と比べて精度良く変化度合いを知ることができる。
【００１８】
　請求項６に係る本発明によれば、請求項２又は４に係る本発明の効果に加えて、変化の
スピードが異なる色から得られる差分について比較することで、変化の度合いを知ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る劣化測定システムを示す構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る劣化測定装置のハードウエアを示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る劣化測定装置の新品時における処理フローを示すフロー
チャートである。
【図４】本発明の実施形態に係る劣化測定装置の経年時の処理フローを示すフローチャー
トである。
【図５】本発明の実施形態において看板を抽出した画像構成図である。
【図６】本発明の実施形態において新品時に生成したＲＧＢのヒストグラムを示すグラフ
である。
【図７】本発明の実施形態において新品時と経年時に生成した補正前の赤のヒストグラム
を示すグラフである。
【図８】本発明の実施形態において新品時と経年時に生成した補正後のＲＧＢのヒストグ
ラムを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】



(5) JP 2017-201248 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

【００２０】
　次に、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の実施形態に係る変化度合い導出を示す構成図である。以下、対象物の
劣化を測定するものとして説明し、変化度合い導出を「劣化測定」と置き換えて説明する
。
【００２２】
　劣化測定をすべき対象物１０は、例えば看板であり、高所に設置される等、直接測定す
るのが困難な場所に設置されている。この対象物１０は、例えば半透明体から構成され、
例えば無彩色の一例である白部分１２、赤部分１４、緑部分１６及び青部分１７を有して
いる。また、対象物１０は、白色ＬＥＤ等の光源が内部に配置され、この光源から発する
光が対象物１０を透過するようになっている。
【００２３】
　撮影装置１８は、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等であり、対象物１０
を周辺も含めて撮影する。
【００２４】
　例えばパーソナルコンピュータである劣化測定装置２０は、撮影装置１８で撮影された
対象物１０を撮影した画像データを受け付け、この画像データを処理するようになってい
る。
【００２５】
　図２は、劣化測定装置２０を示すブロック図である。
　劣化測定装置２０は、ＣＰＵ２２、メモリ２４、入力インターフェイス２６及び出力イ
ンターフェイス２８を有し、これらが制御バス３０を介して接続されている。
【００２６】
　ＣＰＵ２２は、メモリ２４に格納された制御プログラムに基づいて予め定められた処理
を実行する。入力インターフェイス２６には、入力装置３２が接続されている。入力装置
３２としては、前述した撮影装置１８に直接接続して入力するコネクタであったり、通信
を用いて無線入力したりするものが含まれる。また、出力インターフェイス２８には出力
装置３４が接続されている。この出力装置３４は、ディスプレイやプリンタであり、処理
されたデータ等の結果が出力される。
【００２７】
　次に劣化想定装置２０による対象物１０の劣化測定方法について説明する。
　一般的に言って、色によって劣化速度が異なる。例えば黄色は、光（主に紫外線）によ
りが経年変化して抜け、最も早く劣化すると考えられる。この実施形態においては、この
ように、色によって劣化速度が異なることを利用して対象物１０の劣化を測定しようとす
るものである。なお無彩色も厳密に言えば劣化をするが、本願発明者は鋭意研究を進め、
有彩色に比べて劣化しづらいことに着目し、色既知体を利用せずとも、デバイス依存であ
る撮像データからの劣化判断に想到している。特に本実施形態では、対象物の無彩色な部
分を色既知体の代用とすることにより、撮影条件や環境光による色の変化を補正して、対
象物上の対象色の変化度合いを計測している。
【００２８】
　図３は、劣化測定装置２０の新品時における処理フローを示すフローチャートである。
　まずステップＳ１０において、撮影装置１８で撮影した新品時の対象物１０及びその周
辺の画像データを受け付ける。
【００２９】
　次のステップＳ１２においては、対象物１０である看板を抽出する。例えば夜に撮影し
た場合は、対象物１２は、周辺とは輝度が異なるので、輝度が高い部分を抽出すれば良い
。
【００３０】
　次のステップＳ１４においては、対象物１０の歪みを補正する。歪みの補正は、例えば



(6) JP 2017-201248 A 2017.11.9

10

20

30

40

対象物１０の正確な原画像と撮影した対象物１０の画像とを比較し、対象物１０の画像を
アフィン変換等をすることにより原画像と重なり合うようにする。
【００３１】
　次のステップ１６においては、ステップＳ１４で補正した対象物１０の画像の解像度を
予め定められた解像度まで落ちるように変更する。なお解像度の調整は利用形態により、
実施しないことや、逆に解像度を上げる処理をすることも考えられる。
【００３２】
　次のステップＳ１８においては、Ｒ，Ｇ、Ｂ毎に階調（明度）のヒストグラムを生成す
る。即ち、それぞれの色でそれぞれの階調に属するピクセル数をカウントし、図６に示す
ヒストグラムを生成する。
【００３３】
　次のステップＳ２０においては、ステップＳ１８で生成したヒストグラムをメモリ２４
に記憶させて処理を終了する。
【００３４】
　図４は、劣化測定装置２０の経年時における処理フローを示すフローチャートである。
　ステップＳ３０、ステップＳ３２、ステップＳ３４、ステップＳ３６及びステップＳ３
８までの処理は、前述した新品時の処理フローにおけるステップＳ１０～ステップＳ１８
と同様である。
【００３５】
　次のステップＳ４０においては、メモリ２４に記憶させておいた新品時のヒストグラム
を読み出す。そして、次のステップＳ４２において、図７に示すように、新品時のヒスト
グラムと経年時のヒストグラムとを比較する。
【００３６】
　ここで、新品時と経年時では撮影環境が異なるので、単に両者のヒストグラムを比較し
ても不正確な劣化計測となることがある。
【００３７】
　そこで、次のステップＳ４４においては、図８に示すように、ヒストグラムの白のピー
ク位置を基準として両者を合わせるように階調補正を行う。このように補正したヒストグ
ラムを比較したものが図８に示されている。
　この実施形態においては、白を基準として階調補正を行うにしたが、他の無彩色（黒や
グレー）であっても同様である。
【００３８】
　図８からも解るように、新品時と経年時とのピークのずれ量は、青と比較すると、緑及
び赤は大きい。
【００３９】
　そこで、次のステップＳ４６においては、劣化度合いとしては、次に示す式（１）又は
式（２）に示すように、青のピークのずれ量（lB）と緑又は赤のピークのずれ量（lG）、
（lR）として算出される。ここで得られる緑のピークのずれ量（lG）、緑のピークのずれ
量（lR）、青のピークのずれ量（lB）は、対象物の劣化が進むに連れて大きくなるため、
これらのうちの少なくとも１つを、劣化の度合いとして利用する。このとき、比較的劣化
しやすい色である黄成分が含まれている赤や緑についてのずれ量を利用することが好適で
ある。
　さらに、赤よりも緑の方が多く黄成分が含まれているので、式（１）で算出する方が好
ましい。
　また、式（３）で示すように、黄成分が比較的多く含まれる赤や緑についてのずれ量の
平均を、黄成分を比較的含まない青についてのずれ量と比較しても良い。
【００４０】
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【数１】

【数２】

【数３】

【００４１】
　そして、次のステップＳ４８において、劣化度合いを出力装置３４に出力して処理を終
了する。劣化度合いは、ステップＳ４６で算出したデータをそのまま出力しても良いが、
劣化度合いが閾値を超えた場合に修復すべき旨を表示したり、劣化レベル、例えばレベル
１、レベル２等として出力するようにしても良い。
【００４２】
　なお、上記実施形態においては、劣化測定装置２０をパーソナルコンピュータから構成
したが、本発明は、これに限定されるものでは無い。例えば撮影装置１８に劣化測定装置
２０の機能の全部又は一部を持たせても良い。
【符号の説明】
【００４３】
１０　　　：対象物
１８　　　：撮影装置
２０　　　：劣化測定装置
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