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概要: 文化財のデジタルアーカイブの, 色彩計測は RGB の三原色情報を取得するケースが大半である. ディ

スプレイ上での画像再現のためにはこれで充分だが, 対象物の物性等の解析を行う際はこれだけでは情報不

足となる. 本研究では, 絵画の色彩解析のために可視光域を 256 バンドに分割し測定することが可能なハイパ

ースペクトルスキャナを開発した. 試作装置を用いて, 計測を行った結果, 満足できるスペクトル情報を取得

することができた. そして, 分光情報が既知である青色の画材のみを用いて描かれた絵画をスキャンし解析し

た結果, 波形の一致が見られ色材の特定の可能性が示された. これによって絵画のデータアーカイブにおけ

る, 本スペクトルスキャナーの有用性が示された.  
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1. はじめに 

2019 年パリ・ノートルダム大聖堂における火災や,  

沖縄・首里城の火災等の教訓から今後とも歴史的な文化

財や文化遺産のデジタルアーカイブは増加すると予測さ

れる. ディスプレイ表示を前提としたアーカイブが大半

を占めるため, 色彩情報のアーカイブに関してはその多

くが, RGB 三原色情報を取得する.しかし, 可視光域

450nm~545nm 付近で等色関数が負の値をとるため, 

RGB 値だけでは正確な色再現ができない. 対象物を解析

する際に, 可視光内 3 バンドだけでの解析は情報不足で

ある. 一方で IoT が進み, 安価で高性能な分光器が登場

したことで, 分光スペクトルを用いた研究が益々盛んに

なっていくと考えられる[1]. 本研究では可視光域を 256

バンドに分割し, 測定することが可能な計測器を用いて, 

ハイパースペクトルスキャナの開発を行い, 試験的に絵

画の計測を実施することで, 絵画のハイパースペクトル

画像の構築を試みた.  

2. ハイパースペクトルスキャナの製作 

本スキャナはフラットベッド型を採用し, 測定対象を

2 ㎜×2 ㎜のピクセルごとに分光情報の計測をする. ス

キャナの駆動制御には Arduino により制御されるステッ

ピングモーターを用いた. また, 均一な照明分布の測定

を行うため, 暗室を用意した. 暗室の外部に設置された

光源から光ファイバを用いて測定対象の測定点付近にピ

ンポイントで光が照射されるよう設計した. これは測定

点外からの色光の影響を少なくするためである. また, 

色彩評価をする際には, 照明光源の選定が非常に重要と

なる. LED による白色光源は通常, 短波⾧(青)にピーク

を持つ色光に黄色の蛍光体を当てることで,赤色の演色

性の評価が正しくない可能性があるとして色彩評価には

向かない. [2]本スキャナに採用した照明光源は, 紫外に

ピークを持つ色光に赤, 緑, 青の蛍光体を当てることで

白色を作り出し, 中波⾧(緑)～⾧波⾧(赤)にかけて高い

分光反射強度を含む. 色彩評価に向いている平均演色数

が 96 以上であるとされている[3] が、この人工太陽照明

灯は計測値で平均演色評価数 Ra＝98 である.   

 
図 1.スキャナの構成 
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3. 試験計測 

 試作したハイパースペクトルスキャナを用いて, 上記

3 枚の絵画を計測した. 計測は, 人工太陽照明灯および

LED 光源の二種類を用いて行った. Picture1 では, 既存

の 絵 画 で あ る た め に , 用 い ら れ た 画 材 は 不 明 だ が

Picture2 の絵画に関して, あらかじめ計測を行い分光情

報が既知である青色の画材のみを用いて描かれている.  

絵画の計測時間は Picture1 で 5 時間, Picture2 で 7 時間

15 分程度必要となる.  

 

 

図 2：計測結果(ネガポジ反転) 

スキャンしたすべての測定点の全波⾧域における反射強

度の最大値および最小値で正規化を行い, 輝度データと

して取り出したものが図 2 である. 白が強いほど, その波

⾧域の反射強度が絵画全体を通して低いことになる. 

480nm(b), 690nm(d)の輝度値をそれぞれ比較したとき, 

人工太陽照明灯はこの波⾧域において反射強度が強いこ

とがわかる. 比べて LED 光源は, その波⾧域に反射強度

をほぼ持たない. このことより本スキャナの光源として, 

広い波⾧域で一定の反射強度を潤沢に含む人工太陽照明

灯の妥当性が証明された. 

 

4.  考察 

あらかじめ分光情報を取得しているコバルトブルーが

用いられた場所を特定する. コバルトブルーは 690mm 付

近の赤色⾧波⾧域にピークを持つ. 図 2 は,全ピクセル内

の全波⾧域の反射強度で正規化を行ったが, 図３(d)で

は, 全ピクセルの 690nm の波⾧における反射強度を正規

化し, 輝度データへ変換した. これにより⾧波⾧域の反射

強度が強い分光分布を持っているピクセルは黒くなる. 

図 3(d)矢印の先端のピクセルが持っている分光分布が, 

図 3(a)である. 波形が概ね一致していることがわかる. し

かし他の画材の波形にも近しい波形をとるため, 一概に

決めることができない. 図 3(a)の波形を光源の反射率で

除算したところ画材の物体色の反射特性波形が得られた. 

物体色の波形同士を比較したとき, 短波⾧域で類似した

ピーク波形をとったため, この測定点に使用された画材

は,画材 No. 6 のコバルトブルーであると考えられる. 

 
図 3: 計測点と,画材 No.6 の比較 

5. 問題点と今後の展望 

 解析の結果, 鏡面反射光によって, 正確にデータが取れ

ていない測定点があることを確認した. このため, 偏光フ

ィルターを用いて鏡面反射光をカットする機構を実装す

る必要がある. また, 現在計測部の光源照射範囲が広いた

め, 計測点に隣接するピクセルの反射光が入射している

と考えられる. 計測精度の向上のため, ピンポイントに測

定点に照射する機構を考える必要がある.   

画材データベースを用意した時の画材特定の可能性が

示され, 本スペクトルスキャナーの有用性が示された. 今

後は, 得られたデータを画像処理や機械学習を用いて, 

画材の特定精度を向上させていく.  
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