
情報システム演習 I

— イメージ処理 —



本日の目標

画像ファイルを使用する．

画像の加工について理解する．



Imageクラス

Imageクラス
画像を扱うために

Imageクラス

を利用する．

参考：
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/

Image.html

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/Image.html
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/Image.html


イメージについて

画像ファイル
BMP：BITMAP

JPG(JPEG)：フルカラーに対応，高圧縮

GIF：色は 256色に限定，高圧縮

PNG：ネットワーク向きの形式

他にも，たくさんあります．



インポート

イメージを利用するためのインポート
以下をインポートする

import java.awt.*;

import java.awt.image.*;

import javax.swing.*;



イメージを読み込む

イメージを読み込む
宣言

Image ima1, ima2;

コンストラクタ内

Toolkit toolkit=Toolkit.getDefaultToolkit();

ima1=toolkit.getImage(“ sample1.jpg”);

ima2=toolkit.getImage(“ sample2.jpg”);

指定した画像ファイルを読み込む



画面への描画

画面への描画
読み込んだ画像を画面に表示する

paintComponentメソッドの中に

g.drawImage(ima1,0,0,this);

と入力する．



画像のサイズを知る

画像のサイズ
画像のサイズを自動的に取得する．

width1=ima1.getWidth(this);

height1=ima1.getHeight(this);

と入力する．



参考

画像のファイルの読み込みを待つ
画像ファイルの読み込みが終了するまでは次の処理に移らないと
いうこともできます．

参考：Media Tracker
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/

MediaTracker.html

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/MediaTracker.html
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/MediaTracker.html


例題1

画像を読み込んで表示せよ
Imgクラスを使って，画像を読み込みパネル上に描画せよ．



プログラミング例：Sample Image.java
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import javax.swing.*;

public class Sample Image extends JFrame{
public Sample Image(){

setSize(500,500);
setTitle("Java Programing");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
MyJPanel myJPanel= new MyJPanel();
Container c = getContentPane();
c.add(myJPanel);
setVisible(true);

}
public static void main(String[] args){

new Sample Image();
}
public class MyJPanel extends JPanel{

Image ima1;
public MyJPanel(){
setBackground(Color.white);
Toolkit toolkit=Toolkit.getDefaultToolkit();
ima1=toolkit.getImage("sample1.jpg");

}
public void paintComponent(Graphics g){

g.drawImage(ima1,0,0,this);
}
}

}



例題2

画像を読み込んでパネルに並べて表示せよ
例題 1を基に画像を読み込みパネル上に並べて描画せよ．



ヒント
コンストラクタ内：

setBackground(Color.white);
Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
/*Sample1より小さい画像を使用*/
ima2 = toolkit.getImage("sample2.jpg");
MediaTracker mt = new MediaTracker(this);
mt.addImage(ima2, 0);
try{

mt.waitForAll();
}
catch (InterruptedException e) { };

paintComponent内：

Dimension d;
int i, j, width1, height1;
d=getSize();
width1 = ima2.getWidth(this);
height1 = ima2.getHeight(this);
for (i = 0; i < d.width; i += width1)

for (j = 0; j < d.height;j+= height1)
g.drawImage(ima2, i, j, this);

を記載する．



プログラミング例
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import javax.swing.*;

public class Sample Image2 extends JFrame{
public Sample Image2(){

setSize(500,500);
setTitle("Java Programing");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
MyJPanel myJPanel= new MyJPanel();
Container c = getContentPane();
c.add(myJPanel);
setVisible(true);

}

public static void main(String[] args){
new Sample Image2();

}

public class MyJPanel extends JPanel{
Image ima2;
public MyJPanel(){

setBackground(Color.white);
Toolkit toolkit=Toolkit.getDefaultToolkit();
ima2=toolkit.getImage("sample2.jpg");
MediaTracker mt = new MediaTracker(this);
mt.addImage(ima2,0);

try{
mt.waitForAll();

}catch(InterruptedException e){ }
}

public void paintComponent(Graphics g){
Dimension d;
int i,j,width2,height2;
d=getSize();
width2=ima2.getWidth(this);
height2=ima2.getHeight(this);
for(i=0;i<d.width;i+=width2)

for(j=0;j<d.height;j+=height2)
g.drawImage(ima2,i,j,this);

}
}

}



画像の加工

画像処理
読み込んだイメージに対して，画像処理を行う．

PixelGrabberクラス

を用いる．
参考：
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/

image/PixelGrabber.html

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/image/PixelGrabber.html
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/image/PixelGrabber.html


画像加工の流れ

画像加工の流れ

イメージの読み込み
⇓

PixelGrabberクラスを用いてデータを配列に格納
⇓

配列の中身を改造
⇓

配列からイメージを作成
⇓

イメージを描画



PixelGraberクラス

画像ファイルを配列に変換
画像のデータを 1次元の整数配列に格納する．

PixelGrabber pg=new PixelGrabber(ima1,0,0,width1,

height1,data,0,width1);

try {

pg.grabPixels();

}catch(InterruptedException e){

System.out.println("Error");

}



画像からの1次元配列

1次元配列への格納
例えば 500×500の画像を 1次元配列に格納すると



画像からの1次元配列

一般化
例えば

画像のサイズを widthと height

画像中の座標を (x,y)

とすると

2次元配列 (x,y)⇒1次元配列 (x+y*width)

に対応する．



色の仕組み

色の表現
色は 32ビットの整数にて表現される．

24ビットから 31ビット：α値

16ビットから 23ビット：赤の情報

8ビットから 15ビット：緑の情報

0ビットから 7ビット：青の情報



色を取り出す

赤・緑・青の情報を取り出す
赤・緑・青の情報

赤：red = (0xff & (data[場所] >> 16));

緑：green = (0xff & (data[場所] >> 8));

青：blue = (0xff & data[場所]);

色を設定する

pixels[場所]=(0xff000000|赤<<16|緑<<8|青);



整数のビット演算

ビット演算子
ビット単位でデータ操作を扱う演算子

&：各ビットの andの計算をする

|：各ビットの orの計算をする

<<：左にシフト

>>：右にシフト

0x：１６進数で表す．



ビットに関して

整数のビット表示
整数は 32ビットである

赤が 16，緑が 82，青が 68であることを意味する．

ちなみに 0xffは

0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111

を意味している



ビットに関して

青の色を取りたい場合
青の色を取る場合は

1010 1001 0000 1000 0101 0010 0100 0100

&（数字が同じ時は 1，異なれば 0）

0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111

で

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0100

よって，数字とすれば 68である．



ビットに関して

緑の色を取りたい場合
緑の色を取る場合は

1010 1001 0000 1000 0101 0010 0100 0100

を 8ビット右にずらす

0000 0000 1010 1001 0000 1000 0101 0010

そして&（数字が同じ時は 1，異なれば 0）

0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111

で

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 0010

よって，数字とすれば 82である．



配列から画像を生成

配列から画像を生成
Image型の newImaを宣言

以下のように書く

newIma=createImage(new MemoryImageSource

(width,height,data,0,width));



例題3

読み込んだ画像を暗くせよ
例題 1を基に画像を読み込み，読み込んだ画像を暗くする．



ヒント

コンストラクタ内：

setBackground(Color.white);
ImageIcon icon1 = new ImageIcon("sample1.jpg");
ima1 = icon1.getImage(); //画像の読み込み
width1 = ima1.getWidth(this);
height1 = ima1.getHeight(this);
data = new int[width1*height1];
newdata = new int[width1*height1];
PixelGrabber pg = new PixelGrabber(ima1, 0, 0,
width1, height1, data, 0, width1);
try{
pg.grabPixels();

}catch (InterruptedException e) { System.out.println("Error"); }



ヒント

paintComponent内：

g.drawImage(ima1, 0, 0, this);
int i, red, green, blue;
for (i = 0; i < width1 * height1; i++) {
red = (0xff & (data[i] >> 16));
green = (0xff & (data[i] >> 8));
blue = (0xff & data[i]);
red = red - 100; green = green - 100; blue = blue - 100;
if (red < 0) red = 0;
if (green < 0) green = 0;
if (blue < 0) blue = 0;
newdata[i] = (0xff000000 | red << 16 | green << 8 | blue);

}
newIma = createImage(new MemoryImageSource(width1,
height1, newdata, 0, width1));
g.drawImage(newIma, width1, 0, this);



まとめ

画像ファイルを使用
画像の読み込み
画像の描画

画像の加工について理解する．
画像データの色について
画像データの編集


