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明 細 書

撮像装置、高解像度イロ処理方法、高解像度イヒ処理プログラム、及び記録

媒体

技術分野

０００ 本発明は、異なる解像度での読み出しが可能な撮像素子を利用して高フレームレ

ートで高解像度な画像を生成する撮像装置及び高解像度化処理方法に関する。ま

た、その高解像度化処理方法をコンピュータに実行させる高解像度化処理プログラ

ム及びそのよぅな高解像度ィロ処理プログラムを格納したコンピュータが読み取り可能

な記録媒体に関する。

背景技術

０００ 」2 近年の半導体技術の発展により、撮像素子は多画素化の傾向がある。素子の小型

化及び高速化が図られてはいるものの、多画素化された撮像素子では、撮像素子の

データ読み出しに多くの時間がかかる。また同一面積で多画素化を行った場合、撮

像素子の大きさに対する 画素の大きさが小さくなる為に、S 比が劣化する等の

問題があった。そのため、多画素化された撮像素子においては、高いフレームレート

で動画撮影を行ぅことが困難である。

０００3」 一方、近年静止画像と動画像の撮影を兼用する機器が商品化されている。これは

、高解像度の撮像素子を用い、静止画撮影のときには高解像度撮影を行ない、動画

像撮影のためにはフレームレートを上げる必要があるためドラフトモードと呼ばれる読

み出しを行う。例えば、CC において垂直8画素中4画素を2クロックで読み、残りを

読み飛ばす、間引き読み出しと複数フイールド読み出しとを組み合わせた読み出し

方法や、 S型撮像素子のように水平，垂直の方向に加算して読み出す方法など

の方法が使われている。このようにして、静止画像の撮影と動画像の撮影とで つの

撮像素子を兼用している。実際の製品の例としては、動画撮影中に静止画撮影が行

えるデジタルカメラ、ヂジタルビデオなどの撮像装置が有る。これらの撮像装置は、

動画撮影中にシヤッタ押下などの割り込み信号によって静止画像の撮影を行ぅことが

できる。



」０００4 これらの撮像装置では、動画像用に読み出した低解像度画像は、フレームレートの

高い画像列として得られる。しかしながら、解像度については、上述のよぅな画素混

合等の技術を用いる為、本来撮像素子が持っている解像力を発揮することができな

い。そのため、動画像撮影で得られた動画像の中に、高解像度の静止画として記録

したい画像、或いは高精細にプリント等したい画像、いわゆるシヤッタチヤンスのシー

ン画像が含まれていても、そのシーン画像を高解像度で得ることができない。無論、

上記のよぅな動画像撮影中に割り込みシヤッタを押下した場合、その瞬間の高解像

度の静止画を撮像することは可能である。しかし、例えば高速連写やプリキヤプチヤ

のよぅに、シヤッタを押下した瞬間の前後のタイミングの撮影に対しては、動画撮影時

の低解像度の画像のままである。或いは、その低解像度の画像に対して、補間処理

等の高解像度化する手段を適応して、高解像度化を図るものも有るが、補間処理等

では高品質な高解像度画像を得ることはできない。

０００ 」
5 従って、動画像撮影中の任意の画像を高品質に高解像度化して静止画として読み

出すことが望まれる。

０００ 」
6 そこで、ビデオヵメラなどの撮像装置を使用する際に、画素数の少ない画像データ

を用いて高解像度の画像を生成する方法が種々提案されている。その一例として上

記のような ( ) 高解像高速撮影及び (2) 動画解像度高解像度ィビの問題を解決する

為に、例えば特開平 ０ 69537号公報では、複数枚の位置ずれを持つ低解像度

画像を用いて、高解像度の画像を生成するといぅ方法が開示されている。ここでの高

解像度化処理は、サブピクセルレベルでの位置ずれのある画像を同一解像度で複

数枚撮影し、これらの画像の劣化要因などをキヤンセルした上で合成して、 枚の高

精細な画像を形成する手法である。

０００7
」 また、特開 2 ００4 4０422 号公報には、2 種類の解像度を用いたデータの圧縮技

術を用いて、複数枚の低解像度画像とこれに比ベサンプリングレートが低い高解像

度画像とを撮影し、この2 種類の画像データから高解像画像を生成する方式が開示

されている。この方式では、複数枚の低解像度画像と高解像度画像を撮影して、そ

れらを用いて高解像度画像の生成を行ぅ際、複数枚の低解像度画像間での位置ず

れの対応をとる。その対応のとり方は以下のよぅにして行われる。はじめに、複数枚の



低解像度画像のうち、隣接フレーム間の位置ずれを局所対応情報として求める。そ

の後、それら複数の局所対応情報をキーフレームの間隔で統合することで、低解像

度画像中で選択されたキーフレーム間の位置ずれとして大域対応情報を生成する。

発明の開示

０００8
」 上記特開平 ０ 69537号公報に開示されている手法では、複数枚の低解像度画

像のみから、高解像度画像を生成しなければならない。そのため、静止画像と動画

像の撮影を兼用する機器では、高解像度画像が撮影できる利点を活かしきれていな

０００9
」 また、上記特開 2 ００4 4０422 号公報に開示されている手法では、上述のよぅに低

解像度画像中で選択されたキーフレーム間の位置ずれとして大域対応情報を生成

する際、低解像度の隣接画像間の局所対応情報を用いている。そのため、離れたフ

レームを複数枚用いて画像を高解像度化する場合、統合した時に生ずる累積誤差

により、生成した高解像度画像に誤差が含まれる場合がある。

００1 ０」 本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、画像間変位の対応関係を高精

度に推定することができ、また、低解像度出力の動画撮影中に含まれるシヤッタチヤ

ンスのシーン画像を、より自然で高画質に高解像化可能な撮像装置、高解像度化処

理方法、高解像度化処理プログラム、及び記録媒体を提供することを目的とする。

００ 」
1 1 本発明の第 の態様によれば、被写体の画像を電子的に記録する撮像装置であっ

て、画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子と、該撮像素子から出力される

画像の解像度を切り替える解像度切り替え手段と、を具備する撮像装置において、

上記撮像素子から上記解像度切り替え手段によって切り替えられて出力された、少

する画像を含芭 2 種類以上の解像度の異なる複数の出力画像から基準画像を選択

する画像選択手段と、上記基準画像とその他の画像間の画像間変位を推定する画

像変位推定手段と、上記撮像素子で撮影された上記第 の解像度を有する画像及

び上記第 2 の解像度を有する画像と上記画像変位推定手段で得られた画像間変位

を用いて、上記撮像素子から出力された複数の出力画像中の任意の画像に対して

解像度を変換する解像度変換手段と、を更に具備することを特徴とする撮像装置が



提供される。

００ 」
12 本発明の第2の熊様によれば、被写体の画像を電子的に記録する撮像装置であっ

て、画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子と、該撮像素子から出力される

画像の解像度を切り替える解像度切り替え手段と、を具備する撮像装置において、

上記撮像素子において、上記解像度切り替え手段によって解像度が切り替えられて

出力された、少なくとも第 の解像度を有する画像と上記第 の解像度よりも高い第2

の解像度を有する画像を含む2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像から、

第 の解像度を有する画像のぅちの 枚を基準画像として選択する画像選択手段と、

上記基準画像と、他の上記第 の解像度を有する画像との画像間変位を推定する第

の変位推定手段と、該第 の変位推定手段の演算結果を用いて、上記第 の解像

度よりも高い第3の解像度を有する画像を推定する高解像度画像推定手段と、該高

解像度画像推定手段によって得られた上記第3の解像度を有する画像と上記第2の

解像度を有する画像との画像間変位を推定する第2の変位推定手段と、該第2の変

位推定手段で得られた画像間変位を用いて、上記第3の解像度を有する画像に対し

て解像度を変換する解像度変換手段と、を更に具備することを特徴とする撮像装置

が提供 れる。

００13
」 本発明の第3の熊様によれば、出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素

子から、少なくとも2種類以上の解像度の異なる複数の画像を取得する撮像装置に

おいて、上記撮像素子から出力された複数の出力画像中の任意の画像を解像度ィビ

する高解像度ィロ処理方法であって、上記撮像素子から、少なくとも第 の解像度を有

する画像と上記第 の解像度よりも高い第2の解像度を有する画像を含む2種類以上

の解像度の異なる複数の出力画像を取得するステップと、上記撮像素子から取得し

た2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像から基準画像を選択するステップと

、上記基準画像とその他の画像間の画像間変位を推定するステップと、上記撮像素

子から出力された上記第 の解像度を有する画像及び上記第2の解像度を有する画

像と上記推定された画像変位とを用いて、上記撮像素子から出力された複数の出力

画像中の任意の画像に対して解像度を変換するステップと、を有することを特徴とす

る高解像度化処理方法が提供される。



００14
」 本発明の第4の熊様によれば、出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素

子から、少なくとも2種類以上の解像度の異なる複数の画像を取得する撮像装置に

おいて、上記撮像素子から出力された複数の出力画像中の任意の画像を解像度ィビ

する高解像度化処理方法であって、上記撮像素子から、少なくとも第 の解像度を有

の解像度の異なる複数の出力画像を取得するステップと、上記撮像素子から取得し

た2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像から第 の解像度を有する画像のぅ

ちの 枚を基準画像として選択するステップと、上記基準画像と、他の上記第 の解

像度を有する画像との画像間変位を推定する第 の変位推定ステップと、該第 の変

位推定ステップの結果を用いて、上記第 の解像度よりも高い第3の解像度を有する

画像を推定する高解像度画像推定ステップと、該高解像度画像推定ステップによっ
て得られた上記第3の解像度を有する画像と上記第2の解像度を有する画像との画

像間変位を推定する第2の変位推定ステップと、該第2の変位推定ステップで得られ

た画像変位と上記第2の解像度を有する画像を用いて、上記第3の解像度を有する

画像に対して解像度を変換する画像解像度変換処理ステップと、を有することを特

徴とする高解像度ィロ処理方法が提供される。

００ 」
15 本発明の第5の熊様によれば、出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素

子から、少なくとも2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像を取得する撮像装

置において、上記撮像素子から出力された複数の出力画像中の任意の画像を解像

度化する高解像度ィロ処理方法であって、上記撮像素子から、第 の解像度を有する

画像を取得するステップと、割り込み信号を発生するステップと、上記発生した割り込

み信号によって上記撮像素子の出力画像の解像度を切り替える解像度切り替えステ

ップと、上記解像度切り替えステップに対応して上記撮像素子から、上記第 の解像

度より高い解像度を有する画像を取得するステップと、取得した上記第 の解像度よ

り高い解像度を有する画像から基準画像を選択するステップと、上記画像選択手段

で選択した基準画像とその他の上記第 の解像度を有する画像との画像間変位を推

定する変位推定ステップと、上記撮像素子から出力された複数の出力画像と上記変



画像の解像度を変換する解像度変換ステップと、を有することを特徴とする高解像度

化処理方法が提供 れる。

００ 」
16 本発明の第6の熊様によれば、出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素

子で取得された少なくとも2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意の

画像の高解像度像を生成する高解像度化処理プログラムであって、コンピュータに、

少なくとも第 の解像度を有する画像と上記第 の解像度よりも高い第2の解像度を

有する画像を含芭2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像から基準画像を選

択する手順と、上記基準画像とその他の画像との画像間変位を推定する手順と、上

記第2の解像度を有する画像と上記推定された画像間変位とを用いて、上記複数の

出力画像中の任意の画像に対して解像度を変換する手順と、を実行させるための高

解像度化処理プログラムが提供される。

００17
」 本発明の第7の態様によれば、出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素

子で取得された少なくとも2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意の

画像の高解像度像を生成する高解像度ィロ処理プログラムであって、コンピュータに、

少なくとも第 の解像度を有する画像と上記第 の解像度よりも高い第2の解像度を

有する画像を含む2種類以上の解像度の異なる複数の画像の中から、第 の解像度

を有する画像のぅちの 枚を基準画像として選択する手順と、上記基準画像と、他の

上記第 の解像度を有する画像との画像間変位を推定する第 の変位推定手順と、

該第 の変位推定手順の結果を用いて、上記第 の解像度よりも高い第3の解像度

を有する画像を推定する高解像度画像推定手順と、該高解像度画像推定手順によ

って得られた上記第3の解像度を有する画像と上記第2の解像度を有する画像との

画像間変位を推定する第2の変位推定手順と、該第2の変位推定手順で得られた画

像間変位と上記第2の解像度を有する画像を用いて、上記第3の解像度を有する画

像に対して解像度を変換する解像度変換手順と、を実行させるための高解像度化処

理プログラムが提供される。

００18
」 本発明の第8の態様によれば、出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素

子で取得された少なくとも2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意の

画像の高解像度像を生成する高解像度化処理プログラムであって、コンピュータに、



上記撮像素子から、第 の解像度を有する画像を取得する手順と、割り込み信号を

発生する手順と、上記発生した割り込み信号によって上記撮像素子の出力画像の解

像度を切り替える解像度切り替え手順と、上記解像度切り替え手順に対応して上記

撮像素子から、上記第 の解像度より高い解像度を有する画像を取得する手順と、

取得した上記第 の解像度より高い解像度を有する画像から基準画像を選択する画

像選択手段手順と、上記画像選択手段で選択した基準画像とその他の上記第 の

解像度を有する画像との画像間変位を推定する変位推定手順と、上記撮像素子か

像度変換手順と、を実行させるための高解像度化処理プログラムが提供される。

００19
」 本発明の第9の態様によれば、出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素

子で取得された少なくとも2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意の

画像の高解像度像を生成する高解像度ィロ処理プログラムを格納した、コンピュータ

が読み取り可能な記録媒体であって、上記高解像度ィロ処理プログラムは、コンピュー

タに、少なくとも第 の解像度を有する画像と上記第 の解像度よりも高い第2の解像

度を有する画像を含む2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像から基準画像

を選択する処理と、上記基準画像とその他の画像との画像間変位を推定する処理と

、上記第2の解像度を有する画像と上記推定された画像間変位とを用いて、上記複

数の出力画像中の任意の画像に対して解像度を変換する処理と、を実行させる命令

を含むことを特徴とする記録媒体が提供 れる。

００2０」 本発明の第 ０の熊様によれば、出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像

素子で取得された少なくとも2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意

の画像の高解像度像を生成する高解像度化処理プログラムを格納した、コンピュー

タが読み取り可能な記録媒体であって、上記高解像度化処理プログラムは、コンピュ
ータに、少なくとも第 の解像度を有する画像と上記第 の解像度よりも高い第2の解

像度を有する画像を含芭2種類以上の解像度の異なる複数の画像の中から、第 の

解像度を有する画像のぅちの 枚を基準画像として選択する処理と、上記基準画像と



理と、該第 の変位推定処理の結果を用いて、上記第 の解像度よりも高い第3の解

像度を有する画像を推定する高解像度画像推定処理と、該高解像度画像推定処理

との画像間変位を推定する第2の変位推定処理と、該第2の変位推定処理で得られ

た画像間変位と上記第2の解像度を有する画像を用いて、上記第3の解像度を有す

る画像に対して解像度を変換する解像度変換処理と、を実行させる命令を含芭こと

を特徴とする記録媒体が提供される。

００2 本発明の第 の態様によれば、出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像

素子で取得された少なくとも2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意

の画像の高解像度像を生成する高解像度化処理プログラムを格納した、コンピュー

タが読み取り可能な記録媒体であって、上記高解像度化処理プログラムは、コンピュ
ータに、上記撮像素子から、第 の解像度を有する画像を取得する処理と、割り込み

信号を発生する処理と、上記発生した割り込み信号によって上記撮像素子の出力画

像の解像度を切り替える解像度切り替え処理と、上記解像度切り替え処理に対応し

て上記撮像素子から、上記第 の解像度より高い解像度を有する画像を取得する処

理と、取得した上記第 の解像度より高い解像度を有する画像から基準画像を選択

する画像選択手段処理と、上記画像選択手段で選択した基準画像とその他の上記

第 の解像度を有する画像との画像間変位を推定する変位推定処理と、上記撮像素

る解像度変換処理と、を実行 せる命令を含むことを特徴とする記録媒体。

図面の簡単な説明

００22] 図 図 は、本発明の第 実施例に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。

図 」2 図2は、画像間モーション推定を用いた超解像処理の概念図である。

図3」図3は、撮影時の割り込み動作の第 の例を示す概念図である。

図4」図4は、撮影時の割り込み動作の第2の例を示す概念図である。

」図5 図5は、第 実施例における画像間変異推定処理の流れを示すフローチヤート

である。



」図6 図6は、パラボラフィッティングによる類似度マップの極値の探索法の概念図で

ある。

図7」図7は、第 実施例における画像解像度変換処理の流れを示すフローチヤート

である。

図8」図8は、高解像化処理部の構成の例として超解像処理の構成を示すブロッ夕図

である。

図 」9 図9は、本発明の第 実施例の変形例における画像間モーション推定を用いた

超解像処理の概念図である。

図1０」図 ０は、第 実施例の変形例における画像高解像度化処理の流れを示すフ

ローチャートである。

」図11 図 は、本発明の第2実施例に係る撮像装置の構成を示すブロック図である

」図12 図 2は、第2実施例の処理の概念を示す図である。

図13
」図 3は、低解像度空間画像変位推定部の画像変位推定処理の流れを示す

フローチヤートである。

図14
」図 4は、高解像度空間画像変位推定部の画像変位推定処理の流れを示す

フローチヤートである。

」図15 図 5は、第2高解像化処理部の画像高解像度化処理アルゴリズムの詳細な

流れを示すフローチヤートである。

発明を実施するための最良の形態

００23」 以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。

００ 」24 第 実施例に係る撮像装置は、図 に示すよぅに、光学系 ０、撮像部 2、撮像解

像度切替部 4、割り込み発生部 6、画像記録部 8、基準画像選択部2０、画像変

位推定部22、画像変位記録部24、高解像度化画像選択部26、及び高解像化処理

部28から構成されている。

００ 」25 撮像部 2は、光学系 ０を経て結像された光学的な被写体像を光電変換して電気

的な画像ヂ一タを出カする。この撮像部 2は、出力画像の解像度を切り替え可能な

撮像素子である。例えば、プログレッシブ読み出し方式、インターリーブ読み出し方



式、画素間ョ き読み出し方式、画素混合読み出し方式、等の複数の読み出し方式

のうち、撮像装置の用途及び 又は機能に応じて適宜採用された複数の読み出し

方式を、撮影シーン、モード等に応じて選択的に切り替え可能な機能を有している。

ここで、プログレソシブ読み出し方式とは、各画素の信号を読み出す場合に、全画素

信号を順次読み出す方式である。インターリーブ読み出しとは、奇数ライン毎と偶数

ライン毎に交互に画素の信号を読み出す方式である。画素間ョ き読み出し方式とは

、水平・垂直に指定された画素数おきに飛ばして画素の信号を読み出す方式である

。画素混合読み出し方式とは、指定された画素数分を混合して つの画素信号として

読み出す方式である。また、撮像部 2は、読み出し範囲を変更可能として所望の一

部の領域の画素信号を選択的に読み出す機能を有しても良いことは勿論である。

００ 」26 撮像解像度切替部 4は、上記撮像部 2からの出力画像の解像度を切り替える。

即ち、上記撮像素子から出力される画像の解像度を切り替える解像度切り替え手段

として機能する。割り込み発生部 6は、撮像解像度切替部 4で撮像解像度を切り

替えるための割り込みを発生する。

００27」 画像記録部 8は、撮像部 2から出力された画像データを電子的に記録する。

００28」 基準画像選択部2０は、画像記録部 8に記録された複数の画像の内、基準画像を

選択する。即ち、基準画像を選択する画像選択手段として機能する。

００29」 画像変位推定部22は、画像記録部 8に記録された画像と基準画像選択部2０で

選択された基準画像とから画像の変位を推定する。即ち、基準画像とその他の画像

間の画像間変位を推定する画像変位推定手段として機能する。

００3０」 画像変位記録部24は、画像変位推定部22で推定された画像変位を記録する。

００3 高解像度化画像選択部26は、高解像度画像化を行ぅターゲット画像を選択する。

００3 」2 高解像化処理部28は、画像変位記録部24からの画像変位情報を用いて、高解像

度化画像選択部26で選択された画像記録部 8からの画像を高解像度化処理する

。即ち、解像度を変換する解像度変換手段として機能する。

００33」 なお、図 では図示されていないが、本撮像装置はコンピュータ、プロセッザ等の上

記各部の動作を制御する動作制御部を備えている。また、コンピュータ、プロセッザ

等が、上記各部の一部、或いは多くの処理、動作を行なっても良い。



００3 」4 次に、図 を参照して、データの流れを説明する。

００3 」5 光学系 ０により結像された被写体像は、撮像部 2にて空間的に離散ィビしてサン

プリングされることにより画像ヂ一タに変換される。この画像ヂ一タは画像記録部 8

に供給され、電子的に画像記録部 8に記録される。その際、撮像部 2から出力され

る画像の解像度は、撮像解像度切替部 4からの読み出し解像度の指示情報に応じ

て決定される。すなわち、撮像解像度切替部 4が高解像度モードに切り替わってい
る場合、撮像部 2は高解像度画像を出カする。撮像解像度切替部 4が低解像度

モードに切り替わっている場合には、撮像部 2は、上記高解像度画像に比べ低解

像度ではあるがフレームレートの高い低解像度画像を、連続して出カする。撮像解

像度切替部 4は、割り込み発生部 6によって割り込みが発生した時に、解像度モ

ードの切り替えを行ぅ。

００3 」6 基準画像選択部2０は、画像記録部 8に記録された高解像度画像及び低解像度

画像の中から、画像変位推定の基準となる基準画像を選択し、画像変位推定部22

は、画像間の変位推定を行ぅ。この画像変位推定部22によって推定された画像変位

は、画像変位記録部24に記録される。高解像ィロ処理部28は、画像変位記録部24

に記録された画像変位情報、画像記録部 8に記録された高解像度画像及び低解

像度画像、及び高解像度化画像選択部26で指定された高解像度画像ィビを行ぅター

ゲット画像を示す高解像度ィロ画像選択情報を用いて、高解像度画像を生成する。

００37」 以下、第 実施例の概念図である図2をもとに図 の構成要素についてそれぞれ述

べる
０

００38」 はじめに、図2を用いて木実施例の概念について説明する。画像記録部 8には、

異なった時間での撮影によって得られた高解像度画像 3０( ) と、その間に挟ま

れた低解像度画像3 2 ( ， ， ， ， ) が
6

記録されている。高解像度画像
2 3 4 5

の生成

の処理は、これらの画像3０ 32の全てを用いて行われる。すなわち、同図に破線で

示すよぅに、高解像度画像3０( ) と
7

低解像度画像3 2 ( ， ， ， ， ) の夫々
2 3 4 5 6

の画像間の変位 (モーション) を推定し、さらに推定したモーションと、撮像システム関

数 (光学的なボケ、イメージャによるザンプリングに起因する帯域制限) とから、同図に

実線矢印で示すよぅに、超解像処理により高解像度画像34を推定する。同図の例で



は、高解像度ィビしたいターゲット画像として低解像度画像3 2 ( ) が選択され、推定さ

れた高解像度画像34 (z ) は、この低解像度画像3 2 ( )のタイミングに対応した高

解像度画像になる。高解像度画像 34 (z )
4
の解像度が高解像度画像3０( ) と同

じ解像度である場合は、低解像度画像 3 2と高解像度画像3０との間の変位量を推定

する演算だけでもかまわない。高解像度画像34 (z )の解像度が高解像度画像3０(

)以上の解像度の場合には、前述の高解像度化の推定演算を必要とする。以下

、変位推定の基準になる画像を基準画像と呼び、その他の画像を参照画像と呼ぶ。

００3 」9 次に、割り込み動作を用いた撮影の流れに沿って、第 実施例に係る撮像装置の

動作を説明する。

」００4０ 割り込み動作の第 の例では、図3のよぅに、通常状態では、撮像解像度切替部 4

を低解像度モードにして、撮影時には、連続した撮影により撮像部 2から低解像度

画像 3 2を連続して出カするよぅにしておく。その連続した撮影中に、ュ一ザのス不ソ

チ36の押下操作などに応じて割り込み発生部 6が割り込みを発生させると、撮像解

像度切替部 4は高解像度モードに切り替わり、撮像部 2に高解像度画像3０を出

力させる。そしてその後、再び、撮像解像度切替部 4は低解像度モードに切り替わ

り、撮像部 2に低解像度画像3 2を連続して出力させる。

００4 割り込み動作の第2の例では、図4のよぅに、撮影時には、撮像解像度切替部 4が

低解像度モードに切り替えられて撮像部 2から低解像度画像3 2を連続して出力し

ている中で、割り込み発生部 6が割り込みを反復して発生させる。この反復割り込み

が人った時に、撮像解像度切替部 4は高解像度モードに切り替わり、撮像部 2か

ら高解像度画像 3０を出力させる。すなわち、一定周期ごとに高解像度画像3０を取

得する。

」００42 以上の第 又は第2の例のよぅにして、撮像部 2での撮影により得られた低解像度

画像 3 2と高解像度画像 3０は、画像記録部 8に記録される。

００43」 基準画像選択部2０では、画像変位推定のための基準画像として、画像記録部 8

に保存された画像のなかの高解像度画像3０を 枚選択する。画像変位推定部22は

、この基準画像選択部2０で選択された基準画像と、対象となる基準画像以外の撮影

画像との画像間の変位位置を求め、その結果を画像変位記録部24に記録する。



」００44 次に、画像変位推定のアルゴリズムの詳細を、図5のフローチヤートに示すアルゴリ

ズムの流れに沿って説明する。

００4 」5 まず、画像変位推定の基準となる高解像度画像3０を基準画像として 枚読み込む

００4 」6 次に、その読み込んだ基準画像を複数の画像変位で変形させ、画像列を生成する

００47 更に、基準画像との間の画像変位推定を行ぅ低解像度画像32を参照画像として

枚読み込芭 (ステップS 4)

００48」 その後、上記読み込んだ参照画像にエイリアシングが多く含まれるか判断するほ
テップS 6

００49」 その結果、エイリアシングが少ない場合、参照画像の解像度を補間処理により基準

画像の解像度と同一にする (ステップS 8)。これに対して、エイリアシングが多い場

合には、基準画像を複数変形させた画像列の解像度を参照画像の解像度と同一に

する (ステップS2０)

００5０」 次に、参照画像と基準画像との間で大まかな画像変位推定を、領域べ一スマッチ

ング等の処理を用いて行い、その推定結果に基づいて参照画像を変形することによ

り、参照画像を基準画像へ大まかに合わせるほテップS22) 。なお、ここでいぅ大ま

かな画像変位推定の一例として、ビクセル単位の領域べ一スマッチング等の処理が

挙げられる。なお、後述するステップS28で精密な位置合わせを行ぅ。従って、ステッ

プS28で行う画像変位推定処理よりも精度の低い画像変位推定処理であり、画像を

大局的に位置合わせできる手法であれば、その他の手法でも良いものとする。

００5 次に、ステップS 2で基準画像を画像変位のパラメータ (変形モーションパラメータ

)を用いて複数変形させた画像列とステップS22で基準画像に大まかに合わせられ

た参照画像との間の類似度値を算出する (ステップS24)

」００52 そして、画像変位のパラメータ (変形モーションパラメータ)と算出した類似度値との

関係を用いて、離散的な類似度マップを作成する (ステップS26)

００53 さらに、ステップ 26で作成した離散的な類似度マップを補完することで得られる、

連続的な類似度値の極値を探索し、連続的な類似度値の極値を求める (ステップS2



8)。その極値での画像変位のパラメータで示される画像変位が、求める画像変位 (

画像変位推定値) となる。類似度マップの極値の探索法には、パラボラフィッティング

、スプライン補間法、等がある。図6は、画像変位推定をパラボラフッティングで行った

例を示している。縦軸は類似度を表し、値が小さいほど類似度が高い。同図に示すよ

ぅに、離散的な類似度値38間をパラボラフィッティングにより補完することで連続的な

類似度のカーブ4０が得られ、その極値42を探索することができる。求められた画像

変位推定値は、画像変位記録部24に記録される。

００5 」4 その後、対象となる全ての参照画像において画像変位推定を行っているか否か判

断する (ステップ 3０)。対象となる全ての参照画像において画像変位推定を行って

いない場合は、参照画像のフレーム番号を変化させ(ステップ 32)、上記ステップ

4へ戻り、次の参照画像の読み込み処理を継続して行ぅ。これに対して、対象となる

全ての参照画像において画像変位推定を行っている場合は、処理を終了する。

００ 」55 高解像化処理部28は、上記のように画像変位記録部24に記録された画像変位推

定値、高解像度化画像選択部26により選択された高解像度化を行う目的の画像 (以

下 :高解像度化ターゲット画像 )の選択情報、及び画像記録部 8に記録された高解

像度画像 3０及び低解像度画像 32により、高解像度化ターゲット画像の画像高解像

度化処理を行う。

」００56 この画像高解像度化処理の例を、アルゴリズムの流れを示す図7のフローチヤート

を参照して説明する。

００57」 まず、高解像度画像推定に用いるため、撮像部 2で撮影 れた複数枚の低解像

度画像 32及び高解像度画像 3０を読み込むほテップ534)

００58」 次に、画像記録部 8に記録されている画像の中の、高解像度化画像選択部26で

選択した低解像度画像 32を高解像度化ターゲット画像とする。その高解像度化ター

ゲット画像に対し補完処理を行ぅことで初則の高解像度画像 34を作成する (ステップ

36)。この補間処理は場合により省略することができる。

００59」 その後、画像変位記録部24に記録された画像変位により、高解像度化ターゲット

画像とその他の画像との画像間の変位位置対応を明らかにする (ステップ 38)。高

解像度化ターゲット画像とその他の画像との間の画像変位は、画像変位記録部24



に記録されている、画像変位推定部 2 2における基準画像と高解像度ィヒターゲット画

像との画像間変位と、画像変位推定部 2 2における基準画像と高解像度化ターゲット

画像以外の画像との画像間変位を統合することによって生成する。

００6０」 次に、光学伝達関数 (O ) CC アパーチヤ等の撮像特性を考慮した点広がり

関数 (Po n p ead F nc on:以 S )を求める (ステップS 4０) P S は例えばGa

s s 関数を簡易的に用いる。

００6 1 その後、ステップS38 、ステップS 4 の情報を元に、評価関数f の最小化を行引
ステップS 42) 。ただし、f は以下のよぅな形となる。

数

2
) 二 S Y 一 ，

十 凡 z ( )

００ 」6 2 ここで は画像記録部 8に記録された第 の解像度の撮影画像 (低解像度画像 32)

及び第2の解像度の撮影画像 (高解像度画像 3０) を表す。 は第 の解像度の画像

より選択された高解像度ィヒターゲット画像の高解像度画像 3 4 (推定する目標の画像

) 、 は画像変位、P S 、画素混合等を含めた撮像システムを表す画像変換行列で

ある。 (z) は画像の滑らかさや色相関を考慮した拘束項等である。几 は重み係数で

ある。評価関数の最小化には、例えば最急降下法を用いる。

００6 3」 次に、ステップ 4 2で求めたf ( ) が最小化されたか否かを判定し(ステップ 44 )、f

( ) が最小化された場合、処理を終了しターゲット画像の高解像度画像 34 ( ) を得る

。まだ最小化されていない場合、高解像度画像 34 (z ) をアップデートして (ステップS

46) 、ステップ 4 2に戻る。

００ 」64 以上の処理を高解像度化画像選択部 2 6で選択された全ての低解像度画像 3 2 に

００6 5」 以下に、複数枚の画像を使って高解像度画像 3 4を生成する処理の一例として、高

解像化処理部 2 8の構成の例を示す図8を用いて、超解像処理の概略を説明する。

尚、同図の例では、式 ( ) の拘束項 (z) を省略している。実際には、拘束条件は畳

込み積分部2 8 Bに統合されている。式 ( ) の拘束条件 (z) を省略するとf ( ) を最小

化するzの条件は



」数2

(日 ，三 T蝋A，y ( 2 )
釦

」００66 をゼロにする。実際には反復復元のアルゴリズムを使用しているので、定式的には

数3」

二 2 A 一 ー ( 3 )

００6 7
」 となる。図8は式 (3) の演算を反復の収束条件を含めて処理するブロック図である。

」００68 高解像化処理部 28は、補間拡大部 28 、畳込み積分部 28 S データ保持部

28C 、画像比較部 28 、乗算部 28 、貼り合せ加算部28 、蓄積加算部 28G 、更新

画像生成部 28 、画像蓄積部 28 、反復演算判定部28J、反復判定値保持部28

から構成される。また、式 (3) の計算では、先に求めた画像変位推定値から、高解像

度グリット単位の変位量は参照画像 に、高解像度グリット以下の微小変位量をシス

テム行列 に含めるよぅにしている。そのため、変位量データ分離部 28 と、参照画

像変形処理部 28 とを有する。

0069 まず撮像部 2より複数フレーム分の画像ヂ一タのうち任意の 枚の画像の画像ヂ

一タを基準画像44として補間拡大部 28 に与え、補間拡大を行う。ここで用いられる

補間拡大の手法としては、例えばバイリニア補間やバイキュービック補間などが挙げ

られる。補間拡大された画像の画像データは、畳込み積分部28 に与えられ、P S

ヂ一タ保持部 28 より与えられるP S ヂ一タと畳込み積分される。この処理は高解

像度画像 34 ( ) の初期値を与えるものである、従って図中 ( ホ )で示された部分は、

処理の開始時に 回だけ行われる。以降は、畳込み積分部 28 での畳込み積分演

算は、更新した高解像度画像 34 ( ) に対して行われる。

0070 上述のよぅに、先に求めた画像変位推定値は、変位量データ分離部28 において

に分離される。高解像度グリッド単位の変位量46は、参照画像の変形処理部 28

に与えられ、高解像度グリッド単位以下の微小変位量48はP S データ保持部 28C

に与えられる。高解像度グリッド単位を ピクセルとした場合は、例えば画像変位推定

値が ・3ピクセルだった場合、参照画像変形処理部 28 に ・0ピクセルを、P S デ



一タ保持部28C に0・3ビクセルをそれぞれ与える。PS データ保持部28C は、変位

量ヂ一タ分離部28 から与えられた高解像度グリッド単位以下の微小変位量48に

応じて、その使用するPS ヂ一タを決定する。例えば、PS データ保持部28C は、0

・ ピクセル単位でPS データを保持しておき、高解像度グリッド単位以下の微小変

位量48が与えられたとき、その微小変位量48に最も近 Y データを、使用するデ

ータとして決定する構成としても良い。このよぅに決定されたPS データは、畳込み積

分部28 及び転置処理部28 において使用される。

００7 参照画像の変形処理部28 は、変位量データ分離部28 から与えられた各フレ

ーム毎の高解像度グリッド単位の変位量46に基づいて、参照画像 5０に対して高解

像度画像 34のグリットの単位で座標変換を施すことで、変形画像を生成する。この生

成された変形画像の画像データは、画像比較部28 に送られる。

」００72 補間拡大部28 において補間拡大された基準画像44の画像データは、畳込み積

分部28Bに与えられるのと同時に画像蓄積部28 にも送られ、ここに蓄積される。ま

た、畳込み積分部28 において畳込み積分演算された画像の画像ヂ一タは、画像

比較部28 に送られる。

００73」 画像比較部28 は、参照画像の変形処理部28 から送られてきた変形画像の画

像ヂ一タと畳込み積分部28 から送られてきた畳込み積分演算された画像の画像

ヂ一タとから、上述の ( z ) に対応する演算を行ぅ。これらの画像の残差は乗算

部28 に送られ、PS データ保持部28C より与えられるPS ヂ一タを転置処理部2

8 で転置ィビした転置ヂ一タ の各画素毎の値に掛け合わされる。この演算結果

( z ) は、貼り合せ加算部28 に送られ、それぞれ対応する座標位置に置かれ

る。ここで、乗算部28 からの画像データは重なりを持ちながら少しずつ座標位置が

ずれて行くことになるので、重なる部分については加算していく。撮影画像 枚分の

画像データの貼り合せ加算が終ると、結果の画像データは蓄積加算部28G に送られ

る。蓄積加算部28G では、フレーム数分の処理が終るまで順次送られてくるデータを

蓄積し、推定された変位量を考慮しながら各フレーム分の画像データを順次加算し

てゆく。蓄積加算された画像データは、更新画像生成部28 に送られる。

００7 」4 更新画像生成部28 には、これと同時に画像蓄積部28 に蓄積されていた画像デ



一タが与えられ、この2つの画像データに重みをつけて加算して、更新画像ヂ一タを

生成する。生成された更新画像ヂ一タは、反復演算判定部28Jに与えられ、反復判

定値保持部28 から与えられる反復判定値を元に演算を反復するか否かが判断さ

れる。演算を反復する場合には、更新画像データを畳込み積分部28 に送り、上記

の一連の処理を繰り返し、反復しない場合は生成された更新画像データを出カする

００75」 上記一連の処理を行い反復演算判定部 Jから出力される画像は、撮影時に得ら

れた低解像度画像3 2よりも高解像度なもの、つまり高解像度画像34となっている。

００7 」6 上記PS データ保持部28C で保持されるPS データは、結像光学系 ０と撮像部

2の撮像素子上の受光部分の開口形状とから求められた点拡がり関数PS 、もしく

はこれを近似した値より与えられる。畳込み積分の際には適切な座標位置での計算

が必要となるので、変位量データ分離部28 より各フレーム毎の高解像度グリッド単

位以下の微小変位量48が与えられるよぅになっている。

００77」 次に、木第 の実施例の変形例について、図9の概念図を参照して説明する。

００78」 本発明に関わる割り込み動作を用いた2種類の画像取得については図3及び図4

で説明した例と同一である。

００79」 撮影によって得られた画像は、画像記録部 8に記録される。基準画像選択部2０

では、画像変位推定のための基準画像として、画像記録部 8に保存された画像の

なかの 枚を選択する。基準画像は高解像度ィビを行う低解像度画像 3 2を選択する。

画像変位推定の為の基準画像と高解像度化を行うターゲット画像は同一のものとす

る。次に、参考画像として、基準画像の前後にある、撮影で得られた高解像度画像 3

0を選択する。そして、画像変位推定部22において、図9に破線で示すよぅに、基準

画像選択部2０で選択された基準画像と、参考画像である高解像度画像 3０との画像

間の変位位置を求め、その結果を画像変位記録部24に記録する。

」００8０ 画像変位推定のアルゴリズムの詳細については図5の実施例と同一である。

００8 画像変位推定部22で求めた画像変位推定値を画像変位記録部24に記録し、記

録された画像変位情報、高解像度化画像選択部26により選択された高解像度化タ

ーゲット画像の選択情報、及び画像記録部 8に記録された高解像度画像により、高



解像化処理部28において、図9に実線の矢印で示すように、高解像度化ターゲット

画像の画像変形による画像高解像度ィロ処理を行う。

００8 」2 次に、この画像変形による画像高解像度化処理の例を、図 ０の画像高解像度化

処理アルゴリズムの詳細な流れを示すフローチヤートに沿って説明する。

００83」 まず、高解像度画像生成に用いるため、撮影によって撮像部 2で得られた高解像

度画像 3０(例えば ， )及び高解像度化ターゲット画像である低解像度画像 32 (

例えば )を画像記録部 8から読み込む (ステップ 48)。高解像度画像 3０は、基

準画像選択部2０によって選択され、画像変位推定部22によって高解像度化のター

ゲット画像 である低解像度画像32との間の画像間変位が求められているものとす

る。また、読み込む高解像度画像3０の枚数は複数枚でもかまわないものとする。

００8 」4 次に、ステップ 48で読み込んだ高解像度化ターゲット画像に対し補間処理を行ぅ

ことで初則の高解像度画像を作成する (ステップ 5０)。この補間処理は、場合により

省略することができる。

００8 」5 画像変位記録部24に記録された画像変位により、高解像度ィヒターゲット画像 と

ステップ548で読み込まれた高解像度画像 3０との画像間対応位置を明らかにする (

ステップ552) 。この変位位置対応は、ステップ548で読み込まれた高解像度画像3

0が、画像変位推定部22の参考画像であることより、画像変位推定部22に記録され

ている。

００8 」6 高解像度化ターゲット画像 とステップ548で読み込まれた高解像度画像3０間の

変位位置対応情報より、ステップ548で読み込まれた高解像度画像3０を変形させて

、高解像度化ターゲット画像 の高解像度化画像を生成するほテップS 54)。この処

理をステップ 48で読み込まれた全ての高解像度画像3０に対して行引ステップ 5

6

００87」 そして、ステップ 54で生成された全ての高解像度化画像及びステップ 5０で作

成された初瑚の高解像度画像との重み付け平均化をォ 、刊 、高解像度化ターゲット画

像 の一枚の高解像度画像 34 (z )を生成する (ステップS58) 。定式化を行ぅと以下

のよぅになる。

」数4



z 二 三 y (4 )

００88」 ここで、 は高解像度化ターゲット画像が高解像度化された高解像度画像34、 は

重み係数、 はステップS 48で読み込まれた高解像度画像 3０またはステップS 5０で

作成された初期の高解像度画像、 は高解像度化ターゲット画像と との間の画像

間変位情報を含れ行列とする。

００89」 以上で説明した第 実施例について、画像変位推定処理及び画像高解像度化処

理は、画像撮影時の割り込みが終了し画像が画像記録部 8に記録された時点で、

画像変位推定処理の基準画像が選択され、画像変位推定処理が行われ、画像変位

が画像変位記録部24に記録され、高解像度化ターゲット画像が選択され、高解像度

化処理が行われる、といぅ形で順次動作する。ただし、画像変位推定部22で画像間

変位推定を行ぅ参照画像が複数枚の場合は、参照画像 枚の推定が終了した時点

で、画像変位記録部24に記録することができるので、画像変位推定処理と画像高解

像度化処理は並列化で行ってもよい。

００9０」 上記のよぅに、複数枚の画像を使用して画像を高解像度化する場合、既存の超解

像手法のよぅに使用する画像を低解像度画像 3 2に限定せず、低解像度画像 3 2と高

解像度画像 3０の両方を用いることで、解像度は低いがフレームレートは高い低解像

度画像 3 2及び解像度は高いがフレームレートは低い高解像度画像3０の利点を引き

出し、欠点を補ったフレームレートの高い高解像度画像34が生成される。これは例え

ば、画素混合読み出しを用いて動画撮影を了 、竹 、その合間にCC の最大解像度を

用いて静止画像を撮影するといった静止画動画兼用機等で撮影された動画及び静

止画を用いて、動画をフレームレートが高く高解像度なものにしたり、ノイズの少ない

画素混合画像を高解像度ィロ処理に用いてノイズを抑制したり、動画で撮影された任

意の一枚を静止画並みの高解像度に変換する場合等に利用できる。

００9 以上のよぅに、本発明の第 実施例では、画像間の対応付けを行ぅことで、画素の

サンプリングレートが高い高解像度画像空間上で画像間の対応付けを行ぅことができ

る。また、隣接画像間の対応付けを行ぅ必要がなく、高解像度画像 3０と、任意の低解

像度画像 3 2との間の対応付けを行ぅことにより、隣接画像間の対応を統合した時のよ



ぅな累積誤差は乗らない。

００9 」2 次に、本発明の第2実施例を説明する。

００93」 まず、図 を参照して、木第2実施例に係る撮像装置の構成を説明する。なお、図

と同一の構成には同一の名称と符号を付して説明を省略し、主として異なる点につ

いてのみ説明する。

００9 」4 図 において、光学系 ０は撮像部 2に光学像を結像し、撮像部 2にて、結像し

た画像は空間的に離散化してザンプリング、画像データに変換され、電子的に画像

記録部 8に記録される。その際、撮像部 2での撮影によって得られる画像の解像

度は、撮像解像度切替部 4が高解像度モードに切り替わった場合、高解像度画像

3０を撮影し、低解像度モードの場合、高解像度画像 3０に比べ低解像度だがフレー

ムレートの高い低解像度画像 3 2を連続して撮影する機構となっている。

００95」 そして、本第2実施形態では、高解像度化画像選択部26により、画像記録部 8に

記録された低解像度画像 3 2の中から画像変位推定の基準となる基準画像を選択す

ると、低解像度空間画像変位推定部 5 2は、その基準画像とその基準画像以外の低

解像度画像 3 2との間で画像間の変位推定を行ぅ。推定された画像変位は、画像変

位記録部24に記録される。第 高解像化処理部 54は、画像変位記録部24に記録さ

れた画像変位、画像記録部 8に記録された低解像度画像 3 2、高解像度ィロ画像選

択部26で選択された高解像度画像化を行ぅターゲット画像を示す高解像度ィロ画像

選択情報を用いて、高解像度ィロ中間画像を生成する。

００9 」6 高解像度空間画像変位推定部 56は、この第 高解像化処理部 54で生成された高

解像度化中間画像及び画像記録部 8に記録されている高解像度画像を用いて、高

解像度化中間画像を基準画像として画像間変位推定を行ぅ。第2高解像化処理部 5

8は、高解像度空間画像変位推定部 56で推定された画像間変位、高解像度化画像

選択部26で選択された高解像度化画像選択情報、第 高解像化処理部 54で推定

された高解像度画像を用いて、高解像度化中間画像を高解像化することで、高解像

度画像 34を生成して出カする。

００97」 この様に、本第2実施例では、高画質化処理において、第 の変位推定手段として

機能する低解像度空間画像変位推定部 5 2と、第2の変位推定手段として機能する



高解像度空間画像変位推定部 56とを備えている。

００98」 なお、高解像度ィロ画像選択部26は、少なくとも第 の解像度を有する出力画像と

上記第 の解像度よりも高い第2の解像度を有する出力画像とを含む、2種類以上の

解像度の異なる複数の出力画像から、第 の解像度を有する出力画像のぅちの 枚

を基準画像として選択する手段の機能を備えている。また、低解像度空間画像変位

推定部 5 2は、第 の変位推定手段に該当し、第 高解像化処理部 54は高解像度画

像推定手段に該当し、高解像度空間画像変位推定部 56は第2の変位推定手段に

該当し、第2高解像化処理部 58は解像度変換手段に該当する。

」００99 本第2実施例の処理の概念を図 2に示す。すなわち、まず、同図に細い破線で示

すよぅな低解像度空間における画像モーション推定を用いて、同図に細い実線の矢

印で示すよぅに、低解像度画像列 ～ よりターゲット画像 に対応する高解像度画
2 6 4

像 z を算出する。ここで、高解像度画像z が高解像度化中間画像6０に相当する。

さらに、この高解像度ィロ中間画像6０(z ) と高解像度画像 3０( )を用いて、同
4 7

図に太い破線で示すよぅに、画像間の変位を推定する。このとき、高解像度ィロ中間

画像6０ z は、低解像度画像 3 2 ( ～ )よりも解像度の高いグリッドで定義された
4 2 6

画像であり、ェッジ情報についても元の画像を補完したものに比べて、多くを持って

いる。従って高解像度画像 3０( )のよぅに高い解像度を持っている画像との変

位推定を行ったときには、ターゲットの低解像度画像 3 2 ( ) と高解像度画像3０(

)の間の変位を直接求める方法に比べて、精密な変位量の推定が行える。このよぅ

な精密な変位量を用いて、同図に太線の矢印で示すよぅに、高解像度ィロ中間画像6

０ z と高解像度画像3０( ) とより、ターゲット画像 4に対応する高解像度画像
4 7

34 ( ) を算出する。

」０1００ 以下、第2実施例の概念図である図 2をもとに図 に示す第2実施例に係る撮像

装置の動作を説明する。

０1０ 本発明に関わる2つの割り込み動作を用いた画像撮影の例について以下に示す。

」０1０2 まず、図 において、図3のよぅな割り込み動作の第 の例では、通常状態では、

撮像解像度切替部 4を低解像度モードにして、撮影時には、連続した撮影により撮

像部 2から低解像度画像3 2を連続して出カするよぅにしておく。その連続した撮影



中に、ュ一ザのスイッチ36の押下操作などに応じて割り込み発生部 6が割り込みを

発生させると、撮像解像度切替部 4は高解像度モードに切り替わり、撮像部 2に高

解像度画像 3０を出力させる。そしてその後、再び、撮像解像度切替部 4は低解像

度モードに切り替わり、撮像部 2に低解像度画像 32を連続して出力させる。

０1０3」 割り込み動作の第2の例では、図4のよぅに、撮影時には、撮像解像度切替部 4が

低解像度モードに切り替えられて撮像部 2から低解像度画像3 2を連続して出力し

ている中で、割り込み発生部 6が割り込みを反復して発生させる。この反復割り込み

が入った時に、撮像解像度切替部 4は高解像度モードに切り替わり、撮像部 2か

ら高解像度画像 3０を出力させる。すなわち、一定周則ごとに高解像度画像3０を取

得する。

０1０ 」4 以上の第 は第2の例のよぅにして、撮像部 2での撮影により得られた低解像度

画像 32と高解像度画像 3０は、画像記録部 8に記録される。高解像度化画像選択

部26は、画像変位推定のための基準画像として、画像記録部 8に保存された画像

のなかの 枚を選択する。木第2実施例では、この基準画像として、低解像度画像3 2

を選択する。低解像度空間画像変位推定部52は、高解像度化画像選択部26で選

択された基準画像と、対象となる基準画像以外の低解像度画像32との画像間の変

位位置を求め、その結果を画像変位記録部24に記録する。

０1０ 」5 ここで、低解像度空間画像変位推定部52の画像変位推定のアルゴリズムの流れの

詳細を、図 3に示すフローチヤートに沿って説明する。

０1０ 」6 まず、画像変位推定の基準となる低解像度画像3 2を基準画像として 枚読み込む

(ステップ56０)。次に、その読み込んだ基準画像を複数の画像変位で変形させ、画

像列を生成する (ステップS 6 2)

０1０7」 その後、基準画像との間の画像変位推定を行ぅ低解像度画像32を、参照画像とし

て 枚読み込芭 (ステップ 64)。次に、基準画像と参照画像の間で、大まかな画像

間の変位推定を行引ステップ 66)。この大まかな画像変位推定の詳細な手法は、

前述した第 実施例の手法と同様である。その後、ステップS 6 2で基準画像を複数変

形させた画像列と参照画像の間の類似度値を算出する (ステップ 68)。次に、画像

変位のパラメータと算出した類似度値との関係を用いて、離散的な類似度マップを作



成する (ステップS 7０)。その後、ステップS 7 で作成した離散的な類似度マップを補

完することで得られる、連続的な類似度値の極値を探索し、連続的な類似度値の極

値を求めるほテップ572) 。その極値を持つ画像変位が、求める画像変位となる。こ

の類似度マップの極値の探索法には、パラボラフイッテイング、スプライン補間法等が

ある。図7は、画像変位推定をパラボラフッテイングで行った例を示している。縦軸は

類似度を表し、値が小さいほど類似度が高い。求められた画像変位は、画像変位記

録部24に記録される。

０1０8」 そして、対象となる全ての参照画像において画像変位推定を行っているか判断し(

ステップ 74)、終わっていない場合、参照画像のフレーム番号を変化させ(ステップ

76)、ステップ 64へ戻り、次の画像の読み込み処理を継続する。而して、対象とな

る全ての参照画像において画像変位推定を行ったところで、処理を終了する。

０1０9」 第 高解像化処理部54は、上記のよぅにして画像変位記録部24に記録された画

像間変位、高解像度化画像選択部26で選択された高解像度ィビするべき画像の選

択情報、画像記録部 8に記録された低解像度画像3 2列を用いて、高解像度ィビを

行い、高解像度ィロ中間画像6０を生成する。この高解像度ィロ中間画像6０は、低解像

度画像 32の解像度である第 の解像度よりも高い第3の解像度を有する画像に相当

する。無論、第3の解像度は、高解像度画像 3０の解像度である第2の解像度と同じ

かそれ以上の解像度でも良いし、第 の解像度よりも高いが第2の解像度よりも低くて

も良い。第 高解像ィロ処理部54の高解像度化の方法は、画像について画像間変位

及び低解像度画像 32を用いて、それぞれの画像で高解像度画像空間への補間処

理、動き補正処理を行い、全ての動き補正後の画像について、加算平均を取る等の

処理を行ってもよいし、図7及び図8に示し、第 実施例で説明した高解像度化手法

を用いてもよい。

０11０」 高解像度空間画像変位推定部56は、第 高解像化処理部54で高解像度化され

た高解像度化中間画像6０、高解像度化画像選択部26で選択された高解像度化す
るべき画像の選択情報、画像記録部 8に記録された高解像度画像3０列を用いて、

高解像度化中間画像6０と画像記録部 8に記録された高解像度画像 3０との間の画

像間変位を推定する。高解像度空間画像変位推定部56の詳細は、上記低解像度



空間画像変位推定部52の推定を行ぅ解像度空間が高解像度になったこと以外は、

同様のものである。高解像度空間画像変位推定部56のアルゴリズムのフローチヤー

トも、図 4に示すよぅに、基本的には、低解像度空間画像変位推定部52のそれと同

じであり、基準画像が低解像度画像32に代わって第 高解像化処理部54で高解像

度化された高解像度化中間画像6０である点、及び、参照画像が低解像度画像32

に代わって高解像度画像 3０である点、が異なっているだけである。

０ 」111 即ち、まず、画像変位推定の基準となる高解像度画像 3０を基準画像として 枚読

み込芭 (ステップ 78)。次に、その読み込んだ基準画像を複数の画像変位で変形さ

せ、画像列を生成する (ステップS 8０)

０ 」112 その後、基準画像との間の画像変位推定を行ぅ高解像度画像3０を、参照画像とし

て 枚読み込芭 (ステップ 82)。次に、基準画像と参照画像の間で、大まかな画像

間の変位推定を行引ステップ 84)。この大まかな画像変位推定の詳細な手法は、

前述した第 実施例の手法と同様である。その後、ステップS 8０で基準画像を複数変

形させた画像列と参照画像の間の類似度値を算出するほテップ586) 。次に、画像

変位のパラメータと算出した類似度値との関係を用いて、離散的な類似度マップを作

成する (ステップ588) 。その後、ステップ588で作成した離散的な類似度マップを補

完することで得られる、連続的な類似度値の極値を探索し、連続的な類似度値の極

値を求めるほテップ59０)。その極値を持つ画像変位が、求める画像変位となる。こ

の類似度マップの極値の探索法には、パラボラフィッティング、スプライン補間法等が

ある。

０113」 そして、対象となる全ての参照画像において画像変位推定を行っているか判断し(

ステップ 92)、終わっていない場合、参照画像のフレーム番号を変化させ(ステップ

94)、ステップ 82へ戻り、次の画像の読み込み処理を継続する。而して、対象とな

る全ての参照画像において画像変位推定を行ったところで、処理を終了する。

０ 」114 第2高解像化処理部58は、第 高解像化処理部54で高解像度化された高解像度

化中間画像6０、高解像度化画像選択部26で選択された高解像度化するべき画像

の選択情報、画像記録部 8に記録された高解像度画像 3０列、高解像度空間画像

変位推定部56で推定された画像間変位を用いて、高解像度画像 34を生成出カす



る。

０ 」115 以下、この第2高解像化処理部 5 8の画像高解像度化処理の例を、図 5の画像高

解像度化処理アルゴリズムの詳細な流れを示すフローチヤートに沿って説明する。

」０116 まず、高解像度画像生成に用いるため、撮像部 2での撮影によって得られた高解

像度画像 3０を画像記録部 8から、また高解像度化中間画像 6０を第 高解像化処

理部 54から、それぞれ読み込芭 (ステップ 96)。また、読み込む高解像度画像 3０

の枚数は複数枚でもかまわな 祐のとする。

０117」 次に、高解像度空間画像変位推定部 5 6で推定された画像間変位により、ステップ

96で読み込まれた高解像度化中間画像 6０と高解像度画像 3０との画像間対応位

置を明らかにする (ステップ 98)
」０118 そして、その画像間対応位置に基づいて、ステップ 96で読み込まれた高解像度

画像を、ステップ78で読み込まれた高解像度化中間画像6０に合わせるよぅに変形さ

せことによって、画像を生成するほテップS ００)

」０119 この処理をステップ596 で読み込まれた全ての高解像度画像 3０に対して行いほ
テップS ０2) 、それらステップS96 で読み込まれた高解像度ィロ中間画像6０とステッ

プS ００での変形によって生成された画像全てとの重み付け加算を行い、高解像度

化ターゲット画像に対応する一枚の高解像度画像 34を生成するほテップS ０4)

定式化を行うと以下のようになる。

」数 5

z (

０12０」 ここで、 は高解像度化ターゲット画像が高解像度ィビされた高解像度画像 34、ひ は

重み係数、 はステップS96 で読み込まれた高解像度化中間画像 6０又はステップS

００での変形によって生成された画像、 は高解像度化中間画像 6０と との間の画

像間変位情報を含れ行列とする。なお、第2高解像化処理部 5 8において行ぅ画像高

解像度化手法は、式 (5) のよぅに重み付け加算処理も用いても良いが、その他にも

図7及び図8に示し、第 実施例で説明した高解像度化手法を用いても良い。

０12 以上、画像変位推定処理及び画像高解像度化処理は、画像撮影時の割り込みが



終了し画像が画像記録部 8に記録された時点で、画像変位推定処理の基準画像

が選択され、画像変位推定処理が行われ、画像変位記録部24に記録され、高解像

度化ターゲット画像が選択され、高解像度ィロ処理が行われる、という形で順次動作す
る。ただし、低解像度空間画像変位推定部 5 2で画像間変位推定を行ぅ参照画像が

複数枚の場合は、参照画像 枚の推定が終了した時点で、画像変位記録部24 に記

録することができるので、画像変位推定処理と画像高解像度化処理は並列化で行っ
てもよい。

０ 」122 本第2実施例では、上述の第 実施例と同様に、複数枚の画像を使用して画像を

高解像度化する場合、既存の超解像手法のよぅに使用する画像を低解像度画像3 2

に限定せず、低解像度画像3 2と高解像度画像3０の両方を用いることで、解像度は

低いがフレームレートは高い低解像度画像 3 2及び解像度は高いがフレームレートは

低い高解像度画像3０の利点を引き出し、欠点を補ったフレームレートの高い高解像

度画像 34が生成可能となる。これは例えば、画素混合読み出しを用いて動画撮影を

行い、その合間にCC の最大解像度を用いて静止画像を撮影するといった静止画

動画兼用機等で撮影された動画及び静止画を用いて、動画をフレームレートが高く

高解像度なものにしたり、動画で撮影された任意の一枚を静止画並みの高解像度に

変換したり、動画撮影中にシヤッタチヤンスが有った場合にシヤッタレリースより前に

遡って高解像度ィビして撮影する (プリキヤプチヤ)場合に利用できる。

０123」 特に、本実施例では、画像変位推定処理において低解像度画像3 2のみを用いて

画像変位を推定しているため、割り込みモードがシヤッタレリース時に高解像度画像

3 2を取り込むモードのときのプリキヤプチヤに対して有用である。

０ 」124 以上実施例に基づいて本発明を説明したが、本発明は上述した実施例に限定され

るものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論で

ある。

０125」 例えば、上記実施例の機能を実現するソフトウェアのプログラムをコンピュータに供

給し、当該コンピュータがこのプログラムを実行することによって、上記機能を実現す

ることも可能である。即ち、画像記録部 8に記録された高解像度画像 3０及び低解像

度画像 3 2を、撮像装置外部のコンピュータに供給し、そのコンピュータ上で高解像



度画像 34を生成することも可能である。

産業上の利」用可肯巨，性
」126 本発明は、複数の解像度の撮影が可能な撮像素子を有する撮像装置において

画像間変位の対応関係を高精度に推定する際に好適に用いることができる。また

より自然で高画質に画像を高解像化する際に好適に用いることができる。



請求の範囲

被写体の画像を電子的に記録する撮像装置であって、

画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2) と、

を具備する撮像装置において、

上記撮像素子から上記解像度切り替え手段によって切り替えられて出力された、少

像を選択する画像選択手段 (2０ 26) と、

上記基準画像とその他の画像間の画像間変位を推定する画像変位推定手段 (22

5 2 54 56) と、

上記撮像素子で撮影された上記第 の解像度を有する画像及び上記第2の解像

度を有する画像と上記画像変位推定手段で得られた画像間変位を用いて、上記撮

像素子から出力された複数の出力画像中の任意の画像に対して解像度を変換する

解像度変換手段 (28 58) と、

を更に具備することを特徴とする撮像装置。

」2 上記画像変位推定手段 (22) は、上記第 の解像度を有する画像と、上記第2の解

像度を有する画像とから、画像間変位を推定することを特徴とする請求項 に記載の

3」 上記画像変位推定手段 (5 2 54 56) は、上記第 の解像度を有する画像から上

記第 の解像度よりも高い第3の解像度を有する画像 (6０) を推定し、上記第2の解

像度を有する画像と上記推定された第3の解像度を有する画像とから、画像間変位

を推定することを特徴とする請求項 に記載の撮像装置。

4] ｱ記画像選択手段は、複数の上記第 の解像度を有する画像のぅち 枚を基準画

像として選択し、

上記画像変位推定手段 (52 54 56) は、

上記選択した基準画像と他の上記第 の解像度を有する画像との画像間変位を



推定する第 の変位推定手段 (52) と、

該第 の変位推定手段の演算結果を用いて、上記第 の解像度よりも高い上記第

3の解像度を有する画像を推定する高解像度画像推定手段 (54) と、

該高解像度画像推定手段によって得られた上記第3の解像度を有する画像と上

記第2の解像度を有する画像との画像間変位を推定する第2の変位推定手段 (56)

と、

を有し、

上記解像度変換手段 (58) は、上記第2の変位推定手段で得られた画像間変位を

用いて、上記撮像素子から出力された複数の出力画像中の任意の画像に対して解

像度を変換することを特徴とする請求項3に記載の撮像装置。

5」 上記解像度変換手段は、上記撮像素子から出力された第 の解像度の画像を、そ

れよりも高い第2の解像度の画像に変換することを特徴とする請求項 乃至4の何れ

か つに記載の撮像装置。

」6 被写体の画像を電子的に記録する撮像装置であって、

画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2) と、

該撮像素子から出力される画像の解像度を切り替える解像度切り替え手段 ( 4)と

を具備する撮像装置において、

上記撮像素子において、上記解像度切り替え手段によって解像度が切り替えられ

て出力された、少なくとも第 の解像度を有する画像 (32) と上記第 の解像度よりも

力画像から、第 の解像度を有する画像のぅちの 枚を基準画像として選択する画像

選択手段 (26) と、

上記基準画像と、他の上記第 の解像度を有する画像との画像間変位を推定する

第 の変位推定手段 (5 2) と、

該第 の変位推定手段の演算結果を用いて、上記第 の解像度よりも高い第3の解

像度を有する画像 (6０)を推定する高解像度画像推定手段 (54)と、

該高解像度画像推定手段によって得られた上記第3の解像度を有する画像と上記



第2の解像度を有する画像との画像間変位を推定する第2の変位推定手段 (56) と、

該第2の変位推定手段で得られた画像間変位を用いて、上記第3の解像度を有す

る画像に対して解像度を変換する解像度変換手段 (58) と、

を更に具備することを特徴とする撮像装置。

7」 上記撮像素子は、上記第 の解像度を有する画像における フレームの読み出し

速度を、上記第2の解像度を有する画像における フレームの読み出し速度よりも高

速に読み出すことを特徴とする請求項 乃至6の何れか つに記載の撮像装置。

8」 割り込み信号を発生する割り込み信号発生手段 ( 6)を更に具備し、

上記解像度切り替え手段は、上記割り込み信号発生手段によって発生した割り込

み信号によって上記撮像素子から上記第2の解像度を有する画像を出力させること

を特徴とする請求項 乃至7の何れか つに記載の撮像装置。

9」 上記解像度切り替え手段は、上記撮像素子から上記第2の解像度を有する画像を

出力させた後に、上記撮像素子の出力画像の解像度を上記第 の解像度に切り替

えることを特徴とする請求項8に記載の撮像装置。

０」 上記割り込み信号発生手段は、上記割り込み信号を所定の周期で反復して出カ

することを特徴とする請求項8記載の撮像装置。

」
1 上記割り込み信号発生手段から発生された割り込み信号によって、上記解像度切

り替え手段と上記画像選択手段と上記変位推定手段と上記解像度変換手段とを順

次動作させることを特徴とする請求項8に記載の撮像装置。

」
2 出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2)から、少なくとも2種類

以上の解像度の異なる複数の画像を取得する撮像装置において、上記撮像素子か

であって、

上記撮像素子から、少なくとも第 の解像度を有する画像 (32) と上記第 の解像度

の出力画像を取得するステップと、

上記撮像素子から取得し

画像を選択するステップと、



上記基準画像とその他の画像間の画像間変位を推定するステップと、

度を有する画像と上記推定された画像変位とを用いて、上記撮像素子から出力され

た複数の出力画像中の任意の画像に対して解像度を変換するステップと、

を有することを特徴とする高解像度化処理方法。

3 出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2)から、少なくとも2種類

以上の解像度の異なる複数の画像を取得する撮像装置において、上記撮像素子か

であって、

上記撮像素子から、少なくとも第 の解像度を有する画像 (32) と上記第 の解像度

の出力画像を取得するステップと、

上記撮像素子から取得した2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像から第

の解像度を有する画像のぅちの 枚を基準画像として選択するステップと、

上記基準画像と、他の上記第 の解像度を有する画像との画像間変位を推定する

第 の変位推定ステップと、

該第 の変位推定ステップの結果を用いて、上記第 の解像度よりも高い第3の解

像度を有する画像 (6０)を推定する高解像度画像推定ステップと、

該高解像度画像推定ステップによって得られた上記第3の解像度を有する画像と

と、

を用いて、上記第3の解像度を有する画像に対して解像度を変換する画像解像度変

換処理ステップと、

を有することを特徴とする高解像度化処理方法。

口4」 出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2)から、少なくとも2種類

以上の解像度の異なる複数の出力画像を取得する撮像装置において、上記撮像素



方法であって、

上記撮像素子から、第 の解像度を有する画像 (32) を取得するステップと、

割り込み信号を発生するステップと、

上記発生した割り込み信号によって上記撮像素子の出力画像の解像度を切り替え

る解像度切り替えステップと、

上記解像度切り替えステップに対応して上記撮像素子から、上記第 の解像度より

高い解像度を有する画像 (3０) を取得するステップと、

取得した上記第 の解像度より高い解像度を有する画像から基準画像を選択する

ステップと、

上記画像選択手段で選択した基準画像とその他の上記第 の解像度を有する画

像との画像間変位を推定する変位推定ステップと、

上記撮像素子から出力された複数の出力画像と上記変位推定ステップで得られた

画像間変位とを用いて上記複数の出力画像中の任意の画像の解像度を変換する解

像度変換ステップと、

を有することを特徴とする高解像度ィロ処理方法。

」
5 出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2)で取得 れた少なくとも

2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意の画像の高解像度像を生成

する高解像度ィロ処理プログラムであって、

コンピュータに、

像度を有する画像 (3０)を含む2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像から基

準画像を選択する手順と、

上記基準画像とその他の画像との画像間変位を推定する手順と、

上記第2の解像度を有する画像と上記推定された画像間変位とを用いて、上記

複数の出力画像中の任意の画像に対して解像度を変換する手順と、

を実行させるための高解像度化処理プログラム。

6 出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2)で取得された少なくとも

2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意の画像の高解像度像を生成



する高角到象度ィビゆ理プログラムであって、

コンピュータに、

第 の解像度を有する画像のぅちの 枚を基準画像として選択する手順と、

上記基準画像と、他の上記第 の解像度を有する画像との画像間変位を推定す

る第 の変位推定手順と、

該第 の変位推定手順の結果を用いて、上記第 の解像度よりも高い第3の解像

度を有する画像 (6０)を推定する高解像度画像推定手順と、

該高解像度画像推定手順によって得られた上記第3の解像度を有する画像と上

記第2の解像度を有する画像との画像間変位を推定する第2の変位推定手順と、

該第2の変位推定手順で得られた画像間変位と上記第2の解像度を有する画像

を用いて、上記第3の解像度を有する画像に対して解像度を変換する解像度変換手

順と、

を実行させるための高解像度ィロ処理プログラム。

出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2)で取得 れた少なくとも

2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意の画像の高解像度像を生成

する高解像度ィロ処理プログラムであって、

コンピュータに、

上記撮像素子から、第 の解像度を有する画像 (32) を取得する手順と、

割り込み信号を発生する手順と、

上記発生した割り込み信号によって上記撮像素子の出力画像の解像度を切り替

える解像度切り替え手順と、

上記解像度切り替え手順に対応して上記撮像素子から、上記第 の解像度より高

い解像度を有する画像 (3０) を取得する手順と、

取得した上記第 の解像度より高い解像度を有する画像から基準画像を選択す

る画像選択手段手順と、



像との画像間変位を推定する変位推定手順と、

上記撮像素子から取得した複数の出力画像と上記変位推定手順で得られた画

像間変位とを用いて上記撮像素子から取得した複数の出力画像中の任意の画像の

解像度を変換する解像度変換手順と、

を実行させるための高解像度化処理プログラム。

口8」 出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2)で取得された少なくとも

2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意の画像の高解像度像を生成

する高解像度化処理プログラムを格納した、コンピュータが読み取り可能な記録媒体

であって、

上記高解像度化処理プログラムは、コンピュータに、

準画像を選択する処理と、

上記基準画像とその他の画像との画像間変位を推定する処理と、

上記第2の解像度を有する画像と上記推定された画像間変位とを用いて、上記

複数の出力画像中の任意の画像に対して解像度を変換する処理と、

を実行させる命令を含むことを特徴とする記録媒体。

9」 出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2)で取得 れた少なくとも

2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意の画像の高解像度像を生成

する高解像度ィロ処理プログラムを格納した、コンピュータが読み取り可能な記録媒体

であって、

上記高解像度化処理プログラムは、コンピュータに、

第 の解像度を有する画像のぅちの 枚を基準画像として選択する処理と、

上記基準画像と、他の上記第 の解像度を有する画像との画像間変位を推定す

る第 の変位推定処理と、

該第 の変位推定処理の結果を用いて、上記第 の解像度よりも高い第3の解像



度を有する画像 (6０)を推定する高解像度画像推定処理と、

該高解像度画像推定処理によって得られた上記第3の解像度を有する画像と上

記第2の解像度を有する画像との画像間変位を推定する第2の変位推定処理と、

該第2の変位推定処理で得られた画像間変位と上記第2の解像度を有する画像

を用いて、上記第3の解像度を有する画像に対して解像度を変換する解像度変換処

理と、

を実行させる命令を含芭ことを特徴とする記録媒体。

出力画像の解像度を切り替えて撮影可能な撮像素子 ( 2)で取得された少なくとも

2種類以上の解像度の異なる複数の出力画像中の任意の画像の高解像度像を生成

する高解像度化処理プログラムを格納した、コンピュータが読み取り可能な記録媒体

であって、

上記高解像度化処理プログラムは、コンピュータに、

上記撮像素子から、第 の解像度を有する画像 (32) を取得する処理と、

割り込み信号を発生する処理と、

上記発生した割り込み信号によって上記撮像素子の出力画像の解像度を切り替

える解像度切り替え処理と、

上記解像度切り替え処理に対応して上記撮像素子から、上記第 の解像度より高

い解像度を有する画像 (3０) を取得する処理と、

取得した上記第 の解像度より高い解像度を有する画像から基準画像を選択す
る画像選択手段処理と、

上記画像選択手段で選択した基準画像とその他の上記第 の解像度を有する画

像との画像間変位を推定する変位推定処理と、

解像度を変換する解像度変換処理と、

を実行させる命令を含芭ことを特徴とする記録媒体。
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