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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理対象の画像と当該画像に重畳させたメッシュ画像とを表示手段に表示させる表示制
御手段と、
　ユーザからの指示入力を受け付ける入力手段と、
　前記入力手段からのユーザの指示入力に基づいて、前記メッシュ画像の形状を変形させ
る変形手段と、
　前記変形されたメッシュ画像の形状に基づいて、処理対象の前記画像を構成する画素の
湾曲補正後の座標を表す変換用行列を作成する変換用行列作成手段と、
　前記変換用行列作成手段によって作成された前記変換用行列が表す座標に基づいて、元
画像を構成する画素の変換履歴を表す記録用行列を更新する更新手段と、
　前記更新手段によって更新された前記記録用行列に基づいて、前記元画像に対して湾曲
補正を行う補正手段と、
　を備え、
　前記表示制御手段は、２回目以降の湾曲補正に際しては、始めに、前記補正手段によっ
て湾曲補正された処理画像と当該処理画像に重畳させた直交する前記メッシュ画像とを前
記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする画像補正装置。
【請求項２】
　前記更新手段は、前記補正手段による２回目以降の湾曲補正に際しては、前記補正手段
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による１回前の湾曲補正に用いた前記記録用行列が表す座標を、前記変換用行列が表す対
応する画素の座標に置き換えることにより、前記記録用行列を更新する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像補正装置。
【請求項３】
　前記補正手段は、前記更新手段によって更新された前記記録用行列に基づいて前記元画
像に対して透視変換を行うことによって前記湾曲補正を行う、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像補正装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記メッシュ画像を４次のベジェ曲線で描画し、
　前記変形手段は、前記入力手段からのユーザの指示入力に基づいて、前記ベジェ曲線の
制御点を移動させることによって、前記メッシュ画像の形状を変形させる、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の画像補正装置。
【請求項５】
　処理対象の画像と当該画像に重畳させたメッシュ画像とを表示部に表示させるステップ
と、
　ユーザからの指示入力を受け付けるステップと、
　前記ユーザの指示入力に基づいて、前記メッシュ画像の形状を変形させるステップと、
　前記変形されたメッシュ画像の形状に基づいて、処理対象の前記画像を構成する画素の
湾曲補正後の座標を表す変換用行列を作成するステップと、
　前記作成された変換用行列が表す座標に基づいて、元画像を構成する画素の変換履歴を
表す記録用行列を更新するステップと、
　前記更新された記録用行列に基づいて、前記元画像に対して湾曲補正を行うステップと
、
　を含み、
　前記表示させるステップでは、２回目以降の湾曲補正に際しては、始めに、前記湾曲補
正された処理画像と当該処理画像に重畳させた直交する前記メッシュ画像とを前記表示部
に表示させる、
　ことを特徴とする画像補正方法。
【請求項６】
　画像補正装置を制御するコンピュータに、
　処理対象の画像と当該画像に重畳させたメッシュ画像とを表示部に表示させる表示制御
機能、
　ユーザからの指示入力を受け付ける入力機能、
　前記ユーザの指示入力に基づいて、前記メッシュ画像の形状を変形させる変形機能、
　前記変形されたメッシュ画像の形状に基づいて、処理対象の前記画像を構成する画素の
湾曲補正後の座標を表す変換用行列を作成する変換用行列作成機能、
　前記作成された変換用行列が表す座標に基づいて、元画像を構成する画素の変換履歴を
表す記録用行列を更新する更新機能、
　前記更新された記録用行列に基づいて、前記元画像に対して湾曲補正を行う補正機能、
　を実現させるプログラムであって、
　前記表示制御機能は、２回目以降の湾曲補正に際しては、始めに、前記補正機能によっ
て湾曲補正された処理画像と当該処理画像に重畳させた直交する前記メッシュ画像とを前
記表示部に表示させる、
　ことを特徴とするプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像補正装置、画像補正方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来より、本を裁断することなく、そのままの状態で頁を捲りながらカメラで撮影して
電子化する技術が提案されている。本を自然な状態で開いて上部から撮影すると、本の頁
の撓（たわ）みにより、画像中の文字列や図表が歪み、画像中の文字列や図表を読解する
ことが難しい。
【０００３】
　そこで、例えば、特許文献１では、歪んだ画像の上にメッシュ画像を表示し、紙面の湾
曲具合に合わせるようにメッシュ画像を操作し、当該メッシュ画像に基づいて画像の歪み
を補正する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１９２９０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術では、メッシュ画像に基づいて画像の補正処理を一回行うのみ
で、指定したメッシュ画像で良い処理画像を得られなかった場合には、もう一度元の歪ん
だ画像に対してメッシュ画像を調整して補正を実行する必要があり、処理画像が更新され
るのにタイムラグ（切替期間）が生じるという問題がある。また、既に補正した処理画像
にメッシュ画像を表示して再度補正する方法も考えられるが、処理画像から補正を行うの
で画像劣化の度合いが大きくなってしまうという問題がある。
【０００６】
　そこで本発明は、画像劣化させることなく、補正処理を円滑に繰り返し行うことを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係る画像補正装置は、処理対象の画像と当該画像に重畳させたメッシュ画像
とを表示手段に表示させる表示制御手段と、ユーザからの指示入力を受け付ける入力手段
と、前記入力手段からのユーザの指示入力に基づいて、前記メッシュ画像の形状を変形さ
せる変形手段と、前記変形されたメッシュ画像の形状に基づいて、処理対象の前記画像を
構成する画素の湾曲補正後の座標を表す変換用行列を作成する変換用行列作成手段と、前
記変換用行列作成手段によって作成された前記変換用行列が表す座標に基づいて、元画像
を構成する画素の変換履歴を表す記録用行列を更新する更新手段と、前記更新手段によっ
て更新された前記記録用行列に基づいて、前記元画像に対して湾曲補正を行う補正手段と
、を備え、前記表示制御手段は、２回目以降の湾曲補正に際しては、始めに、前記補正手
段によって湾曲補正された処理画像と当該処理画像に重畳させた直交する前記メッシュ画
像とを前記表示手段に表示させる、ことを特徴とする。
【０００８】
　この発明に係る画像補正方法は、処理対象の画像と当該画像に重畳させたメッシュ画像
とを表示部に表示させるステップと、ユーザからの指示入力を受け付けるステップと、前
記ユーザの指示入力に基づいて、前記メッシュ画像の形状を変形させるステップと、前記
変形されたメッシュ画像の形状に基づいて、処理対象の前記画像を構成する画素の湾曲補
正後の座標を表す変換用行列を作成するステップと、前記作成された変換用行列が表す座
標に基づいて、元画像を構成する画素の変換履歴を表す記録用行列を更新するステップと
、前記更新された記録用行列に基づいて、前記元画像に対して湾曲補正を行うステップと
、を含み、前記表示させるステップでは、２回目以降の湾曲補正に際しては、始めに、前
記湾曲補正された処理画像と当該処理画像に重畳させた直交する前記メッシュ画像とを前
記表示部に表示させる、ことを特徴とする。
【０００９】
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　この発明に係るプログラムは、画像補正装置を制御するコンピュータに、処理対象の画
像と当該画像に重畳させたメッシュ画像とを表示部に表示させる表示制御機能、ユーザか
らの指示入力を受け付ける入力機能、前記ユーザの指示入力に基づいて、前記メッシュ画
像の形状を変形させる変形機能、前記変形されたメッシュ画像の形状に基づいて、処理対
象の前記画像を構成する画素の湾曲補正後の座標を表す変換用行列を作成する変換用行列
作成機能、前記作成された変換用行列が表す座標に基づいて、元画像を構成する画素の変
換履歴を表す記録用行列を更新する更新機能、前記更新された記録用行列に基づいて、前
記元画像に対して湾曲補正を行う補正機能、を実現させるプログラムであって、前記表示
制御機能は、２回目以降の湾曲補正に際しては、始めに、前記補正機能によって湾曲補正
された処理画像と当該処理画像に重畳させた直交する前記メッシュ画像とを前記表示部に
表示させる、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、画像劣化させることなく、補正処理を円滑に繰り返し行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態による画像補正装置としての携帯情報端末１の構成を示すブロ
ック図である。
【図２】本実施形態の携帯情報端末１による全体動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図３】本実施形態において、元画像と当該元画像上に重畳させた初期の歪んでいないメ
ッシュ画像とを示す模式図である。
【図４】本実施形態において、元画像２０上にメッシュ画像２１を重畳させて表示させた
様子を示す模式図である。
【図５】本実施形態において、メッシュ画像２１の制御点を説明するための模式図である
。
【図６】本実施形態による変換用マップテーブル３０の一例を示す概念図である。
【図７】本実施形態による変換用マップテーブル３０の作成方法を説明するための概念図
である。
【図８】本実施形態による記録用マップテーブル３１（１回目の補正直前）の一例を示す
概念図である。
【図９】本実施形態による記録用マップテーブル３１の更新処理を説明するための概念図
である。
【図１０】本実施形態による記録用マップテーブル３１の更新処理を説明するための概念
図である。
【図１１】本実施形態による記録用マップテーブル３１の更新処理で用いたバイリニア法
について説明するための概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１３】
Ａ．実施形態の構成
　図１は、本発明の実施形態による画像補正装置としての携帯情報端末１の構成を示すブ
ロック図である。図において、携帯情報端末１は、例えば、スマートフォンや、タブレッ
ト端末などからなる。携帯情報端末１は、通信部１０、撮像部１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ
１３、表示部１４、操作部（タッチパネル）１５、記録媒体１６、及びＣＰＵ１７を備え
ている。
【００１４】
　通信部１０は、例えば、移動体通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又は／及び無
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線ＬＡＮ（ＷｉＦｉ）を用いてインターネットなどのネットワークに接続する。撮像部１
１は、光学レンズ群からなるレンズブロックと、ＣＣＤや、ＣＭＯＳなどの撮像素子から
なり、レンズブロックから入った画像を撮像素子により撮像する。特に、本実施形態では
、撮像部１１は、本の頁を撮像する。
【００１５】
　ＲＯＭ１２は、後述するＣＰＵ１７により実行されるプログラムや動作等に必要とされ
る各種パラメータなどを記憶している。ＲＡＭ１３は、後述するＣＰＵ１７がプログラム
を実行した際の一時的なデータや、各種アプリケーションプログラム、アプリケーション
の実行に必要な各種パラメータなどのデータを記憶する。特に、本実施形態では、ＲＡＭ
１３には、本の頁を撮像した元画像又は湾曲補正後の処理画像にユーザ操作により形状を
合わせたメッシュ画像から作成される変換用マップテーブルや、記録用マップテーブル等
が記憶される。
【００１６】
　記録用マップテーブル及び変換用マップテーブルは、元画像又は処理画像の湾曲を補正
すべく、上記メッシュ画像から取得される変換後の画素の座標を示すマトリックス（行列
）である。変換用マップテーブルは、現時点のメッシュ画像から取得される変換後の画素
の座標を示し、記録用マップテーブルは、１つ前の変換時における、変換後の画素の座標
を示している。該記録用マップテーブルは、湾曲補正処理の度に、上記変換用マップテー
ブルに基づいて更新され、現時点のメッシュ画像に基づく元画像に対する湾曲補正に用い
られる。これら記録用マップテーブル及び変換用マップテーブルの詳細については後述す
る。
【００１７】
　表示部１４は、液晶表示器や有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）
表示器などからなり、特定の機能やアプリケーションなどに紐付けられているアイコンや
、アプリケーション画面、各種のメニュー画面などを表示する。操作部（タッチパネル）
１５は、指やスタイラス（ペン）などの直接接触、あるいは、近接を検出する。なお、操
作部（タッチパネル）１５には、電源ボタンや音量ボタンなどの機械的なスイッチ類が含
まれてもよい。また、本実施形態では、操作部（タッチパネル）１５から、撮像した画像
の曲面（歪み）を補正する際のパラメータとしてのメッシュ画像の形状を、撮像された本
の頁の画像（元画像、補正後の処理画像）の形状に合わせるためのタッチ操作が入力され
る。
【００１８】
　記録媒体１６は、撮像された画像データなどの各種データを保存する。ＣＰＵ１７は、
上述したＲＯＭ１２に記憶されているプログラムを実行することで各部の動作を制御する
。特に、本実施形態では、ＣＰＵ１７は、画像処理プログラムを実行することにより、撮
像した画像に対して湾曲補正を実行する。
【００１９】
　本実施形態は、撮像部１１、あるいは他の撮像機能を有する機器で撮像された本又は冊
子（今後は本と省略する）の画像を湾曲補正するためのパラメータ（メッシュ画像）の設
定をユーザが容易に行えるようにするための支援技術である。ＣＰＵ１７は、メッシュ方
式によるメッシュ画像を元画像又は処理画像に重畳させ、ユーザ操作によりメッシュ画像
の形状を元画像又は処理画像に合せるように調整させる。
【００２０】
　また、ＣＰＵ１７は、調整されたメッシュ画像から、現時点における画素の移動先の座
標を示す変換用マップテーブル３０（後述）と、元画像から処理画像へそれぞれの画素が
どのように座標変換されたのかを記録する記録用マップテーブル３１（後述）とを作成す
る。ＣＰＵ１７は、湾曲補正処理を行う度に、その記録用マップテーブル３１の座標を更
新することで、処理画像に対して繰り返しメッシュ画像を設定可能としつつ、その都度、
元画像から処理画像に変換して表示する。これにより、画像劣化させることなく、補正処
理を円滑に繰り返し行うことが可能となる。
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【００２１】
Ｂ．実施形態の動作
　次に、上述した実施形態の動作について説明する。
　図２は、本実施形態の携帯情報端末１による全体動作を説明するためのフローチャート
である。携帯情報端末１において、ＣＰＵ１７は、まず、撮影された本の頁からなる元画
像を記録媒体１６からＲＡＭ１３に入力し（ステップＳ１０）、元画像と当該元画像上に
重畳させた初期の歪んでいないメッシュ画像とを表示部１４に出力する（ステップＳ１２
）。
【００２２】
　図３は、本実施形態において、元画像と当該元画像上に重畳させた初期の歪んでいない
メッシュ画像とを示す模式図である。ステップＳ１２では、図３に示すように、元画像２
０と歪んでいないメッシュ画像２１とが表示される。元画像は、撮影時の本の頁の撓みに
より湾曲している。メッシュ画像２１は、実装するプラットフォームで実行可能なアプリ
ケーションで描画する。アプリケーションで描画できない場合には、他の周知の方法によ
り、元画像とメッシュ画像とを合成して表示するようにしてもよい。また、メッシュ画像
２１は、複数の領域（縦ｎ×横ｍ）から構成されている。当該メッシュ画像２１の詳細に
ついては後述する。
【００２３】
　次に、ＣＰＵ１７は、元画像２０を元に、操作部（タッチパネル）１５から湾曲補正の
ためのパラメータ（メッシュ画像の形状）を設定する（ステップＳ１４）。メッシュ画像
は、ユーザが操作部（タッチパネル）１５からタッチ操作によって任意に変形可能となっ
ている。ユーザのタッチ操作以外には、別アルゴリズム（画像認識）によって自動的に導
出するようにしてもよい。以下に、ユーザがメッシュ画像の形状を設定する場合について
詳細に説明する。
【００２４】
　図４は、本実施形態において、元画像２０上にメッシュ画像２１を重畳させて表示させ
た様子を示す模式図である。また、図５は、本実施形態において、メッシュ画像２１の制
御点を説明するための模式図である。
【００２５】
　ユーザは、図４に示すように、元画像２０上に重ねて表示されているメッシュ画像２１
の形状をタッチ操作によって伸縮させて湾曲した元画像２０の形状に合わせる。図４、及
び図５に示すように、メッシュ画像２１の点は、ベジェ曲線の制御点２２－１～２２－１
０であり、タッチ操作で移動させることができる。ユーザは、タッチ操作によって元画像
２０の形状とメッシュ画像２１の形状とが一致するように制御点２２－１～２２－１０を
移動させると、メッシュ画像２１の全体形状がタッチ操作に追従するようにして変形する
ようになっている。
【００２６】
　メッシュ画像２１の最上部の上線ＵＬと最下部の下線ＤＬは、４次のベジェ曲線で描画
している。この上線ＵＬの５点の制御点２２－１～２２－５と下線ＤＬの５点の制御点２
２－６～２２－１０とそれぞれ動かすことによって上線ＵＬと下線ＤＬを自由に動かすこ
とができる。ＣＰＵ１７は、この上線ＵＬと下線ＤＬを基準に所定のメッシュ生成アルゴ
リズムを用いて、上線ＵＬと下線ＤＬとに挟まれた横線や縦線の幅や、曲線の曲がり具合
などを導出してリアルタイムでメッシュ画像２１の形状を変形させる。
【００２７】
　なお、本実施形態では、メッシュ画像２１を変形させるための制御点２２－１～２２－
１０を上下合計１０点としたが、これに限らず、メッシュ画像２１を構成する複数の領域
の各交点を制御点としてもよい。また、上線ＵＬと下線ＤＬに限定せずに、ユーザが変形
させたい箇所をタッチ操作することで、そのタッチ操作された箇所を含む周囲の交点を、
変形させるための制御点として機能させるようにしてもよい。この場合、制御点として有
効であることを示すために、該当する交点のドットを大きくしたり、色を変えたりしても
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よい。さらに、制御点の移動操作を容易にするために、タッチ操作された箇所を含む周囲
を拡大表示するようにしてもよい。
【００２８】
　次に、ＣＰＵ１７は、上記リアルタイムで変形されるメッシュ画像２１に基づいて、元
画像２０を湾曲補正するための変換用マップテーブルを作成する（ステップＳ１６）。よ
り具体的には、上記リアルタイムで変形されるメッシュ画像２１に対応する、元画像２０
又は処理画像２０ａの全画素の座標に対応する変換後の座標を記録した変換用マップテー
ブルを作成する。
【００２９】
　図６は、本実施形態による変換用マップテーブル３０の一例を示す概念図である。図６
において、変換用マップテーブル３０は、元画像２０における、横方向（ｘ）にＭ個、縦
方向（ｙ）にＮ個の全画素の座標を格納したテーブルである。記録形式の一例としては、
図６に示すように、元画像２０の画素の座標を行列の添え字にし、その要素に２成分の実
数が入るデータ形式で、対応する変換後の座標を格納する。すなわち、変換用マップテー
ブル３０には、元画像２０の全画素に対する変換後の座標が記録される。
【００３０】
　図７は、本実施形態による変換用マップテーブル３０の作成方法を説明するための概念
図である。メッシュ画像２１は、上述したように、複数の領域からなる。各領域は、小さ
い一つの四辺形からなり、それぞれの四辺形の頂点はメッシュの交点である。ＣＰＵ１７
は、図７の上段に示すように、歪んだメッシュ画像２１の各領域に合わせて、元画像２０
を複数の領域に分割する。つまり、図示のメッシュ画像２１は、元画像２０にほぼ等しい
。歪んだ元画像２０の紙面自体は曲面であるが、分割した領域を同一平面に近似すること
によってポリゴン化する。メッシュ画像２１の形状は、タッチ操作によって元画像２０の
形状に一致するように変形されるため、例えば、７行２列目の領域２１－７２のように、
各領域の形状も変形されることになる。つまり、各領域も元画像２０の湾曲程度に応じて
変形される。
【００３１】
　本実施形態では、元画像２０の全ての領域に対してその歪みを補正するために、各領域
を台形に近似して透視変換（台形補正）する手法を用いて、画素の変換後の座標を取得す
る。図７の下段に示すように、変換後の元画像２０の各領域は、全て同一の長方形となり
、これらを集めたものが補正後の処理画像２０ａとなる。例えば、７行２列目の領域２１
－７２は、領域２１－７２ａのように長方形となる。各領域の変換前の四辺形の頂点の座
標と変換後の長方形の頂点の座標とを対応付けることができるので、この頂点の座標の対
応関係から当該領域に含まれる画素の変換後の座標を取得することが可能となる。
【００３２】
　ＣＰＵ１７は、このように、透視変換（台形補正）の手法に従って、元画像２０の画素
が透視変換（台形補正）後にどこに移動するかを演算し、元画像２０の各画素の変形後の
座標を導出する。この元画像２０の変換前の画素の座標（ｘｙ）と各画素の変形後の座標
とを対応付けてテーブル化したものが、図６に示す変換用マップテーブル３０である。但
し、この時点では、実際の透視変換（台形補正）は行っていない。
【００３３】
　次に、ＣＰＵ１７は、記録用マップテーブルを作成する（ステップＳ１８）。なお、こ
の時点で上記変換用マップテーブル３０は削除してもよい。
【００３４】
　図８は、本実施形態による記録用マップテーブル３１（１回目の補正直前）の一例を示
す概念図である。記録用マップテーブル３１は、前述したように、元画像２０から湾曲補
正後の処理画像２０ａへそれぞれの画素がどのように座標変換されたのかを記録するテー
ブルである。この時点では、１回目の湾曲補正前であるので、記録用マップテーブル３１
は、上記ステップＳ１６で作成した変換用マップテーブル３０をコピー又はリネームして
用いればよい。
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【００３５】
　次に、ＣＰＵ１７は、記録用マップテーブル３１を用いて、元画像２０に対して湾曲補
正を施す画像処理を行う（ステップＳ２０）。すなわち、ＣＰＵ１７は、記録用マップテ
ーブル３１を用いて、元画像２０に対して上述した透視変換（台形補正）を行い、元画像
２０の全画素を移動する画像変換を行う。この透視変換（台形補正）後の画像が処理画像
２０ａとなる。
【００３６】
　画像処理が終了すると、ＣＰＵ１７は、画像処理を施した処理画像、すなわち記録用マ
ップテーブル３１に基づいて湾曲補正を施した補正後の処理画像２０ａと当該処理画像２
０ａ上に重畳させたメッシュ画像２１とを表示部１４に出力する（ステップＳ２２）。次
に、ＣＰＵ１７は、処理画像２０ａが所定の条件を満たしているか否かを判断する（ステ
ップＳ２４）。
【００３７】
　本実施形態では、ユーザが表示部１４に表示された湾曲補正を施した処理画像２０ａを
確認して、十分な湾曲補正が行われたか、あるいは湾曲補正の程度が強すぎたか、弱すぎ
たかを判断し、操作部（タッチパネル）１５から湾曲補正を継続するか、終了するかを指
示する。しかしながら、これに限らず、ＣＰＵ１７が、画像認識を用いて、補正後の処理
画像２０ａの歪みが許容範囲内であるかを判断することで、所定の条件を満たしているか
否かを判断するようにしてもよい。
【００３８】
　そして、処理画像２０ａが所定の条件を満たしていない場合には（ステップＳ２４のＮ
Ｏ）、処理画像２０ａを元に、操作部（タッチパネル）１５から湾曲補正のためのパラメ
ータ（メッシュ画像２１の形状）の再設定を行う(ステップＳ２６）。より具体的には、
ユーザは、湾曲補正の程度を強くしたり、弱くしたり、あるいは部分的に調整したりする
ために、操作部（タッチパネル）１５から処理画像２０ａ上に重畳させて表示されている
メッシュ画像２１の制御点２２－１～２２－１０をタッチ操作によって移動させて形状を
変更する。ＣＰＵ１７は、上述したステップＳ１４での処理と同様に、メッシュ画像２１
の制御点２２－１～２２－１０の移動に基づいて、メッシュ画像２１を伸縮させる。
【００３９】
　湾曲補正のためのパラメータ（メッシュ画像２１の形状）が再設定されると、ＣＰＵ１
７は、表示部１４に表示されている処理画像２０ａを破棄し（ステップＳ２８）、新たに
設定されたメッシュ画像２１に基づいて、上述したステップＳ１６と同様に、湾曲補正の
ための変換用マップテーブル３０を作成する（ステップＳ３０）。但し、このときの変換
用マップテーブル３０は、ステップＳ２６で設定されたメッシュ画像２１に基づいて作成
されたもので、ステップＳ１６で作成された変換用マップテーブル３０の内容とは異なる
ことは言うまでもない。
【００４０】
　次に、ＣＰＵ１７は、記録用マップテーブル３１を更新する（ステップＳ３２）。より
具体的には、ＣＰＵ１７は、変換用マップテーブル３０の各画素の座標と、上述したステ
ップＳ１８で作成した記録用マップテーブル３１の各画素の座標とを比較し、変換用マッ
プテーブル３０の各画素の座標に基づいて、記録用マップテーブル３１の各画素の座標を
更新する。このように、記録用マップテーブル３１の各画素の座標を更新することで、元
画像に対する新たな処理画像の座標変換を行うことができる。なお、この時点で上記変換
用マップテーブル３０は削除してもよい。
【００４１】
　図９は、本実施形態による記録用マップテーブル３１の更新処理を説明するための概念
図である。なお、ここでは説明を簡単するため、各画素の座標の値を整数としている。図
９において、上段に湾曲補正を行う１つ前の記録用マップテーブル３１（ｎ－１）を示し
、中段に現在の変換用マップテーブル３０（ｎ）を示し、更に、下段に更新した記録用マ
ップテーブル３１（ｎ）を示している。現在の湾曲補正をｎ回目とし、１つ前の湾曲補正
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を（ｎ－１）回目とし、各テーブルの符号の添え字に記している。
【００４２】
　記録用マップテーブル３１の更新は以下のようにして行われる。１つ前の記録用マップ
テーブル３１（ｎ－１）の各要素は、湾曲補正前の各画素の座標を示している。一方、変
換用マップテーブル３０（ｎ）の各要素は、湾曲補正後の各画素の座標を示している。し
たがって、記録用マップテーブル３１（ｎ－１）の座標は、現在、その座標で示される、
変換用マップテーブル３０（ｎ）の画素の座標に移動することになる。
【００４３】
　例えば、１つ前の記録用マップテーブル３１（ｎ－１）の２列１行目（ｘ＝２、ｙ＝１
）の画素の座標が（３，２）であったとすると、その画素（２，１）は、今回の湾曲補正
で、変換用マップテーブル３０（ｎ）の３列２行目（ｘ＝３、ｙ＝２）で示される座標、
すなわち、変換用マップテーブル３０（ｎ）の３列２行目（ｘ＝３、ｙ＝２）の座標（７
，８）に移動することなる。
【００４４】
　つまり、処理画像２０ａ（ｎ－１）に対して設定した現在のメッシュ画像２１による、
元画像に対する湾曲補正では、画素（２，１）は、座標（７，８）に移動することなる。
そこで、記録用マップテーブル３１（ｎ－１）の対応する要素を、変換用マップテーブル
の座標で置き換えることで、更新された記録用マップテーブル３１（ｎ）が作成される。
このような更新操作を、記録用マップテーブル３１（ｎ－１）の全ての要素に対して行う
ことによって、記録用マップテーブル３１（ｎ）として更新されることになる。
【００４５】
　但し、上述した説明、及び図９に示す例は、説明を簡単にするために、各テーブルの要
素を整数としたが、実際には、各テーブルの要素は実数となるため、単純に更新すること
ができない。そこで、本実施形態では、各テーブルの座標を補間することで、記録用マッ
プテーブル３１を更新している。以下に詳細に説明する。
【００４６】
　図１０は、本実施形態による記録用マップテーブル３１の更新処理を説明するための概
念図である。なお、図９に対応する部分には同一の符号を付けている。本実施形態では、
各テーブルの座標を補間するために、バイリニア法を用いたが、バイキュービック法や、
画像変形処理で用いられる補間法などを用いてもよく、特に限定するものではない。
【００４７】
１つ前の記録用マップテーブル３１（ｎ－１）のｉ列ｊ行目（ｘ＝ｉ、ｙ＝ｊ）の画素の
座標が（１．８，２．３）であったとすると、当該座標（１．８，２．３）の近傍の画素
は、１＜１．８＜２、２＜２．３＜３であるので、図１０の中段に示すように、変換用マ
ップテーブル３０（ｎ）の、１列２行目、２列２行目、１列３行目、２列３行目の４つの
要素に相当することになる。そこで、この４つの要素からバイリニア法により（１．８，
２．３）の変換後の座標をｘ成分、ｙ成分でそれぞれ補間すると（２．３９，２．４０）
となる。すなわち、画素（ｉ，ｊ）は、今回の湾曲補正で、変換用マップテーブル３０（
ｎ）の４つの要素で示される座標を補間した座標（２．３９，２．４０）に移動すること
なる。
【００４８】
　ここで、バイリニア法について簡単に説明する。
　図１１は、本実施形態による記録用マップテーブル３１の更新処理で用いたバイリニア
法について説明するための概念図である。本実施形態では、バイリニア法を用いて、周囲
の４つの画素の座標値から、その座標（実数値）に応じて線形の座標補間を行う。図１１
に示すｃ１、ｃ２、ｃ３、ｃ４は、変換後の座標である。したがって、変換用マップテー
ブル３０（ｎ）の４つの画素の座標を、ｃ１（ｘ，ｙ）＝ｃ１（１，２）、ｃ２（ｘ＋１
，ｙ）＝ｃ２（２，２）、ｃ３（ｘ，ｙ＋１）＝ｃ３（１，３）、ｃ４（ｘ＋１，ｙ＋１
）＝ｃ４（２，３）に設定する。すなわち、ｘ＝１、ｙ＝２である。
【００４９】
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　バイリニア法では、Ｐ（ｘ＿ｒ，ｙ＿ｒ）における座標Ｃ＿ｐを導出する場合、ｘ＿ｒ
、ｙ＿ｒの小数部のみを取り出した値を、ｘ＿ｓ、ｙ＿ｓとして、
ｄ＝ｃ１＊（１．０－ｘ＿ｓ）＋ｃ２＊ｘ＿ｓ　…（１）
ｅ＝ｃ３＊（１．０－ｘ＿ｓ）＋ｃ４＊ｘ＿ｓ　…（２）
Ｃ＿ｐ＝ｄ＊（１．０－ｙ＿ｓ）＋ｅ＊ｙ＿ｓ　…（３）
となる。
【００５０】
　ｄはｃ１とｃ２の間（ｘ＿ｒ，ｙ）の補間値であり、ｅはｃ３とｃ４の間（ｘ＿ｒ，ｙ
＋１）の補間値であり、Ｃ＿ｐが求めたい要素の座標の補間値である。
【００５１】
　まず、この４点の要素のｘ座標について考える。ｘ＿ｒは、ｘ＝１、ｘ＋１＝２の間で
１．８であり、ｘ＿ｓは、ｘ＿ｒの小数部のみを取り出した値であるので、ｘ＿ｓ＝０．
８となる。したがって、上記式（１）から、ｄ＝１．５＊（１．０－０．８）＋２．５＊
０．８＝２．３となる。
【００５２】
　同様にして、上記式（２）から、ｅ＝１．８＊（１．０－０．８）＋２．８＊０．８＝
２．６となる。一方、ｙ＿ｒは、ｙ＝２、ｙ＋１＝３の間で２．３であり、ｙ＿ｓは、ｙ
＿ｒの小数部のみを取り出した値であるので、ｙ＿ｓ＝０．３となる。したがって、Ｃ＿
ｐは、上記式（３）から、Ｃ＿ｐ＝２．３＊（１．０－０．３）＋２．６＊０．３＝２．
３９となる。
【００５３】
　次に、４点の要素のｙ座標について考える。上記式（１）から、ｄ＝２．３＊（１．０
－０．８）＋２．４＊０．８＝２．３８となる。同様にして、上記式（２）から、ｅ＝２
．３＊（１．０－０．８）＋２．５＊０．８＝２．４６となる。したがって、Ｃ＿ｐは、
上記式（３）から、Ｃ＿ｐ＝２．３８＊（１．０－０．３）＋２．４６＊０．３＝２．４
０となる。
【００５４】
　このように、バイリニア法により（１．８，２．３）の変換後の座標をｘ成分、ｙ成分
でそれぞれ補間すると、図１０の下段に示すように（２．３９，２．４０）となる。同様
に、バイリニア法を用いて、周囲の４つの画素の座標値から、その座標（実数値）に応じ
て線形の座標補間を行うことで、記録用マップテーブル３１（ｎ－１）の全ての要素を、
変換用マップテーブル３０（ｎ）の座標で置き換えることで、記録用マップテーブル３１
（ｎ）に更新する。
【００５５】
　次に、ＣＰＵ１７は、ステップＳ２０に戻り、更新した記録用マップテーブル３１（ｎ
）を用いて、元画像２０に対して湾曲補正を施す画像処理を行う。そして、ステップＳ２
２で、湾曲補正を施した補正後の処理画像２０ａと当該処理画像に重畳させたメッシュ画
像２１とを表示部１４に出力する。
【００５６】
　以下、ステップＳ２０～ステップＳ２４のＮＯ、ステップＳ２６～Ｓ３２において、上
述したメッシュ画像２１の再設定、変換用マップテーブル３０の作成、記録用マップテー
ブル３１の更新、記録用マップテーブル３１による元画像２０に対する湾曲補正処理、処
理画像２０ａの表示部１４への出力を繰り返す。この繰り返し処理は、湾曲補正後の処理
画像２０ａの歪みが許容範囲内なるまで、すなわち、十分な湾曲補正が行われたと判断さ
れるまで繰り返し実行される。
【００５７】
　そして、処理画像２０ａが所定の条件を満たした場合には（ステップＳ２４）、ＣＰＵ
１７は、最後の処理画像２０ａを記録媒体１６に保存する（ステップＳ３４）。次に、Ｃ
ＰＵ１７は、処理すべき他の画像があるか否かを判断する（ステップＳ３６）。そして、
処理すべき他の画像がある場合には（ステップＳ３６のＹＥＳ）、ステップＳ１４に戻り



(11) JP 6143199 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

、次の画像に対して上述した処理を繰り返す。一方、処理すべき他の画像がない場合には
（ステップＳ３６のＮＯ）、当該処理を終了する。
【００５８】
　上述した本実施形態によれば、ユーザのタッチ操作に応じて変形させたメッシュ画像２
１の形状に基づいて、元画像２０を構成する画素の湾曲補正後の座標を記した変換用マッ
プテーブル３０を作成し、当該変換用マップテーブル３０に記した座標に基づいて、画像
を構成する画素の過去の変換履歴を記した記録用マップテーブル３１の座標を更新し、当
該更新した記録用マップテーブル３１に基づいて、元画像２０に対して湾曲補正を行うよ
うにしたので、画像劣化させることなく、補正処理を円滑に繰り返し行うことができる。
【００５９】
　また、上述した本実施形態によれば、１回前の湾曲補正に用いた記録用マップテーブル
３１に記した座標を、変換用マップテーブル３０に記した対応する画素の座標に置き換え
ることにより、記録用マップテーブル３１に記した座標を更新するようにしたので、元画
像２０に対して湾曲補正を行うため、画像劣化させることなく、補正処理を円滑に繰り返
し行うことができる。
【００６０】
　また、上述した本実施形態によれば、２回目以降の湾曲補正に際しては、湾曲補正され
た処理画像２０ａと当該処理画像２０ａに重畳させたメッシュ画像２１とを表示するよう
にしたので、ユーザは、ストレスなく、補正処理を円滑に繰り返し行うことができる。
【００６１】
　また、上述した本実施形態によれば、記録用マップテーブル３１に基づいて元画像２０
に対して透視変換を行うことによって湾曲補正を行うようにしたので、処理能力がそれほ
ど高くないタブレットやスマートフォンなどの情報機器でも補正処理を円滑に繰り返し行
うことができる。
【００６２】
　また、上述した本実施形態によれば、メッシュ画像２１を４次のベジェ曲線で描画し、
ユーザのタッチ操作に応じて、ベジェ曲線の制御点を移動させることによって、メッシュ
画像２１を変形させるようにしたので、処理能力がそれほど高くないタブレットやスマー
トフォンなどの情報機器でも容易にメッシュ画像２１の変形処理を実現することができ、
円滑に補正処理を繰り返し行うことができる。
【００６３】
　なお、上述した本実施形態では、湾曲補正処理として、透視変換（台形補正）を用いた
が、これ限らず、画像の上下端における２本の基準線から台形補正、並びに各点の縦方向
湾曲補正及び横方向の湾曲補正を行うようにしてもよい。
【００６４】
　以上、この発明のいくつかの実施形態について説明したが、この発明は、これらに限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものであ
る。
　以下に、本願出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【００６５】
（付記１）
　付記１に記載の発明は、処理対象の画像と当該画像に重畳させたメッシュ画像とを表示
手段に表示させる表示制御手段と、ユーザからの指示入力を受け付ける入力手段と、前記
入力手段からのユーザの指示入力に基づいて、前記メッシュ画像の形状を変形させる設定
手段と、前記メッシュ画像の形状に基づいて、前記画像を構成する画素の湾曲補正後の座
標を表す変換用行列を作成する変換用行列作成手段と、前記変換用行列作成手段によって
作成された前記変換用行列が表す座標に基づいて、前記画像を構成する画素の変換履歴を
表す記録用行列を更新する更新手段と、前記更新手段によって更新された前記記録用行列
に基づいて、前記画像に対して湾曲補正を行う補正手段と、を備えることを特徴とする画
像補正装置である。
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【００６６】
（付記２）
　付記２に記載の発明は、前記更新手段は、前記補正手段による２回目以降の湾曲補正に
際しては、前記補正手段による１回前の湾曲補正に用いた前記記録用行列が表す座標を、
前記変換用行列が表す対応する画素の座標に置き換えることにより、前記記録用行列が表
す座標を更新する、ことを特徴とする付記１に記載の画像補正装置である。
【００６７】
（付記３）
　付記３に記載の発明は、前記表示制御手段は、２回目以降の湾曲補正に際しては、前記
補正手段によって湾曲補正された処理画像と当該処理画像に重畳させた前記メッシュ画像
とを前記表示手段に表示させる、ことを特徴とする付記１又は２に記載の画像補正装置で
ある。
【００６８】
（付記４）
　付記４に記載の発明は、前記補正手段は、前記更新手段によって更新された前記記録用
行列に基づいて前記画像に対して透視変換を行うことによって湾曲補正を行う、ことを特
徴とする付記１乃至３のいずれか一項に記載の画像補正装置である。
【００６９】
（付記５）
　付記５に記載の発明は、前記表示制御手段は、前記メッシュ画像を４次のベジェ曲線で
描画し、前記設定手段は、前記入力手段からのユーザの指示入力に基づいて、前記ベジェ
曲線の制御点を移動させることによって、前記メッシュ画像を変形させる、ことを特徴と
する付記１乃至４のいずれか一項に記載の画像補正装置である。
【００７０】
（付記６）
　付記６に記載の発明は、処理対象の画像と当該画像に重畳させたメッシュ画像とを表示
部に表示させるステップと、ユーザからの指示入力を受け付けるステップと、前記ユーザ
の指示入力に基づいて、前記メッシュ画像の形状を変形させるステップと、前記メッシュ
画像の形状に基づいて、前記画像を構成する画素の湾曲補正後の座標を表す変換用行列を
作成するステップと、前記作成された変換用行列が表す座標に基づいて、前記画像を構成
する画素の変換履歴を表す記録用行列を更新するステップと、前記更新された記録用行列
に基づいて、前記画像に対して湾曲補正を行うステップと、を含むことを特徴とする画像
補正方法である。
【００７１】
（付記７）
　付記７に記載の発明は、画像補正装置を制御するコンピュータに、処理対象の画像と当
該画像に重畳させたメッシュ画像とを表示部に表示させる表示制御機能、ユーザからの指
示入力を受け付ける入力機能、前記ユーザの指示入力に基づいて、前記メッシュ画像の形
状を変形させる設定機能、前記メッシュ画像の形状に基づいて、前記画像を構成する画素
の湾曲補正後の座標を表す変換用行列を作成する変換用行列作成機能、前記作成された変
換用行列が表す座標に基づいて、前記画像を構成する画素の変換履歴を表す記録用行列を
更新する更新機能、前記更新された記録用行列に基づいて、前記画像に対して湾曲補正を
行う補正機能、を実現させることを特徴とするプログラムである。
【符号の説明】
【００７２】
　１…携帯情報端末、１０…通信部、１１…撮像部、１２…ＲＯＭ、１３…ＲＡＭ、１４
…表示部、１５…操作部（タッチパネル）、１６…記録媒体、１７…ＣＰＵ、２０…元画
像、２１…メッシュ画像、２２－１～２２－１０…制御点、３０、３０（ｎ）…変換用マ
ップテーブル、３１、３１（ｎ－１）、３１（ｎ）…記録用マップテーブル
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