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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成21年4月30日(2009.4.30)

【公開番号】特開2007-251687(P2007-251687A)
【公開日】平成19年9月27日(2007.9.27)
【年通号数】公開・登録公報2007-037
【出願番号】特願2006-73557(P2006-73557)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   1/40     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   3/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   7/40     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   7/60     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   1/40    　　　Ｆ
   Ｇ０６Ｔ   3/00    ３００　
   Ｇ０６Ｔ   7/40    １００Ａ
   Ｇ０６Ｔ   7/60    ２５０Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月13日(2009.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の画像の注目画素に対して所定の領域に存在する画素より、複数の種類の特徴量か
らなる広域特徴量を抽出する広域特徴量抽出手段と、
　前記広域特徴量に含まれる複数の特徴量により表現される多次元の空間における、前記
第１の画像のうち、階調が少なくエッジがはっきりした人工的な画像である人工画像の統
計的な分布範囲に対する、前記広域特徴量抽出手段により抽出された広域特徴量の前記空
間内の位置関係により、前記人工画像の分布領域に属する程度を示す広域人工画度を算出
する広域人工画度算出手段と、
　前記第１の画像の注目画素に対して所定の領域に存在する画素より、複数の種類の特徴
量からなる狭域特徴量を抽出する狭域特徴量抽出手段と、
　前記狭域特徴量に含まれる複数の特徴量により表現される多次元の空間における、前記
第１の画像のうち、前記人工画像の統計的な分布範囲に対する、前記狭域特徴量抽出手段
により抽出された狭域特徴量の前記空間内の位置関係により、前記人工画像の分布領域に
属する程度を示す狭域人工画度を算出する狭域人工画度算出手段と、
　前記広域人工画度および前記狭域人工画度を合成して、前記注目画素の人工画度を算出
する人工画度算出手段と
　を含む画像処理装置。
【請求項２】
　前記第１の画像より、前記人工画像を高品質化した第２の画像を予測する第１の予測手
段と、
　前記第１の画像より、階調が多くエッジがはっきりしない画像である自然画像を高品質
化した第３の画像を予測する第２の予測手段と、
　前記第２の画像と前記第３の画像とを、前記人工画度により合成する合成手段と
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　をさらに含む
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記第１の予測手段は、
　　前記第２の画像の画素を、第１のクラスに分類する第１のクラス分類手段と、
　　複数の前記人工画像を用いた学習により獲得された前記第１のクラスごとの第１の予
測係数を格納する第１の格納手段と、
　　前記第１の画像と、前記第２の画像の画素の前記第１のクラスの第１の予測係数とを
用いて演算することで、前記第１の画像から前記第１の画像より高品質の第２の画像を求
める第１の演算手段とを含み、
　前記第２の予測手段は、
　　前記第３の画像の画素を、第２のクラスに分類する第２のクラス分類手段と、
　　複数の、前記自然画像を用いた学習により獲得された前記第２のクラスごとの第２の
予測係数を格納する第２の格納手段と、
　　前記第１の画像と、前記第３の画像の画素の前記第２のクラスの第２の予測係数とを
用いて演算することで、前記第１の画像から前記第３の画像を求める第２の演算手段とを
含む
　請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記広域人工画度算出手段は、
　　前記広域特徴量に含まれる複数の特徴量により表現される多次元の空間における、前
記第１の画像のうち、階調が少なくエッジがはっきりした人工的な画像である人工画像の
統計的な分布範囲を記憶する広域人工画分布範囲記憶手段を含み、
　　前記広域人工画分布範囲記憶手段に記憶されている、前記広域特徴量に含まれる複数
の特徴量により表現される多次元の空間の分布範囲に対する、前記広域特徴量抽出手段に
より抽出された広域特徴量の前記空間内の位置関係により、前記人工画像の分布領域に属
する程度を示す広域人工画度を算出する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記狭域人工画度算出手段は、
　　前記狭域特徴量に含まれる複数の特徴量により表現される多次元の空間における、前
記第１の画像のうち、前記人工画像の統計的な分布範囲が記憶されている狭域人工画分布
範囲記憶手段を含み、
　　前記狭域人工画分布範囲記憶手段に記憶されている、前記狭域特徴量に含まれる複数
の特徴量により表現される多次元の空間の分布範囲に対する、前記狭域特徴量抽出手段に
より抽出された狭域特徴量の前記空間内の位置関係により、前記人工画像の分布領域に属
する程度を示す狭域人工画度を算出する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記広域特徴量抽出手段は、
　　前記所定の領域に存在する画素より、エッジの存在を表現する特徴量を抽出するエッ
ジ特徴量抽出手段と、
　　前記所定の領域に存在する画素より、平坦部の存在を表現する特徴量を抽出する平坦
部特徴量抽出手段とを含む
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記エッジ特徴量抽出手段は、前記エッジの存在を表現する特徴量として、前記所定の
領域に存在する画素と前記注目画素との画素値の差分値を用いて、前記所定の領域に存在
する画素の差分ダイナミックレンジを抽出する
　請求項６に記載の画像処理装置。
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【請求項８】
　前記エッジ特徴量抽出手段は、前記注目画素と前記所定の領域に存在する画素との差分
値に、前記注目画素と前記所定の領域に存在する画素との距離に応じた重みを付した値を
用いて、前記所定の領域に存在する画素の差分ダイナミックレンジを抽出する
　請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記狭域特徴量抽出手段は、前記所定の領域に存在する画素より、細線、エッジ、点、
エッジ付近の平坦部、またはグラデーションを表現する２種類の特徴量からなる狭域特徴
量を抽出する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記狭域特徴量抽出手段は、
　　前記所定の領域に包含される第１の領域に存在する画素の画素値の最大値より最小値
を引いた画素値ダイナミックレンジを前記狭域特徴量の第１の特徴量として抽出する第１
の狭域特徴量抽出手段と、
　　前記第１の領域に包含され、かつ、前記注目画素を包含する第２の領域の画素の画素
値の最大値より最小値を引いた画素値ダイナミックレンジを前記狭域特徴量の第２の特徴
量として抽出する第２の狭域特徴量抽出手段とを含む
　請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記第２の狭域特徴量抽出手段は、複数の前記第２の領域より、それぞれ画素値ダイナ
ミックレンジを抽出する場合、前記画素値ダイナミックレンジが最小となるものを前記第
２の特徴量として抽出する
　請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記第１の狭域特徴量抽出手段は、前記所定の領域に存在する画素の画素値の画素値ダ
イナミックレンジを前記狭域特徴量の第１の特徴量として抽出し、
　前記第２の狭域特徴量抽出手段は、前記所定の領域に存在する画素と、前記注目画素と
の差分絶対値を所定の関数で処理し、さらに、重みを付した値を加算した値を積算した値
を前記狭域特徴量の第２の特徴量として抽出する
　請求項１０に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記注目画素から前記第１の領域に存在する画素までの経路上に存在する全ての画素の
隣接画素間の差分絶対値の総和に応じた値からなる前記重みを計算する重み計算手段を含
む
　請求項１２に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記所定の関数は、前記第１の特徴量に対応した関数である
　請求項１２に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　第１の画像の注目画素に対して所定の領域に存在する画素より、複数の種類の特徴量か
らなる広域特徴量を抽出する広域特徴量抽出ステップと、
　前記広域特徴量に含まれる複数の特徴量により表現される多次元の空間における、前記
第１の画像のうち、階調が少なくエッジがはっきりした人工的な画像である人工画像の統
計的な分布範囲に対する、前記広域特徴量抽出ステップの処理により抽出された広域特徴
量の前記空間内の位置関係により、前記人工画像の分布領域に属する程度を示す広域人工
画度を算出する広域人工画度算出ステップと、
　前記第１の画像の注目画素に対して所定の領域に存在する画素より、複数の種類の特徴
量からなる狭域特徴量を抽出する狭域特徴量抽出ステップと、
　前記狭域特徴量に含まれる複数の特徴量により表現される多次元の空間における、前記
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第１の画像のうち、前記人工画像の統計的な分布範囲に対する、前記狭域特徴量抽出ステ
ップの処理により抽出された狭域特徴量の前記空間内の位置関係により、前記人工画像の
分布領域に属する程度を示す狭域人工画度を算出する狭域人工画度算出ステップと、
　前記広域人工画度および前記狭域人工画度を合成して、前記注目画素の人工画度を算出
する人工画度算出ステップと
　を含む画像処理方法。
【請求項１６】
　第１の画像の注目画素に対して所定の領域に存在する画素より、複数の種類の特徴量か
らなる広域特徴量を抽出する広域特徴量抽出ステップと、
　前記広域特徴量に含まれる複数の特徴量により表現される多次元の空間における、前記
第１の画像のうち、階調が少なくエッジがはっきりした人工的な画像である人工画像の統
計的な分布範囲に対する、前記広域特徴量抽出ステップの処理により抽出された広域特徴
量の前記空間内の位置関係により、前記人工画像の分布領域に属する程度を示す広域人工
画度を算出する広域人工画度算出ステップと、
　前記第１の画像の注目画素に対して所定の領域に存在する画素より、複数の種類の特徴
量からなる狭域特徴量を抽出する狭域特徴量抽出ステップと、
　前記狭域特徴量に含まれる複数の特徴量により表現される多次元の空間における、前記
第１の画像のうち、前記人工画像の統計的な分布範囲に対する、前記狭域特徴量抽出ステ
ップの処理により抽出された狭域特徴量の前記空間内の位置関係により、前記人工画像の
分布領域に属する程度を示す狭域人工画度を算出する狭域人工画度算出ステップと、
　前記広域人工画度および前記狭域人工画度を合成して、前記注目画素の人工画度を算出
する人工画度算出ステップと
　を含むコンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されているプログラム記録媒体
。
【請求項１７】
　第１の画像の注目画素に対して所定の領域に存在する画素より、複数の種類の特徴量か
らなる広域特徴量を抽出する広域特徴量抽出ステップと、
　前記広域特徴量に含まれる複数の特徴量により表現される多次元の空間における、前記
第１の画像のうち、階調が少なくエッジがはっきりした人工的な画像である人工画像の統
計的な分布範囲に対する、前記広域特徴量抽出ステップの処理により抽出された広域特徴
量の前記空間内の位置関係により、前記人工画像の分布領域に属する程度を示す広域人工
画度を算出する広域人工画度算出ステップと、
　前記第１の画像の注目画素に対して所定の領域に存在する画素より、複数の種類の特徴
量からなる狭域特徴量を抽出する狭域特徴量抽出ステップと、
　前記狭域特徴量に含まれる複数の特徴量により表現される多次元の空間における、前記
第１の画像のうち、前記人工画像の統計的な分布範囲に対する、前記狭域特徴量抽出ステ
ップの処理により抽出された狭域特徴量の前記空間内の位置関係により、前記人工画像の
分布領域に属する程度を示す狭域人工画度を算出する狭域人工画度算出ステップと、
　前記広域人工画度および前記狭域人工画度を合成して、前記注目画素の人工画度を算出
する人工画度算出ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
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【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】削除
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【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】削除
【補正の内容】
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