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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を構成する各画素の隣接する画素との輝度差の大きさに関する度数分布データを第
１の度数分布データとして生成する第１生成手段と、
　上記第１の度数分布データに関し、所定の階級より高い各階級の度数を加算した値の総
度数に対する比が所定の閾値以上であるか否かを判定する第１判定手段と、
　上記画像に平滑化処理を施す平滑化処理手段と、
　上記第１判定手段により上記比が所定の閾値以上であると判定された場合には、上記比
が所定の閾値未満であると判定された場合よりも上記平滑化処理の平滑化強度を高く調整
する調整手段と、を備え、
　上記平滑化処理手段は、上記調整手段による調整後の平滑化強度の上記平滑化処理を上
記画像に対して施すように構成されている、ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　画像を構成する各画素の輝度の大きさに関する度数分布データを第２の度数分布データ
として生成する第２生成手段と、
　上記第２の度数分布データに関し、所定の階級より高い各階級の度数を加算した値の総
度数に対する比が所定の閾値以上であるか否かを判定する第２判定手段と、を更に備え、
　上記調整手段は、上記第１判定手段により上記比が所定の閾値以上であると判定された
場合であって、尚且つ、上記第２判定手段により上記比が所定の閾値以上であると判定さ
れた場合には、上記第１判定手段により上記比が所定の閾値未満であると判定された場合
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であって、尚且つ、上記第２判定手段により上記比が所定の閾値未満であると判定された
場合よりも上記平滑化強度を高く調整するように構成されている、ことを特徴とする請求
項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　上記画像の平均画像レベルを算出する算出手段と、
　上記平均画像レベルが所定の閾値以上であるか否かを判定する第３判定手段と、を更に
備え、
　上記調整手段は、上記第１判定手段により上記比が所定の閾値以上であると判定された
場合であって、尚且つ、上記第２判定手段により上記比が所定の閾値以上であると判定さ
れた場合であって、尚且つ、上記第３判定手段により上記平均画像レベルが所定の閾値以
上であると判定された場合には、上記第１判定手段により上記比が所定の閾値未満である
と判定された場合であって、尚且つ、上記第２判定手段により上記比が所定の閾値未満で
あると判定された場合であって、尚且つ、上記第３判定手段により上記平均画像レベルが
所定の閾値未満であると判定された場合よりも上記平滑化強度を高く調整するように構成
されている、ことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　上記調整手段は、上記画像が表示される表示部の画面解像度よりも上記画像を表す画像
データの解像度が小さい場合に上記平滑化強度を高く調整するサブ調整手段であって、上
記画像データの解像度が上記表示部の画面解像度以上である場合に上記平滑化強度を低く
調整するサブ調整手段を含んでいる、ことを特徴とする、請求項１から３のいずれか１項
に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　自装置に設定されている画質モードを特定する画質モード特定手段をさらに備え、
　上記平滑化処理手段は、上記画質モードが映画モードである場合には、上記画像に対し
て上記平滑化処理を施さないように構成されている、ことを特徴とする、請求項１から３
のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の画像処理装置の各手段を備える動画像処理装置であって、
　動画像を構成する各画像フレームについて、上記第１生成手段が該画像フレームから上
記第１の度数分布データを生成し、上記第１判定手段が該度数分布データに関して上記比
が所定の閾値以上であるか否かを判定し、該比が所定の閾値以上であると判定された場合
には、該比が所定の閾値未満であると判定された場合よりも上記調整手段が上記平滑化処
理の平滑化強度を高く調整し、上記平滑化処理手段が、上記調整手段による調整後の平滑
化強度の上記平滑化処理を該画像フレームに対して施す、ことを特徴とする動画像処理装
置。
【請求項７】
　上記動画像のコンテンツが属するジャンルを特定するジャンル特定手段をさらに備え、
　上記平滑化処理手段は、上記ジャンルが映画である場合には、上記動画像を構成する各
画像フレームに対して上記平滑化処理を施さないように構成されている、ことを特徴とす
る、請求項６に記載の動画像処理装置。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の動画像処理装置の各手段を備えていることを特徴とするテレ
ビジョン受像機。
【請求項９】
　画像を構成する各画素の隣接する画素との輝度差の大きさに関する度数分布データを生
成する生成工程と、
　上記度数分布データに関し、所定の階級より高い各階級の度数を加算した値の総度数に
対する比が所定の閾値以上であるか否かを判定する第１判定工程と、
　上記画像に平滑化処理を施す平滑化処理工程と、
　上記第１判定工程にて上記比が所定の閾値以上であると判定された場合に、上記比が所
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定の閾値未満であると判定された場合よりも上記平滑化処理の平滑化強度を高く調整する
調整工程と、を含み、
　上記平滑化処理工程にて、上記調整工程での調整後の平滑化強度の上記平滑化処理を上
記画像に対して施すように構成されている、ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１０】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の画像処理装置としてコンピュータを動作させる
プログラムであって、コンピュータを上記各手段として機能させるためのプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムが記録されているコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
【請求項１２】
　映像信号を復号して得られた映像のブロックノイズを低減する映像処理装置であって、
　上記映像における輝度の度数分布を算出する度数分布算出手段と、
　該度数分布算出手段が算出した輝度の度数分布について、フレーム間の変化量を算出す
る変化量算出手段と、
　上記映像におけるフレーム間の輝度の差分を画素ごとに算出する差分算出手段と、
　該差分算出手段が算出したフレーム間の輝度の差分の大きさが所定値以上である画素数
を算出する画素数算出手段と、
　上記変化量算出手段が算出した変化量が所定値以下であり、かつ、上記画素数算出手段
が算出した画素数が所定値以上である上記映像に対しブロックノイズの低減を行うノイズ
低減手段とを備えることを特徴とする映像処理装置。
【請求項１３】
　上記変化量算出手段が算出した変化量と、上記画素数算出手段が算出した画素数とに基
づいて、上記ブロックノイズの低減の強度を設定する強度設定手段をさらに備えており、
　上記ノイズ低減手段は、上記強度設定手段が設定した強度で、上記ブロックノイズの低
減を行うことを特徴とする請求項１２に記載の映像処理装置。
【請求項１４】
　上記ノイズ低減手段は、
　上記映像に含まれるブロックノイズのエッジ部分を検出するブロックノイズ検出手段と
、
　該ブロックノイズ検出手段が検出したエッジ部分に対し、平滑化を行う平滑化手段とを
備えることを特徴とする請求項１２に記載の映像処理装置。
【請求項１５】
　上記変化量算出手段が算出した変化量と、上記画素数算出手段が算出した画素数とに基
づいて、上記ブロックノイズの低減の強度を設定する強度設定手段をさらに備えており、
　上記ブロックノイズ検出手段は、上記強度設定手段が設定した強度が強くなるにつれて
、上記ブロックノイズのエッジ部分が検出し易くなっていることを特徴とする請求項１４
に記載の映像処理装置。
【請求項１６】
　上記強度設定手段は、設定した強度を上記映像の平均画像レベルに基づいて変更するこ
とを特徴とする請求項１３または１５に記載の映像処理装置。
【請求項１７】
　上記映像の或る画素が青系の色を有するかを画素ごとに判定する青系画素判定手段と、
　該判定の結果に基づいて上記青系の色の画素数を決定する青系画素数決定手段とをさら
に備えており、
　上記強度設定手段は、設定した強度を、上記青系画素数決定手段が算出した上記青系の
色の画素数に基づいて変更することを特徴とする請求項１３、１５、および１６の何れか
１項に記載の映像処理装置。
【請求項１８】
　請求項１２から１７の何れか１項に記載の映像処理装置と、
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　該映像処理装置からの映像を表示する表示手段とを備えることを特徴とするテレビジョ
ン受像機。
【請求項１９】
　映像信号を復号して得られた映像のブロックノイズを低減する映像処理方法であって、
　上記映像における輝度の度数分布を算出する度数分布算出工程と、
　該度数分布算出工程にて算出された輝度の度数分布について、フレーム間の変化量を算
出する変化量算出工程と、
　上記映像におけるフレーム間の輝度の差分を画素ごとに算出する差分算出工程と、
　該差分算出工程にて算出されたフレーム間の輝度の差分の大きさが所定値以上である画
素数を算出する画素数算出工程と、
　上記変化量算出工程にて算出された変化量が所定値以下であり、かつ、上記画素数算出
工程にて算出された画素数が所定値以上である上記映像に対しブロックノイズの低減を行
うノイズ低減工程とを含むことを特徴とする映像処理方法。
【請求項２０】
　請求項１２から１７のいずれか１項に記載の映像処理装置としてコンピュータを動作さ
せるプログラムであって、コンピュータを上記各手段として機能させるためのプログラム
。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のプログラムが記録されているコンピュータ読取り可能な記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に、動画像または静止画像の品質を改善する画像処理装置及び画像処理方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像の品質を改善するために、従来から様々な技術が開発されている。
【０００３】
　特許文献１には、輝度変化が乏しい建物の壁面を背景に人物などが撮影された場合にも
人物のコントラストを好適に強調させることを目的として開発された輝度変換装置が開示
されている。特許文献１の輝度変換装置は、入力画像の輝度別の画素数を表す輝度ヒスト
グラムと、輝度別のエッジ数を表すエッジヒストグラムと、を算出し、２つのヒストグラ
ムを用いて入力画像の輝度を変換するように構成されている。
【０００４】
　また、圧縮符号化した映像を復号する過程で生じるノイズを低減するための技術も開発
されている。
【０００５】
　例えば、ＭＰＥＧやＪＰＥＧ等の圧縮符号化方式で高い圧縮率で圧縮された画像は、エ
ッジの周辺にモスキートノイズが発生しているケースが多く、モスキートノイズの発生は
、画像の品質が低下する一因となっているが、モスキートノイズは平滑化処理により低減
することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４５５００１６号公報（２００７年１２月２７日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　平滑化処理はノイズの低減に有効であるものの、モスキートノイズが少ない画像（低い
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圧縮率で圧縮された画像やエッジの少ない画像）に対して強い平滑化処理を施した場合、
画質に対する影響は、「ノイズの低減」という好ましい影響よりも「画像がぼけてしまう
」という負の影響のほうが大きくなってしまう。
【０００８】
　これに関し、従来の映像処理装置は、モスキートノイズが多い画像だけでなく少ない画
像にも強い平滑化処理を施してしまい、映像品質をかえって低下させてしまうことがあっ
た。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みて成されたものであり、その主な目的は、画像に対して、そ
の画像の特性に応じた効果的な平滑化処理を施すことができる画像処理装置を実現するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様に係る画像処理装置は、上記課題を解決するために、画像を構成する各
画素の隣接する画素との輝度差の大きさに関する度数分布データを第１の度数分布データ
として生成する第１生成手段と、上記第１の度数分布データに関し、所定の階級より高い
各階級の度数を加算した値の総度数に対する比が所定の閾値以上であるか否かを判定する
第１判定手段と、上記画像に平滑化処理を施す平滑化処理手段と、上記第１判定手段によ
り上記比が所定の閾値以上であると判定されたか否かに基づいて上記平滑化処理の平滑化
強度を調整する調整手段と、を備え、上記平滑化処理手段は、上記調整手段による調整後
の平滑化強度の上記平滑化処理を上記画像に対して施すように構成されている、ことを特
徴としている。
【００１１】
　本発明の一態様に係る画像処理方法は、上記課題を解決するために、画像を構成する各
画素の隣接する画素との輝度差の大きさに関する度数分布データを生成する生成工程と、
上記度数分布データに関し、所定の階級より高い各階級の度数を加算した値の総度数に対
する比が所定の閾値以上であるか否かを判定する第１判定工程と、上記画像に平滑化処理
を施す平滑化処理工程と、上記第１判定工程にて上記比が所定の閾値以上であると判定さ
れたか否かに基づいて上記平滑化処理の平滑化強度を調整する調整工程と、を含み、上記
平滑化処理工程にて、上記調整工程での調整後の平滑化強度の上記平滑化処理を上記画像
に対して施すように構成されている、ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように、本発明の一態様に係る画像処理装置は、画像に対して、その画像の特性
に応じた効果的な平滑化処理を施すことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る映像処理装置の要部構成を示すブロック図である。
【図２】図１の映像処理装置の動作を示すフローチャート図である。
【図３】図１の映像処理装置が生成するエッジヒストグラムを例示した図である。
【図４】図１の映像処理装置が生成する輝度ヒストグラムを例示した図である。
【図５】本発明の別の一実施形態に係る映像処理装置の要部構成を示すブロック図である
。
【図６】本発明のさらに別の一実施形態に係る映像処理装置の要部構成を示すブロック図
である。
【図７】本発明に関連する発明の一実施形態に係る映像処理装置の要部構成を示すブロッ
ク図である。
【図８】図７の映像処理装置における度数分布算出部および変化量算出部にて算出された
度数分布の一例を示すヒストグラムである。
【図９】動きのある映像について、図７の映像処理装置における画素数算出部にて算出さ



(6) JP 5399578 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

れた各分類の画素数の一例を示すヒストグラムである。
【図１０】図７の映像処理装置における記憶部に記憶される低減強度設定用テーブルの一
例を表形式で示す図である。
【図１１】図７の映像処理装置のノイズ低減処理に関する動作を示すフローチャート図で
ある。
【図１２】本発明に関連する発明の別の実施形態に係る映像処理装置の要部構成を示すブ
ロック図である。
【図１３】図１２の映像処理装置における記憶部に記憶されるブロックノイズ検出用テー
ブルの一例を表形式で示す図である。
【図１４】本発明に関連する発明の他の実施形態に係る映像処理装置の要部構成を示すブ
ロック図である。
【図１５】一般的な色度図における色域を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜実施形態１＞
　本発明の一実施形態に係る映像処理装置は、入力された映像信号が表す映像（動画像）
中のモスキートノイズを低減する機能（ノイズリダクション（ＮＲ）機能）を備えた装置
である。本実施形態に係る映像処理装置は、具体的には、映像信号を復号して得られる各
復号画像について、対象復号画像に高い強度のノイズ低減処理（具体的には、平滑化処理
）を施すか低い強度のノイズ低減処理を施すかを対象復号画像のエッジヒストグラム（特
許請求の範囲の「第１の度数分布データ」に対応）および輝度ヒストグラム（特許請求の
範囲の「第２の度数分布データ」に対応）に基づいて決定するように構成されている。
【００１５】
　以下、本実施形態に係る映像処理装置の詳細について図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　最初に、本実施形態に係る映像処理装置の構成について、図１を参照しながら説明する
。図１は、本実施形態に係る映像処理装置１００の要部構成を示すブロック図である。図
１に示すように、映像処理装置１００は、映像取得部１１０、復号処理部１２０、記憶部
１３０、ヒストグラム処理部１４０およびノイズ低減処理部１５０を備えている。
【００１７】
　（映像取得部１１０）
　映像取得部１１０は、映像を信号化した映像信号を受け取る。映像信号の取得元は、例
えば放送波、記憶媒体に格納された映像データなど、任意の形態の映像信号源が考えられ
る。
【００１８】
　（復号処理部１２０）
　復号処理部１２０は、映像取得部１１０から供給されている映像信号を復号する。
【００１９】
　復号処理部１２０が復号する映像信号は、例えば、ＭＰＥＧ－１、ＭＰＥＧ－２、及び
、Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４．ＡＶＣ等によって圧縮符号化されている。
【００２０】
　復号処理部１２０は、映像信号から復号画像（特許請求の範囲の「画像フレーム」に対
応）を順次生成する。復号処理部１２０は、例えば、画面内予測（イントラ予測）及び画
面間予測（インター予測）の何れかを用いて予測画像を生成し、当該予測画像の各画素値
に対して、映像信号から復号した各画素値を加算することによって、復号画像を生成する
。
【００２１】
　復号処理部１２０は、生成した復号画像をヒストグラム処理部１４０およびノイズ低減
処理部１５０に供給する。
【００２２】
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　（記憶部１３０）
　記憶部１３０は、対象復号画像に対して高い強度のノイズ低減処理を施すか低い強度の
ノイズ低減処理を施すかを決定するための各種閾値を記憶している。記憶部１３０は、例
えばＨＤＤ（Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ Ｄｒｉｖｅ）などの記憶装置を用いて構成することがで
きる。
【００２３】
　（ヒストグラム処理部１４０）
　ヒストグラム処理部１４０は、エッジヒストグラム生成部１４１、輝度ヒストグラム生
成部１４２および特徴量算出部１４３を備えている。
【００２４】
　エッジヒストグラム生成部１４１は、対象復号画像のエッジヒストグラムを生成する。
具体的には、対象復号画像を構成する各画素について、対象画素と対象画素に隣接する画
素との輝度差の大きさに関するエッジヒストグラムを生成する。
【００２５】
　輝度ヒストグラム生成部１４２は、対象復号画像の輝度ヒストグラムを生成する。具体
的には、対象復号画像を構成する各画素について、対象画素の輝度の大きさに関する輝度
ヒストグラムを生成する。
【００２６】
　特徴量算出部１４３は、エッジヒストグラム生成部１４１が生成したエッジヒストグラ
ム、輝度ヒストグラム生成部１４２が生成した輝度ヒストグラム、および、記憶部１３０
に記録されている閾値に基づいて、対象復号画像に関する特徴量（エッジヒストグラムの
特徴量、および、輝度ヒストグラムの特徴量）を算出する。
【００２７】
　また、特徴量算出部１４３は、対象復号画像に関する特徴量のひとつとして、対象復号
画像の平均画像レベル（ＡＰＬ）を算出する。
【００２８】
　（ノイズ低減処理部１５０）
　ノイズ低減処理部１５０は、ヒストグラム処理部１４０から供給された３つの特徴量の
各々について、対象となる特徴量が記憶部１３０に記録されている該特徴量に関する閾値
以上であるか否かを判定する。
【００２９】
　ノイズ低減処理部１５０は、３つの特徴量に関する判定結果に基づいて、復号処理部１
２０から供給された対象復号画像に対して高い強度のノイズ低減処理を施すか、あるいは
、低い強度のノイズ低減処理を施すかを決定する。
【００３０】
　ノイズ低減処理部１５０は、決定した強度のノイズ低減処理を施した対象復号画像を映
像処理装置１００の外部に出力する。
【００３１】
　以上、本実施形態に係る映像処理装置１００の構成を説明した。
【００３２】
　次に、モスキートノイズにより品質が劣化し易い復号画像について説明する。
【００３３】
　（モスキートノイズにより品質が劣化し易い復号画像について）
　１．エッジ部分が多く含まれている復号画像は、モスキートノイズにより品質が劣化し
易い。モスキートノイズはエッジの部分に生じやすいからである。例えば、桜の木全体や
、紅葉で覆われた山全体、マラソン大会に参加している多くのランナー等を被写体とする
復号画像にはエッジが多く含まれているが、このような復号画像にはモスキートノイズが
生じやすい。さらに、映像信号の圧縮率が高い場合には、復号画像の品質がモスキートノ
イズにより大きく劣化している可能性がある。
【００３４】
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　これに関し、映像処理装置１００は、対象復号画像から、対象復号画像のエッジヒスト
グラムに関する特徴量を算出し、特徴量が所定の閾値以上である対象復号画像を、「エッ
ジ部分が多い復号画像」であると認識するように構成されている。
【００３５】
　２．中階調画素および高階調画素が多く含まれている復号画像は、モスキートノイズに
より品質が劣化し易い。モスキートノイズは、復号画像中の低階調部分に生じていてもそ
れほど目立たないが、中階調部分および高階調部分に生じている場合には目立つからであ
る。
【００３６】
　これに関し、映像処理装置１００は、対象復号画像から、対象復号画像の輝度ヒストグ
ラムに関する特徴量を算出し、特徴量が所定の閾値以上である対象復号画像を、「中階調
画素および高階調画素が多く含まれている復号画像である」と認識するように構成されて
いる。
【００３７】
　３．全体的に明るい復号画像は、モスキートノイズにより品質が劣化し易い。全体的に
明るい復号画像の場合、全体的に暗い復号画像よりもモスキートノイズが目立つからであ
る。
【００３８】
　これに関し、映像処理装置１００は、対象復号画像から、対象復号画像の平均画像レベ
ルを算出し、平均画像レベルが所定の閾値以上である対象復号画像を、「全体的に明るい
復号画像である」と認識するように構成されている。
【００３９】
　（映像処理装置１００の動作）
　次に、本実施形態に係る映像処理装置１００のノイズ低減処理に関する動作について、
図２～図４を参照しながら説明する。
【００４０】
　図２は、映像処理装置１００のノイズ低減処理に関する動作を示すフローチャート図で
ある。また、図３および図４は、それぞれ、映像処理装置１００が、対象復号画像から生
成するエッジヒストグラムおよび輝度ヒストグラムを例示した図である。
【００４１】
　（ステップ１：エッジヒストグラムの生成）
　エッジヒストグラム生成部１４１は、復号処理部１２０から供給された対象復号画像（
映像取得部１１０が受信した映像信号から復号処理部１２０が生成した対象復号画像）か
ら、図３に例示されるような９つの階級からなるエッジヒストグラムを生成する。すなわ
ち、対象復号画像の各画素について、対象画素と対象画素に隣接する画素との輝度差を算
出し、階級０～階級８の各階級ｉについて、階級ｉに属する輝度差を算出した画素の個数
を階級ｉの度数Ｎiとするエッジヒストグラムを生成する。
【００４２】
　なお、図３を見ればわかるように、エッジヒストグラム生成部１４１が生成するエッジ
ヒストグラムは、隣接する画素との輝度差が０である画素の個数Ｎ0を階級０の度数とす
るヒストグラムであって、階級０の階級値（＝０）＜階級１の階級値＜階級２の階級値＜
・・＜階級８の階級値となるヒストグラムである。ただし、本発明では、生成するエッジ
ヒストグラムの階級の個数および各階級の階級幅に特に制限はない。
【００４３】
　（ステップ２：輝度ヒストグラムの生成）
　輝度ヒストグラム生成部１４２は、対象復号画像から、図４に例示されるような輝度エ
ッジヒストグラムを生成する。なお、本発明では、エッジヒストグラムと同様に、生成す
る輝度ヒストグラムの階級の個数および各階級の階級幅に特に制限はない。
【００４４】
　（ステップ３：特徴量の算出）
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　特徴量算出部１４３は、エッジヒストグラムおよび輝度ヒストグラムから特徴量を算出
する。
【００４５】
　具体的には、特徴量算出部１４３は、エッジヒストグラムに関する所定の閾値（階級５
の上限値であって階級６の下限値）を記憶部１３０から読み出す。そして、特徴量算出部
１４３は、隣接する画素との輝度差が読み出した閾値より大きい画素の総数（階級５より
高い階級６～８の各階級の度数を加算した和）のエッジヒストグラムの総和（階級０～８
の各階級の度数を加算した和）に対する比を算出し、算出した比をエッジヒストグラムの
特徴量としてノイズ低減処理部１５０に供給する。
【００４６】
　また、特徴量算出部１４３は、輝度ヒストグラムに関する所定の閾値（低階調域に属す
る最上位の階級の上限値であって中階調域に属する最下位の階級の下限値）を記憶部１３
０から読み出す。そして、特徴量算出部１４３は、読み出した閾値より大きい輝度を持つ
画素の総数（中階調域または高階調域に属する各階級の度数を加算した和）の輝度ヒスト
グラムの総和に対する比を算出し、算出した比を輝度ヒストグラムの特徴量としてノイズ
低減処理部１５０に供給する。
【００４７】
　さらに、特徴量算出部１４３は、対象復号画像の平均画像レベルを特徴量としてノイズ
低減処理部１５０に供給する。
【００４８】
　（ステップ４：対象復号画像にモスキートノイズが多く含まれているか否かを判定）
　対象復号画像が復号処理部１２０から供給され、３つの特徴量がヒストグラム処理部１
４０から供給されると、ノイズ低減処理部１５０は、対象復号画像にモスキートノイズが
多く含まれているか否かを判定する。
【００４９】
　具体的には、ノイズ低減処理部１５０は、エッジヒストグラムの特徴量に関する閾値を
記憶部１３０から読み出し、エッジヒストグラムの特徴量が閾値以上であるか否かを判定
する。ノイズ低減処理部１５０は、エッジヒストグラムの特徴量が閾値以上であると判定
した場合には変数Ｑ１に１０を代入し、エッジヒストグラムの特徴量が閾値未満であると
判定した場合には変数Ｑ１に０を代入する。
【００５０】
　また、ノイズ低減処理部１５０は、輝度ヒストグラムの特徴量に関する閾値を記憶部１
３０から読み出し、輝度ヒストグラムの特徴量が閾値以上であるか否かを判定する。ノイ
ズ低減処理部１５０は、輝度ヒストグラムの特徴量が閾値以上であると判定した場合には
変数Ｑ２に１０を代入し、輝度ヒストグラムの特徴量が閾値未満であると判定した場合に
は変数Ｑ２に０を代入する。
【００５１】
　さらに、ノイズ低減処理部１５０は、平均輝度レベルに関する閾値を記憶部１３０から
読み出し、ヒストグラム処理部１４０から供給された平均輝度レベルを示す特徴量が閾値
以上であるか否かを判定する。ノイズ低減処理部１５０は、平均輝度レベルを示す特徴量
が閾値以上であると判定した場合には変数Ｑ３に１０を代入し、平均輝度レベルを示す特
徴量が閾値未満であると判定した場合には変数Ｑ３に０を代入する。
【００５２】
　最後に、以下の数式１により得られるＱの値が５０以上であるか否かを判定し、Ｑの値
が５０以上であると判定した場合にはステップ５に進み、Ｑの値が５０未満であると判定
した場合にはステップ６に進む。
Ｑ＝Ｑ１×５＋Ｑ２×３＋Ｑ３×２　　　・・・（数式１）
　なお、数式１における５、３、２の各値は重み値であるが、重み値としては任意の値を
設定可能である。また、閾値である５０という値も他の値に変更可能である。さらに、ノ
イズ低減処理部１５０が変数Ｑ１～変数Ｑ３に代入する値は０または１０でなくてもよい
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。すなわち、閾値以上であると判定した場合に変数Ｑ１に代入する値ｑ1が閾値未満であ
ると判定した場合に代入する値ｑ1’よりも大きいという関係を満たす限り、変数Ｑ１に
は任意の値ｑ1、ｑ1’を代入できる。変数Ｑ２およびＱ３についても同様である。
【００５３】
　（ステップ５：ノイズ低減処理の強度を設定）
　ノイズ低減処理部１５０は、ノイズ低減処理の強度を高く設定し、ステップ７に進む。
【００５４】
　（ステップ６：ノイズ低減処理の強度を設定）
　ノイズ低減処理部１５０は、ノイズ低減処理の強度を低く設定し、ステップ７に進む。
【００５５】
　（ステップ７：ノイズ低減処理）
　ノイズ低減処理部１５０は、対象復号画像に対して直線のステップで設定した強度のノ
イズ低減処理を施し、モスキートノイズが少なくなった対象復号画像を映像処理装置１０
０の外部に出力して処理を終了する。
【００５６】
　なお、映像処理装置１００は、映像信号から復号した各復号画像を対象として、以上の
処理を施すことになる。
【００５７】
　（映像処理装置１００の利点）
　以上のように、映像処理装置１００では、エッジヒストグラム生成部１４１が、対象復
号画像を構成する各画素の隣接する画素との輝度差の大きさに関するヒストグラムをエッ
ジヒストグラムとして生成する。
【００５８】
　また、ノイズ低減処理部１５０は、対象復号画像に対して平滑化処理を施すことを決定
した場合に、対象復号画像に平滑化処理を施す。
【００５９】
　具体的には、ノイズ低減処理部１５０は、エッジヒストグラム生成部１４１が生成した
エッジヒストグラムに関し、所定の階級より高い各階級の度数を加算した和の総和に対す
る比が所定の閾値以上であるか否かに基づいてノイズ低減処理の強度を調整し、調整後の
強度の平滑化処理を対象復号画像に施す。
【００６０】
　上記の構成により、映像処理装置１００は、隣接する画素との輝度差が大きい画素（す
なわち、エッジ部分）が多く含まれている対象復号画像の多くに高い強度の平滑化処理を
施すことになる。これにより、映像処理装置１００は、対象復号画像に含まれているモス
キートノイズを低減することができる。
【００６１】
　また、上記の構成により、映像処理装置１００は、エッジ部分が多く含まれていない対
象復号画像の多くには低い強度の平滑化処理を施すことになる。これにより、映像処理装
置１００は、従来の映像処理装置に比べて、対象復号画像の品質を劣化させてしまう（具
体的には、モスキートノイズの低減効果よりも対象復号画像がぼやけてしまうという負の
効果を目立たせてしまう）頻度を減らすことができる。
【００６２】
　したがって、映像処理装置１００は、画像に対して、その画像の特性に応じた効果的な
平滑化処理を施すことができる。
【００６３】
　なお、映像処理装置１００は、エッジヒストグラム生成部１４１が生成したエッジヒス
トグラムに関し、所定の階級より高い各階級の度数を加算した和の総和に対する比が所定
の閾値未満である場合にも、対象復号画像に平滑化処理を施すことがある。
【００６４】
　例えば、映像処理装置１００は、輝度ヒストグラムの特徴量と平均輝度レベルを示す特
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徴量との両方が、それぞれの閾値以上である場合には、対象復号画像に高い強度の平滑化
処理を施す。すなわち、映像処理装置１００は、対象復号画像が全体的にとても明るい画
像である場合には、モスキートノイズの多さに関係なく、対象復号画像に高い強度の平滑
化処理を施すことになる。換言すれば、映像処理装置１００は、対象復号画像にそれほど
多くのモスキートノイズが含まれていない場合であっても、そのモスキートノイズが目立
ちやすいために平滑化処理による負の効果よりもモスキートノイズの低減効果のほうが大
きいときは、高い強度の平滑化処理を対象復号画像に施すことになる。
【００６５】
　したがって、映像処理装置１００は、それほど多くのモスキートノイズが含まれていな
いものの、そのモスキートノイズが目立ちやすい対象復号画像の品質を改善することがで
きるという効果を奏する。
【００６６】
　＜実施形態２＞
　本発明の別の一実施形態に係る映像処理装置について以下に説明する。本実施形態に係
る映像処理装置も、入力された映像信号が表す映像（動画像）中のモスキートノイズを低
減する機能を備えた装置である。ただし、本実施形態に係る映像処理装置は、映像信号を
復号して得られる各復号画像について、対象復号画像に高い強度のノイズ低減処理を施す
か低い強度のノイズ低減処理を施すかを対象復号画像のエッジヒストグラムのみに基づい
て決定するように構成されている点で、実施形態１に係る映像処理装置１００と異なって
いる。
【００６７】
　以下、本実施形態に係る映像処理装置の詳細について図面を参照しながら説明する。
【００６８】
　最初に、本実施形態に係る映像処理装置の構成について、図５を参照しながら説明する
。図５は、本実施形態に係る映像処理装置１００’の要部構成を示すブロック図である。
図５に示すように、映像処理装置１００’は、映像取得部１１０、復号処理部１２０、記
憶部１３０、ヒストグラム処理部１４０’およびノイズ低減処理部１５０’を備えている
。
【００６９】
　映像取得部１１０、復号処理部１２０および記憶部１３０については実施形態１で説明
したのでここでは説明を省略し、ヒストグラム処理部１４０’およびノイズ低減処理部１
５０’について以下に説明する。
【００７０】
　（ヒストグラム処理部１４０’）
　ヒストグラム処理部１４０’は、エッジヒストグラム生成部１４１および特徴量算出部
１４３’を備えている。エッジヒストグラム生成部１４１については実施形態１で説明し
たのでここでは説明を省略し、特徴量算出部１４３’について説明する。
【００７１】
　特徴量算出部１４３’は、エッジヒストグラム生成部１４１が生成したエッジヒストグ
ラム、および、記憶部１３０に記録されている閾値に基づいて、対象復号画像に関する特
徴量（エッジヒストグラムの特徴量）を算出する。
【００７２】
　（ノイズ低減処理部１５０’）
　ノイズ低減処理部１５０’は、ヒストグラム処理部１４０’から供給されたエッジヒス
トグラムの特徴量が、記憶部１３０に記録されている閾値以上であるか否かを判定する。
【００７３】
　ノイズ低減処理部１５０’は、エッジヒストグラムの特徴量が閾値以上である場合に対
象復号画像に対して高い強度のノイズ低減処理を施すことを決定し、エッジヒストグラム
の特徴量が閾値以上である場合に対象復号画像に対して低い強度のノイズ低減処理を施す
ことを決定する。
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【００７４】
　ノイズ低減処理部１５０’は、ノイズ低減処理を施すことを決定した場合には、ノイズ
低減処理を施した対象復号画像を映像処理装置１００’の外部に出力する。また、ノイズ
低減処理を施さないことを決定した場合には、復号処理部１２０から供給された対象復号
画像をそのまま映像処理装置１００’の外部に出力する。
【００７５】
　（映像処理装置１００’の利点）
　以上のように、映像処理装置１００’では、エッジヒストグラム生成部１４１が、対象
復号画像を構成する各画素の隣接する画素との輝度差の大きさに関するヒストグラムをエ
ッジヒストグラムとして生成する。
【００７６】
　また、ノイズ低減処理部１５０’は、エッジヒストグラム生成部１４１が生成したエッ
ジヒストグラムに関し、所定の階級より高い各階級の度数を加算した和の総和に対する比
が所定の閾値以上であるか否かを判定し、比が所定の閾値以上であると判定された対象復
号画像には高い平滑化強度の平滑化処理を施し、比が所定の閾値未満であると判定された
対象復号画像には低い平滑化強度の平滑化処理を施す。
【００７７】
　上記の構成により、映像処理装置１００’は、隣接する画素との輝度差が大きい画素（
すなわち、エッジ部分）が多く含まれている全対象復号画像に高い強度の平滑化処理を施
すことになる。これにより、映像処理装置１００’は、対象復号画像に含まれているモス
キートノイズを低減することができる。
【００７８】
　また、上記の構成により、映像処理装置１００’は、エッジ部分が多く含まれていない
対象復号画像には低い強度の平滑化処理しか施さないことになる。これにより、映像処理
装置１００は、従来の映像処理装置に比べて、対象復号画像の品質をかえって劣化させて
しまう頻度を減らすことができる。
【００７９】
　したがって、映像処理装置１００’は、対象復号画像に対して、その画像の特性に応じ
た効果的な平滑化処理を施すことができるという効果を奏する。
【００８０】
　さらに、映像処理装置１００’には、実施形態１に係る映像処理装置１００よりも単純
な処理で上記の効果を得ることができるという利点がある。
【００８１】
　＜実施形態３＞
　本発明のさらに別の一実施形態に係る映像処理装置について以下に説明する。本実施形
態に係る映像処理装置も、入力された映像信号が表す映像（動画像）中のモスキートノイ
ズを低減する機能を備えた装置である。ただし、本実施形態に係る映像処理装置は、復号
画像に対して施すノイズ低減処理の強度をヒストグラム以外の要素に基づいて調整する点
が実施形態１および実施形態２の映像処理装置と異なっている。
【００８２】
　以下、本実施形態に係る映像処理装置の詳細について図面を参照しながら説明する。
【００８３】
　最初に、本実施形態に係る映像処理装置の構成について、図６を参照しながら説明する
。図６は、本実施形態に係る映像処理装置１００”の要部構成を示すブロック図である。
図６に示すように、映像処理装置１００”は、映像取得部１１０、復号処理部１２０、記
憶部１３０、ヒストグラム処理部１４０、ノイズ低減処理部１５０”および表示部１６０
を備えている。
【００８４】
　映像取得部１１０、復号処理部１２０、記憶部１３０、ヒストグラム処理部１４０につ
いては実施形態１で説明したのでここでは説明を省略し、ノイズ低減処理部１５０”およ
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び表示部１６０について以下に説明する。
【００８５】
　（表示部１６０）
　表示部１６０は、画像が表示されるディスプレイである。
【００８６】
　（ノイズ低減処理部１５０”）
　ノイズ低減処理部１５０”は、ノイズ低減処理部１５０と同様に方法により（すなわち
、３つの特徴量に関する判定結果に基づいて）、復号処理部１２０から供給された対象復
号画像データに対して施すノイズ低減処理の強度を示す暫定値を求める。
【００８７】
　また、ノイズ低減処理部１５０”は、対象復号画像データのメタデータを参照すること
で、対象復号画像データの解像度（すなわち、縦および横の画素数）を特定する。
【００８８】
　ノイズ低減処理部１５０”（サブ調整手段）は、対象復号画像データの解像度が所定の
解像度（例えば、ＨＤ解像度）以上である場合には、暫定値が示す強度よりも低い強度の
ノイズ低減処理を対象復号画像データに対して施す。一方、ノイズ低減処理部１５０”は
、対象復号画像データの解像度が所定の解像度未満である場合（例えば、対象復号画像デ
ータがＳＤ画像の画像データである場合）には暫定値が示す強度よりも高い強度のノイズ
低減処理を対象復号画像に対して施す。
【００８９】
　ノイズ低減処理部１５０”は、ノイズ低減処理を施した対象復号画像データが表す対象
復号画像を表示部１６０に表示する。
【００９０】
　なお、映像処理装置１００”をフルＨＤテレビとして実施する場合には上記所定の解像
度をフルＨＤ解像度とすることが望ましいが、映像処理装置１００”を４Ｋ２Ｋテレビと
して実施する場合には上記所定の解像度を４Ｋ２Ｋ解像度とすることが望ましい。換言す
れば、映像処理装置１００”は、表示部１６０の画面解像度未満の解像度の復号画像デー
タに対しては、表示部１６０の画面解像度以上の解像度の復号画像データに対してよりも
高い強度のノイズ低減処理を施すことが望ましい。
【００９１】
　また、映像処理装置１００”は、復号画像がアップスケーリングされた画像であるか否
かを判定するように構成されていてもよい。このように構成された映像処理装置１００”
は、復号画像データの解像度が所定の解像度以上である場合であっても、復号画像データ
がアップスケーリングにより得られた画像データであると判定したときには、暫定値が示
す強度よりも高い強度のノイズ低減処理を復号画像データに施すことが望ましい。これは
、アップスケーリングされた画像はノイズが目立ち易いからである。
【００９２】
　（映像処理装置１００”の利点）
　以上のように、映像処理装置１００”は、高い強度のノイズ低減処理を施すとディテー
ルが失われ易い高解像度画像に対しては低い強度のノイズ低減処理を施す。また、映像処
理装置１００”は、アップスケーリングした場合にモスキートノイズが大きく目立つこと
になる低解像度画像に対しては高い強度のノイズ低減処理を施す。
【００９３】
　したがって、映像処理装置１００”は、モスキートノイズの低減とディテールの確保と
をバランス良く実現することで、品質の高い画像を出力できる。
【００９４】
　（実施形態３の付記事項１）
　例えば映像処理装置１００”をデジタルテレビとして実施する場合には、ノイズ低減処
理部１５０”を以下のように構成することができる。
【００９５】
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　すなわち、ノイズ低減処理部１５０”は、対象復号画像のメタデータを参照することで
、対象復号画像の解像度を特定するのに代えて動画像コンテンツのジャンルを特定しても
よい。
【００９６】
　そして、ノイズ低減処理部１５０”は、特定したジャンルに基づいて、動画像コンテン
ツを構成する各復号画像（画像フレーム）に対して施すノイズ低減処理の強度を調整して
もよい。
【００９７】
　具体的には、動画像コンテンツのジャンルが映画である場合、ノイズ低減処理部１５０
”は、対象復号画像に対して施すノイズ低減処理の強度を微弱にするか、あるいは、対象
復号画像に対してノイズ低減処理を施さないようにしてもよい。これは、圧縮フォーマッ
トの違いから、パッケージメディアに格納する映画の映像は、一般的な番組映像に比べて
ノイズが目立たないからである。
【００９８】
　また、動画像コンテンツのジャンルがスポーツである場合には、ノイズ低減処理部１５
０”（サブ調整手段）は、スポーツの種類に応じて対象復号画像に対して施すノイズ低減
処理の強度を調整してもよい。例えば、動画像コンテンツが、マラソン、競歩などといっ
た、選手がよく動く特定競技に関する動画像コンテンツである場合には、対象復号画像か
ら求めた暫定値が示す強度よりも高い強度のノイズ低減処理を対象復号画像に対して施し
てもよい。そして、動画像コンテンツが上記特定競技以外の競技（例えば、相撲）に関す
る動画像コンテンツである場合には、暫定値が示す強度よりも低い強度のノイズ低減処理
を対象復号画像に対して施してもよい。
【００９９】
　なお、映像処理装置１００”は、ユーザが操作部（図示せず）を通じて任意の競技を上
記特定の競技に該当する競技として登録できるように構成されていてもよい。また、映像
処理装置１００”は、動画像コンテンツのジャンルがスポーツである場合、動画像コンテ
ンツのタイトル名に基づいて、その動画像コンテンツが特定競技に関する動画像コンテン
ツであるか否かを判定するように構成されていてもよい。
【０１００】
　また、動画像コンテンツのジャンルがバラエティである場合には、ノイズ低減処理部１
５０”は、暫定値が示す強度よりも高い強度のノイズ低減処理を対象復号画像に対して施
してもよい。バラエティ番組の映像は、テロップが多く含まれるためにノイズが目立ち易
いからである。
【０１０１】
　さらに、動画像コンテンツのジャンルがドキュメントである場合にも、ノイズ低減処理
部１５０”は、暫定値が示す強度よりも高い強度のノイズ低減処理を対象復号画像に対し
て施してもよい。ドキュメント番組は、屋外ロケにより製作されることも多く、番組中に
平均明度の高いシーンが多くなる傾向があることから、映像中のノイズが目立ち易いから
である。
【０１０２】
　なお、ノイズ低減処理部１５０”は、対象復号画像のメタデータを参照することで、対
象復号画像の解像度を特定するとともに、動画像コンテンツのジャンルを特定してもよい
。この場合、ノイズ低減処理部１５０”は、対象復号画像の解像度と動画像コンテンツの
ジャンルとの両方に基づいて、復号画像に対して施すノイズ低減処理の強度を決定しても
よい。
【０１０３】
　（実施形態３の付記事項２）
　例えば映像処理装置１００”をデジタルテレビとして実施する場合には、ノイズ低減処
理部１５０”を以下のように構成することができる。
【０１０４】
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　すなわち、ノイズ低減処理部１５０”は、映像処理装置１００”の現在の画質モード（
ＡＶモード）に基づいて、対象復号画像に対して施すノイズ低減処理の強度を調整しても
よい。
【０１０５】
　具体的には、ＡＶモードが映画モードである場合、ノイズ低減処理部１５０”は、対象
復号画像に対して施すノイズ低減処理の強度を微弱にするか、あるいは、対象復号画像に
対してノイズ低減処理を施さないようにしてもよい。映画モードはコントラスト感よりも
階調感を引き立たせるモードであるため、ノイズ低減処理を施さないほうが適切な画像が
得られるからである。
【０１０６】
　また、ＡＶモードが標準モードである場合、ノイズ低減処理部１５０”（サブ調整手段
）は、暫定値が示す強度よりも少し高い強度のノイズ低減処理を対象復号画像に対して施
すようにしてもよい。ＡＶモードを標準モードにして閲覧する映像はオンエアー放送の映
像であるケースが多いと考えられ、オンエアー放送では、ノイズの原因になり易いテロッ
プが多く使用されるからである。
【０１０７】
　さらに、ＡＶモードがダイナミックモードである場合、ノイズ低減処理部１５０”は、
暫定値が示す強度よりも非常に高い強度のノイズ低減処理を対象復号画像に対して施すよ
うにしてもよい。ダイナミックモードは、映像を明るく、色鮮やかに、且つ、くっきりさ
せるための画像処理を行うモードであり、このような画像処理で目立ち易くなるノイズを
低減させるために、非常に高い強度のノイズ低減処理を施すのが好ましいからである。
【０１０８】
　（実施形態３の付記事項３）
　映像処理装置１００”には、記憶部１３０およびヒストグラム処理部１４０が設けられ
ていなくてもよい。この場合、ノイズ低減処理部１５０”は、動画像コンテンツの解像度
、動画像コンテンツのジャンル、および、映像処理装置１００”の現在の画質モードとい
う３種類の要素のうちの１種類以上の要素のみに基づいて、復号画像に施すノイズ低減処
理の強度を決定してもよい。
【０１０９】
　例えば、映像処理装置１００”は、動画像コンテンツの解像度のみに基づいて、復号画
像に施すノイズ低減処理の強度を決定してもよい。すなわち、復号画像の輝度ヒストグラ
ムおよびエッジヒストグラムに関係なく、復号画像データの解像度が所定の解像度より低
い場合には、復号画像データの解像度が所定の解像度以上である場合よりも高い強度のノ
イズ低減処理を施してもよい。
【０１１０】
　また、例えば、映像処理装置１００”は、動画像コンテンツのジャンルのみに基づいて
、復号画像に施すノイズ低減処理の強度を決定してもよい。すなわち、復号画像の輝度ヒ
ストグラムおよびエッジヒストグラムに関係なく、以下の（１）～（３）に示すようにノ
イズ低減処理の強度を決定してもよい。
（１）ジャンルが映画である場合にはノイズ低減処理の強度を非常に低くする。
（２）ジャンルがスポーツである場合には、動画像コンテンツが特定競技に関するもので
あるときはノイズ低減処理の強度を高くし、動画像コンテンツがその他の競技に関するも
のであるときはノイズ低減処理の強度を低くする。
（３）ジャンルがバラエティまたはドキュメントである場合には、ノイズ低減処理の強度
を高くする。
【０１１１】
　また、例えば、映像処理装置１００”は、映像処理装置１００”の現在の画質モード（
ＡＶモード）のみに基づいて、復号画像に施すノイズ低減処理の強度を決定してもよい。
すなわち、復号画像の輝度ヒストグラムおよびエッジヒストグラムに関係なく、以下の（
４）～（６）に示すようにノイズ低減処理の強度を決定してもよい。
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（４）ＡＶモードが映画モードである場合には、ノイズ低減処理の強度を非常に低くする
。
（５）ＡＶモードが標準モードである場合には、ノイズ低減処理の強度をある程度高めに
する。
（６）ＡＶモードがダイナミックモードである場合には、ノイズ低減処理の強度を非常に
高くする。
【０１１２】
　（その他の付記事項）
　（付記事項１）
　本発明は、上述した映像処理装置１００、１００’、１００”に限られない。例えば、
本発明は、映像取得部１１０、復号処理部１２０、記憶部１３０、ヒストグラム処理部１
４０（１４０’）、ノイズ低減処理部１５０（１５０’）および表示部（図示せず）を備
え、復号処理部１２０によって放送信号として伝送されるＴＳ（Transport Stream）を復
号し、復号して得られた映像を表示部に表示するテレビジョン受像機として実現できる。
【０１１３】
　（付記事項２）
　本発明は、上述した映像処理装置１００、１００’のような映像（動画像）を処理する
装置としてだけでなく、静止画像を処理する装置としても実現できる。
【０１１４】
　（付記事項３）
　実施形態１では、ノイズ低減処理部１５０が、エッジヒストグラムの特徴量、輝度ヒス
トグラムの特徴量、および、平均画像レベルを示す特徴量を算出し、３つの特徴量に基づ
いて対象復号画像に高い強度の平滑化処理を施すか低い強度の平滑化処理を施すかを決定
した。また、実施形態２では、ノイズ低減処理部１５０’が、エッジヒストグラムの特徴
量のみに基づいて対象復号画像に高い強度の平滑化処理を施すか低い強度の平滑化処理を
施すかを決定した。
【０１１５】
　本発明はこれらの構成に限定されない。ヒストグラム処理部は、エッジヒストグラムの
特徴量および輝度ヒストグラムの特徴量という２つの特徴量を算出し、ノイズ低減処理部
は、これら２つの特徴量に基づいて対象復号画像に高い強度の平滑化処理を施すか低い強
度の平滑化処理を施すかを決定してもよい。
【０１１６】
　また、ヒストグラム処理部は、エッジヒストグラムの特徴量および平均画像レベルを示
す特徴量という２つの特徴量を算出し、ノイズ低減処理部は、これら２つの特徴量に基づ
いて対象復号画像に高い強度の平滑化処理を施すか低い強度の平滑化処理を施すかを決定
してもよい。
【０１１７】
　（付記事項４）
　上述したノイズ低減処理は、
・３Ｄノイズ低減処理
・２Ｄノイズ低減処理
に大別することができる。
【０１１８】
　ここで、３Ｄノイズ低減処理は、対象フレームと、１または複数の他のフレームとを参
照して行われるものである。
【０１１９】
　３Ｄノイズ低減処理は、具体的には、対象フレームにおける対象領域と、対象フレーム
を起点として時間的に前後に位置する１または複数の参照フレームにおける対象領域との
平均を画素毎にとることによって、ノイズ低減後の画像を生成する処理のことである。
【０１２０】
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　ここで、上述したノイズ低減処理部は、より強い３Ｄノイズ低減処理を適用する場合に
は、参照フレームの枚数を多くし、より弱い３Ｄノイズ低減処理を適用する場合には、参
照フレームの枚数を少なくする。
【０１２１】
　なお、３Ｄノイズ低減処理における上記の平均処理は、ノイズ低減後の画像がより高画
質となるように設定された重み係数を用いるものでもよい。
【０１２２】
　一方で、２Ｄノイズ低減処理は、対象フレームにおける対象画素と、当該対象フレーム
において、当該対象画素の周辺に設定された参照領域に含まれる参照画素とを参照して行
われるものである。
【０１２３】
　２Ｄノイズ低減処理は、具体的には、対象フレームにおける対象画素の画素値と、当該
対象フレームにおいて、当該対象画素の周辺に設定された参照領域に含まれる参照画素の
画素値とを平均することによって、ノイズ低減後の画像を生成する処理のことである。
【０１２４】
　ここで、上述したノイズ低減処理部は、より強い２Ｄノイズ低減処理を適用する場合に
は、参照領域を大きく設定し、より弱い２Ｄノイズ低減処理を適用する場合には、参照領
域を小さく設定する。
【０１２５】
　なお、２Ｄノイズ低減処理における上記の平均処理は、ノイズ低減後の画像がより高画
質となるように設定された重み係数を用いるものでもよい。
〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る画像処理装置（映像処理装置１００’）は、上記課題を解決する
ために、画像を構成する各画素の隣接する画素との輝度差の大きさに関する度数分布デー
タを第１の度数分布データ（エッジヒストグラム）として生成する第１生成手段（エッジ
ヒストグラム生成部１４１）と、上記第１の度数分布データに関し、所定の階級より高い
各階級の度数を加算した値の総度数に対する比が所定の閾値以上であるか否かを判定する
第１判定手段（ノイズ低減処理部１５０’）と、上記画像に平滑化処理を施す平滑化処理
手段（ノイズ低減処理部１５０’）と、上記第１判定手段により上記比が所定の閾値以上
であると判定されたか否かに基づいて上記平滑化処理の平滑化強度を調整する調整手段（
ノイズ低減処理部１５０’）と、を備え、上記平滑化処理手段は、上記調整手段による調
整後の平滑化強度の上記平滑化処理を上記画像に対して施すように構成されている、こと
を特徴としている。
【０１２６】
　上記の構成によれば、本発明に係る画像処理装置は、隣接する画素との輝度差が大きい
画素（すなわち、エッジ部分）が多く含まれている画像（第１判定手段により比が所定の
閾値以上であると判定される画像）には、通常、高い強度の平滑化処理を施し、隣接する
画素との輝度差が大きい画素（エッジ部分）があまり含まれていない画像（第１判定手段
により比が所定の閾値未満であると判定される画像）には、通常、低い強度の平滑化処理
を施す。
【０１２７】
　したがって、本発明に係る画像処理装置は、高い強度の平滑化処理によって、エッジ部
分が多く含まれている画像中のモスキートノイズを低減することができる。また、本発明
に係る画像処理装置は、エッジ部分があまり含まれていないためにモスキートノイズがそ
れほど含まれていない画像には低い強度の平滑化処理しか施さないので、平滑化処理によ
り画像がぼやけて品質が劣化してしまうことを抑制できる。
【０１２８】
　したがって、本発明に係る画像処理装置は、画像に対して、その画像の特性に応じた効
果的な平滑化処理を施すことができる。
【０１２９】
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　本発明の態様１０に係る画像処理方法は、上記課題を解決するために、画像を構成する
各画素の隣接する画素との輝度差の大きさに関する度数分布データを生成する生成工程と
、上記度数分布データに関し、所定の階級より高い各階級の度数を加算した値の総度数に
対する比が所定の閾値以上であるか否かを判定する第１判定工程と、上記画像に平滑化処
理を施す平滑化処理工程と、上記第１判定工程にて上記比が所定の閾値以上であると判定
されたか否かに基づいて上記平滑化処理の平滑化強度を調整する調整工程と、を含み、上
記平滑化処理工程にて、上記調整工程での調整後の平滑化強度の上記平滑化処理を上記画
像に対して施すように構成されている、ことを特徴としている。
【０１３０】
　上記の構成によれば、本発明に係る画像処理方法は、本発明に係る画像処理装置と同様
の作用効果を奏する。
【０１３１】
　本発明の態様２に係る画像処理装置（映像処理装置１００）は、態様１において、画像
を構成する各画素の輝度の大きさに関する度数分布データを第２の度数分布データ（輝度
ヒストグラム）として生成する第２生成手段（輝度ヒストグラム生成部１４２）と、上記
第２の度数分布データに関し、所定の階級より高い各階級の度数を加算した値の総度数に
対する比が所定の閾値以上であるか否かを判定する第２判定手段（ノイズ低減処理部１５
０）と、を更に備え、上記調整手段（ノイズ低減処理部１５０）は、上記第２判定手段に
より上記比が所定の閾値以上であると判定されたか否かに基づいて上記平滑化強度を調整
するように構成されている、ことが望ましい。
【０１３２】
　ここで、高輝度画素を多く含む画像には、それほど多くのモスキートノイズが含まれて
いなくとも、そのモスキートノイズが目立ちやすいという特徴がある。
【０１３３】
　上記の構成によれば、本発明に係る画像処理装置は、モスキートノイズが目立ちやすい
、高輝度画素を多く含む画像（第２判定手段により比が所定の閾値以上であると判定され
る画像）の品質を改善することができるという更なる効果を奏する。
【０１３４】
　本発明の態様３に係る画像処理装置は、上記態様１または２において、上記画像の平均
画像レベルを算出する算出手段（特徴量算出部１４３）と、上記平均画像レベルが所定の
閾値以上であるか否かを判定する第３判定手段（ノイズ低減処理部１５０、１５０’）と
、を更に備え、上記調整手段は、上記第３判定手段により上記平均画像レベルが所定の閾
値以上であると判定されたか否かに基づいて上記平滑化強度を調整するように構成されて
いる、ことが望ましい。
【０１３５】
　平均画像レベルが高い画像には、それほど多くのモスキートノイズが含まれていなくと
も、そのモスキートノイズが目立ちやすいという特徴がある。
【０１３６】
　上記の構成によれば、本発明に係る画像処理装置は、モスキートノイズが目立ちやすい
、平均画像レベルが高い画像（第３判定手段により平均画像レベルが所定の閾値以上であ
ると判定される画像）の品質を改善することができるという更なる効果を奏する。
【０１３７】
　本発明の態様４に係る画像処理装置は、上記態様１において、上記調整手段が、上記第
１判定手段により上記比が所定の閾値以上であると判定された場合には、上記第１判定手
段により上記比が所定の閾値未満であると判定された場合よりも上記平滑化強度を高く調
整するように構成されている、ことが望ましい。
【０１３８】
　本発明の態様５に係る画像処理装置（映像処理装置１００”）は、上記態様１から態様
４のいずれか一態様において、上記調整手段（ノイズ低減処理部１５０”）が、上記画像
が表示される表示部の画面解像度よりも上記画像を表す画像データの解像度が小さい場合
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に上記平滑化強度を高く調整するサブ調整手段であって、上記画像データの解像度が上記
表示部の画面解像度以上である場合に上記平滑化強度を低く調整するサブ調整手段を含ん
でいる、ことが望ましい。
【０１３９】
　上記の構成によれば、上記画像処理装置は、強い平滑化処理を施すとモスキートノイズ
の低減効果よりもディテールが失われるという負の効果が目立ってしまう高解像度（すな
わち、画面解像度以上の解像度）の画像データが表す画像に対しては、弱い平滑化処理を
施す。また、上記画像処理装置は、強い平滑化処理を施してもディテールが失われるとい
う負の効果よりもモスキートノイズの低減効果による画質向上が目立つ低解像度（すなわ
ち、画面解像度未満の解像度）の画像データが表す画像に対しては、強い平滑化処理を施
す。
【０１４０】
　したがって、上記画像処理装置は、画像に対して、その画像の特性に応じたより効果的
な平滑化処理を施すことができる。
【０１４１】
　本発明の態様６に係る画像処理装置（映像処理装置１００”）は、上記態様１から態様
４のいずれか一態様において、自装置に設定されている画質モードを特定する画質モード
特定手段（ノイズ低減処理部１５０”）をさらに備え、上記調整手段は、上記画像に対し
て施す上記平滑化処理の平滑化強度を上記画質モードに応じて調整するサブ調整手段（ノ
イズ低減処理部１５０”）を含んでいる、ことが望ましい。
【０１４２】
　また、本発明は、上記画像処理装置（上記態様１から上記態様６のいずれか一態様の画
像処理装置）の各手段を備える動画像処理装置（映像処理装置１００）であって、動画像
を構成する各画像フレームについて、上記第１生成手段が該画像フレームから上記第１の
度数分布データを生成し、上記第１判定手段が該度数分布データに関して上記比が所定の
閾値以上であるか否かを判定し、該比が所定の閾値以上であると判定されたか否かに基づ
いて上記調整手段が上記平滑化処理の平滑化強度を調整し、上記平滑化処理手段が、上記
調整手段による調整後の平滑化強度の上記平滑化処理を該画像フレームに対して施す、こ
とを特徴とする動画像処理装置（本発明の態様７の動画処理装置）としても実現できる。
【０１４３】
　また、本発明の態様８に係る動画像処理装置（映像処理装置１００”）は、上記態様７
において、上記動画像のコンテンツが属するジャンルを特定するジャンル特定手段（ノイ
ズ低減処理部１５０”）をさらに備え、上記調整手段は、上記画像フレームに対して施す
上記平滑化処理の平滑化強度を上記ジャンルに応じて調整するサブ調整手段（ノイズ低減
処理部１５０”）を含んでいる、ことが望ましい。
【０１４４】
　なお、本発明の態様９に係る動画像処理装置は、上記動画像処理装置（上記態様７また
は態様８の動画像処理装置）の各手段を備えていることを特徴とするテレビジョン受像機
としても実現できる。
【０１４５】
　また、上記画像処理装置（上記態様１から上記態様６のいずれか一態様の画像処理装置
、または、上記態様７もしくは上記態様８の動画像処理装置）が備えている各手段として
コンピュータを動作させるためのプログラム、及び、そのようなプログラムを記録してい
るコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の範疇に含まれる。
〔本発明に関連する発明についての説明〕
　以下、本発明に関連する発明（本説明においては、当該発明を「本発明」と称する）に
ついて説明する。
【０１４６】
　〔発明の名称〕映像処理装置、映像処理方法、テレビジョン受像機、プログラム、及び
記録媒体
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　〔技術分野〕
本発明は、主に、映像の品質を改善する画像処理装置及び画像処理方法に関する。
【０１４７】
　〔背景技術〕
　映像の品質を改善するために、従来から様々な技術が開発されている。
【０１４８】
　例えば、特許文献Ａには、映像の特徴に応じて、グレースケールのコントラストに加え
、色彩のコントラストや、動きのコントラストを向上し、画質を改善することを目的とす
る表示装置が開示されている。特許文献１の表示装置は、まず、輝度、色、エッジ、動き
のヒストグラムから、映像の特徴を抽出し、ヒストグラムパターンとそれに効果的なフィ
ルタパラメータとのデータベースから、適切なフィルタとフィルタパラメータとを決定す
る。次に、該決定に基づき、差分強調フィルタ、コントラスト補正フィルタ、輝度増幅フ
ィルタ、色差変換フィルタを選択し、フィルタパラメータを設定し、該フィルタパラメー
タに基づいてデータ処理し、例えば液晶パネルへ映像データを出力する。
【０１４９】
　また、圧縮符号化した映像を復号する過程で生じるノイズを低減するための技術も開発
されている。
【０１５０】
　例えば、近時では、映像データは、ＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）－２方
式、ＭＰＥＧ－４方式などで圧縮符号化されて、送信、放送、および蓄積が行われている
。これらの方式では、画像がブロック化され、個々のブロックごとに２次元ＤＣＴ（離散
コサイン変換）が施され、変換後の値（変換係数）が量子化され、量子化後の変換係数ご
とに符号化が行われている。
【０１５１】
　このため、変換係数の量子化が粗くなると、復号時に、隣接するブロックどうしが異な
ったレベルとなり、このレベルの差により、隣接するブロックの境界部分で輝度値などの
連続性が失われ、その結果、ブロック状の符号化ノイズが表示されることになる。この符
号化ノイズはブロックノイズと呼ばれている。
【０１５２】
　また、画像内にエッジなどの急激な輝度変化が存在すると、多数の高周波数成分が発生
する。このとき、量子化が粗いために高周波域の変換係数が０とみなされてしまうと、復
号時に、変換係数のうち高周波域の成分が不足し、その結果、波状の符号化ノイズが表示
されることになる。この符号化ノイズは、蚊が飛んでいるように見えることから、モスキ
ートノイズと呼ばれている。
【０１５３】
　上記ブロックノイズおよび上記モスキートノイズは、映像の圧縮率および内容によって
出現する。例えば、多数の葉が揺れ動いている映像、海の波の映像など、動きのある映像
は、圧縮率が高くなるため、表示される映像にブロックノイズが散見されることになり、
当該映像の表示品位が低下する結果となる。
〔先行技術文献〕
〔特許文献〕
〔特許文献Ａ〕特開２００４－１９８４７９号公報（２００４年０７月１５日公開）
〔発明の概要〕
　〔発明が解決しようとする課題〕
　ブロックノイズについては、隣接するブロックの境界部分をぼかす平滑化（平均化）を
行うことにより、低減することができる。しかしながら、ブロックノイズを低減するため
に平滑化の度合いを強くすると、ブロックノイズが目立つ映像では、表示品位の低下をさ
らに抑えることができるが、動きが少なくブロックノイズが目立たない映像では、ぼけた
映像となり、表示品位が低下することになる。
【０１５４】
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　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、ブロックノイズが目
立つ映像であるかを適切に判定できる映像処理装置などを提供することにある。
【０１５５】
　〔課題を解決するための手段〕
　ブロックノイズは、マラソンの映像、競馬の映像、スタジオで撮影された映像など、映
像内にて被写体が動き、かつその動く部分が多い映像において目立つ傾向にある。
【０１５６】
　そこで、本発明の一態様に係る映像処理装置は、映像信号を復号して得られた映像のブ
ロックノイズを低減する映像処理装置であって、上記課題を解決するために、上記映像に
おける輝度の度数分布を算出する度数分布算出手段と、該度数分布算出手段が算出した輝
度の度数分布について、フレーム間の変化量を算出する変化量算出手段と、上記映像にお
けるフレーム間の輝度の差分を画素ごとに算出する差分算出手段と、該差分算出手段が算
出したフレーム間の輝度の差分の大きさが所定値以上である画素数を算出する画素数算出
手段と、上記変化量算出手段が算出した変化量が所定値以下であり、かつ、上記画素数算
出手段が算出した画素数が所定値以上である上記映像に対しブロックノイズの低減を行う
ノイズ低減手段とを備えることを特徴としている。
【０１５７】
　また、本発明の他の態様に係る映像処理方法は、映像信号を復号して得られた映像のブ
ロックノイズを低減する映像処理方法であって、上記課題を解決するために、上記映像に
おける輝度の度数分布を算出する度数分布算出工程と、該度数分布算出工程にて算出され
た輝度の度数分布について、フレーム間の変化量を算出する変化量算出工程と、上記映像
におけるフレーム間の輝度の差分を画素ごとに算出する差分算出工程と、該差分算出工程
にて算出されたフレーム間の輝度の差分の大きさが所定値以上である画素数を算出する画
素数算出工程と、上記変化量算出工程にて算出された変化量が所定値以下であり、かつ、
上記画素数算出工程にて算出された画素数が所定値以上である上記映像に対しブロックノ
イズの低減を行うノイズ低減工程とを含むことを特徴としている。
〔発明の効果〕
　本発明の一態様および他の態様によれば、映像における輝度の度数分布に関するフレー
ム間の変化量が所定値以下であり、かつ、当該映像におけるフレーム間の輝度の差分の大
きさが所定値以上である画素数が所定値以上である場合の映像は、当該映像内にて被写体
が動き、かつその動く部分が多い映像であり、ブロックノイズの目立つ映像であるとして
、当該映像に対しブロックノイズの低減が行われるので、ブロックノイズの目立つ映像で
あるかを適切に判断できるという効果を奏する。
〔発明を実施するための形態〕
　＜実施形態４＞
　本発明の一実施形態に係る映像処理装置は、入力された映像信号を復号して得られた映
像のブロックノイズを低減する機能（ノイズリダクション（ＮＲ）機能）を備えた装置で
ある。本実施形態に係る映像処理装置は、具体的には、映像信号を復号して得られる各復
号画像について、該復号画像はブロックノイズの目立つ画像であるかを、当該復号画像の
輝度から評価し、評価結果に基づいてブロックノイズを低減するように構成されている。
【０１５８】
　以下、本実施形態に係る映像処理装置の詳細について図面を参照しながら説明する。
【０１５９】
　最初に、本実施形態に係る映像処理装置の構成について、図７を参照しながら説明する
。図７は、本実施形態に係る映像処理装置２００の要部構成を示すブロック図である。図
７に示すように、映像処理装置２００は、映像取得部２１０、復号処理部２２０、ブロッ
クノイズ評価部２３０、記憶部２４０、低減強度設定部（強度設定手段）２５０、および
ノイズ低減処理部（ノイズ低減手段）２６０を備えている。
【０１６０】
　（映像取得部２１０）
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　映像取得部２１０は、映像を信号化した映像信号を受け取る。映像取得部２１０は、受
け取った映像信号を復号処理部２２０に供給する。なお、映像信号の取得元は、例えば放
送波、記憶媒体に格納された映像データなど、任意の形態の映像信号源が考えられる。
【０１６１】
　（復号処理部２２０）
　復号処理部２２０は、映像取得部２１０からの映像信号を復号する。復号処理部２２０
が復号する映像信号は、例えば、ＭＰＥＧ－１、ＭＰＥＧ－２、及び、Ｈ．２６４／ＭＰ
ＥＧ－４．ＡＶＣ（Advanced Video Coding）等によって圧縮符号化されている。
【０１６２】
　復号処理部２２０は、映像信号から復号画像を順次生成する。復号処理部２２０は、生
成した復号画像をノイズ低減処理部２６０に供給すると共に、生成した復号画像の輝度デ
ータをブロックノイズ評価部２３０に供給する。なお、復号処理部２２０は、上記輝度デ
ータと共に、或いは上記輝度データの代わりに、上記復号画像のＲ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青
）データをブロックノイズ評価部２３０に供給してもよい。
【０１６３】
　具体的には、復号処理部２２０は、画面内予測（イントラ予測）及び画面間予測（イン
ター予測）の何れかを用いて予測画像を生成し、当該予測画像の各画素値に対して、映像
信号から復号した各画素値を加算することによって、上記復号画像を生成する。
【０１６４】
　復号処理部２２０は、予測画像をインター予測によって生成する場合、すでに復号化さ
れ、図示しないフレームメモリに格納されている１または複数の復号化済み画像を参照し
、当該復号化済み画像を構成する各ブロックに対して、動きベクトルを用いた動き補償を
行うことによって予測画像を生成する。ここで、各動きベクトルを表す動きベクトル情報
は、映像信号から復号される。
【０１６５】
　また、映像信号には、通常、各ブロックに含まれる画素の画素値を、ブロック毎に周波
数変換（例えば、ＤＣＴ変換）した後に、量子化パラメータに応じた量子化処理を施して
得られる量子化変換係数（単に変換係数とも呼ぶ）が含まれている。例えば、映像信号が
８×８画素のブロック毎に符号化されたものである場合、映像信号には８×８成分の量子
化変換係数が各ブロックについて含まれている。
【０１６６】
　このような映像信号を復号する場合、復号処理部２２０は、各変換係数を量子化パラメ
ータを参照して逆量子化した後、逆周波数変換を施すことによって、各画素値を復号する
。
【０１６７】
　また、映像信号に含まれる各フレーム（ピクチャ）は、以下のように大別される。
【０１６８】
　・Ｉピクチャ：他のピクチャを参照することなく復号化することが可能なピクチャ。Ｉ
ピクチャは、例えば、上述したイントラ予測を用いて符号化された画像である。
【０１６９】
　・Ｐピクチャ：他の１枚のピクチャを参照することによって復号化可能なピクチャ。Ｐ
ピクチャは、例えば、上述したインター予測を用いて符号化された画像である。
【０１７０】
　・Ｂピクチャ：他の２枚のピクチャを参照することによって復号化可能なピクチャ。Ｂ
ピクチャは、例えば、上述したインター予測を用いて符号化された画像である。
【０１７１】
　（ブロックノイズ評価部２３０）
　ブロックノイズ評価部２３０は、復号処理部２２０からの復号画像の輝度データを用い
て、対象となる復号画像（対象復号画像）に含まれるブロックノイズの多寡を評価する。
ブロックノイズ評価部２３０は、評価結果を低減強度設定部２５０に供給する。なお、ブ
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ロックノイズ評価部２３０の詳細は後述する。
【０１７２】
　（記憶部２４０）
　記憶部２４０は、対象復号画像に対するノイズ低減処理の強度を設定するための低減強
度設定用テーブル２４１を記憶している。記憶部２４０は、例えばＨＤＤ（Hard Disk Dr
ive）などの記憶装置を用いて構成することができる。なお、低減強度設定用テーブル２
４１の詳細は後述する。
【０１７３】
　（低減強度設定部２５０）
　低減強度設定部２５０は、記憶部２４０の低減強度設定用テーブル２４１を参照して、
ブロックノイズ評価部２３０の評価結果に対応する上記ノイズ低減処理の強度を設定する
。
低減強度設定部２５０は、設定した強度をノイズ低減処理部２６０に供給する。
【０１７４】
　（ノイズ低減処理部２６０）
　ノイズ低減処理部２６０は、対象復号画像に対し、低減強度設定部２５０からの強度で
、ノイズを低減するノイズ低減処理を行う。ノイズ低減処理部２６０は、上記ノイズ低減
処理を行った対象復号画像を、映像処理装置２００の外部に出力する。
【０１７５】
　次に、ブロックノイズ評価部２３０の詳細と、低減強度設定用テーブル２４１の詳細と
について説明する。
【０１７６】
　（ブロックノイズにより品質が劣化し易い復号画像について）
　以下のような映像には、ブロックノイズが散見され目立つことにより、映像品質が劣化
している可能性が高い。
【０１７７】
　以下のような映像には、ブロックノイズが散見され（目立ち）、映像品質が劣化してい
る可能性が高い。
（１）木々に茂った多数の葉が風で揺れている映像のように、輝度の高周波成分を多く含
む被写体（多数の葉）が動いている映像。
（２）マラソン大会にて定点カメラで撮影された映像のように、背景は動かないが、多数
の被写体（ランナー）が動いている映像。
（３）海の波の映像のように、単色ではなく、グラデーションとなっている多数の部分が
動いている映像。
（４）競馬での映像のように、背景が一方向に高速で移動しているが、多数の被写体（馬
および騎手）が映像内に含まれ、かつ、動いている映像。
【０１７８】
　すなわち、映像内にて被写体が動き、かつその動く部分が多い映像において、ブロック
ノイズが散見され易く目立ち易いという傾向がある。そこで、本実施形態の映像処理装置
２００では、この点に着目し、映像内にて被写体が動き、かつその動く部分が多い映像に
、対象復号画像が該当する度合いを、対象復号画像（対象フレーム）の輝度と、以前に受
け取った復号画像（前フレーム）の輝度を用いてブロックノイズ評価部２３０が推定して
いる。そして、推定した度合いに基づいて、低減強度設定部２５０がノイズ低減処理の強
度を設定している。
【０１７９】
　（ブロックノイズ評価部２３０の詳細）
　ブロックノイズ評価部２３０は、度数分布算出部（度数分布算出手段）２３１、変化量
算出部（変化量算出手段）２３２、差分算出部（差分算出手段）２３３、および画素数算
出部（画素数算出手段）２３４を備えている。
【０１８０】
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　（度数分布算出部２３１および変化量算出部２３２）
　度数分布算出部２３１は、復号処理部２２０から復号画像の輝度データを受け取ると、
当該復号画像における輝度の度数分布を算出する。度数分布算出部２３１は、算出した輝
度の度数分布を変化量算出部２３２に供給する。
【０１８１】
　変化量算出部２３２は、度数分布算出部２３１からの輝度の度数分布を受け取ると、該
輝度の度数分布について、フレーム間の変化量を算出する。具体的には、変化量算出部２
３２は、対象フレームにおける輝度の度数分布と、前フレームにおける輝度の度数分布と
の差分を輝度の階級ごとに算出し、各階級の差分の絶対値（大きさ）の合計を、上記変化
量として算出する。変化量算出部２３２は、算出した差分の絶対値の総和を低減強度設定
部２５０に供給する。なお、前フレームは、対象フレームの直前のフレームとしてもよい
し、対象フレームから所定フレーム数だけ前のフレームとしてもよい。
【０１８２】
　図８は、度数分布算出部２３１および変化量算出部２３２にて算出された度数分布の一
例を示すヒストグラムである。同図の（ａ）・（ｂ）は、それぞれ、度数分布算出部２３
１が算出した前フレームおよび対象フレームの輝度のヒストグラムである。また、同図の
（ｃ）は、変化量算出部２３２が算出した変化量（フレーム間の輝度の差分の絶対値）の
ヒストグラムである。なお、図示の例では、輝度は０～２５５の階級で示されているが、
これに限定されるものではない。
【０１８３】
　対象フレームおよび前フレームからなる映像において、被写体が上記映像内に存在する
場合、例え被写体が動いても上記変化量は小さい。例えば、背景が同じであれば、被写体
が上記映像内の何れの位置にあっても、上記ヒストグラムは同じである。しかしながら、
被写体の一部または全部が上記映像にフレームインしたり、上記映像からフレームアウト
したりする場合、上記変化量が大きくなる。すなわち、上記変化量は、被写体の動きが、
上記映像内での動きであるか、或いは、上記映像内および上記映像外の一方から他方への
動きであるかを判断する基準となる。
【０１８４】
　実施例では、上記変化量が全画素数の１０％（所定値）以下である場合、被写体の動き
が上記映像内での動きである可能性が高いと判断し、上記変化量が全画素数の１０％より
大きく１５％より小さい場合、当該可能性が中位と判断し、上記変化量が全画素数の１５
％以上である場合、当該可能性が低いと判断している。
【０１８５】
　（差分算出部２３３および画素数算出部２３４）
　差分算出部２３３は、復号処理部２２０から復号画像の輝度データを受け取ると、該復
号画像の画素ごとに、対象フレームの輝度と前フレームの輝度との差分を算出する。差分
算出部２３３は、算出した各画素の差分を画素数算出部２３４に供給する。
【０１８６】
　画素数算出部２３４は、差分算出部２３３からの各画素の差分を受け取ると、該差分の
絶対値（大きさ）に基づき各画素を分類し、各分類の画素数を算出する。画素数算出部２
３４は算出した画素数を低減強度設定部２５０に供給する。
【０１８７】
　被写体が動くと、フレーム間の輝度の差分が発生する。従って、実施例では、上記輝度
の差分の絶対値に基づき以下のように分類する。なお、輝度の階調は１０２４とする。
【０１８８】
　すなわち、上記輝度の差分の絶対値が０～１である画素は、全く動きの無い画素とみな
して、「差分無」に分類する。また、上記輝度の差分の絶対値が２～２４である画素は、
微少なノイズを含む画素とみなして、「差分小」に分類する。そして、上記輝度の差分の
絶対値が２５～１０２３である画素は、動きのある画素とみなして、「差分大」に分類す
る。
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【０１８９】
　また、被写体の動く部分が多いと、フレーム間の輝度の差分が発生する画素数が多くな
る。すなわち、「差分大」に分類されている画素数（上記差分の絶対値が２５（所定値）
以上である画素数）は、被写体の動く部分の多さに対応する。
【０１９０】
　図９は、動きのある映像における各分類の画素数の一例を示すヒストグラムである。図
示の例では、「差分大」に分類されている画素数が、他に分類されている画素数よりも多
くなっていることが理解できる。
【０１９１】
　実施例では、「差分大」に分類される画素数が全画素数の１５％以下である場合、被写
体の動く部分が少ないと判断し、当該画素数が全画素数の１５％よりも大きく１９％より
も小さい場合、被写体の動く部分が中位と判断し、当該画素数が全画素数の１９％（所定
値）以上である場合、被写体の動く部分が多いと判断している。これらの数値は、マラソ
ン大会の映像などを分析した結果、導き出されたものである。
【０１９２】
　（低減強度設定用テーブル２４１）
　図１０は、記憶部２４０に記憶される低減強度設定用テーブル２４１の一例を表形式で
示す図である。図示のように、低減強度設定用テーブル２４１は、上記変化量の全画素数
に対する割合と、「差分大」に分類される画素数の全画素数に対する割合とが、ブロック
ノイズの低減処理の強度（無し・弱・中・強）に対応付けられている。
【０１９３】
　例えば、上記変化量が全画素数の１０％以下であり、かつ、「差分大」に分類される画
素数が全画素数の１９％以上である場合、被写体の動きが上記映像内での動きである可能
性が高く、かつ、被写体動く部分が多いので、ブロックノイズが目立つ映像であると推定
され、ブロックノイズの低減処理の強度が「強」に設定される。
【０１９４】
　一方、上記変化量が全画素数の１５％以上であり、かつ、「差分大」に分類される画素
数が全画素数の１５％以下である場合、被写体の動きが上記映像内での動きである可能性
が低く、かつ、被写体動く部分が少ないので、ブロックノイズが目立たない映像であると
推定され、ブロックノイズの低減処理の強度が「無し」に設定される。すなわち、ブロッ
クノイズの低減処理が行われない。
【０１９５】
　従って、本実施形態の映像処理装置２００は、ブロックノイズの目立つ映像であるかを
適切に判断することができる。その結果、ブロックノイズの目立つ映像に対しブロックノ
イズの低減を行うことにより、表示品位の低下を抑えることができる。また、ブロックノ
イズの目立たない映像に対しブロックノイズの低減を行わないようにすることができるの
で、当該映像に対しブロックノイズの低減を行うことにより表示品位が低下することを防
止することができる。その結果、ブロックノイズの適切な低減処理を行うことができる。
【０１９６】
　（映像処理装置２００の動作）
　次に、本実施形態の映像処理装置２００におけるノイズ低減処理に関する動作について
、図１１を参照しながら説明する。図１１は、映像処理装置２００のノイズ低減処理に関
する動作を示すフローチャート図である。
【０１９７】
　（ステップＳ１００：復号画像の生成）
　映像取得部２１０が映像信号を取得すると、取得した映像信号を復号処理部２２０が復
号化して復号画像を生成する。
【０１９８】
　（ステップＳ１０１：輝度の度数分布の算出（度数分布算出工程））
　度数分布算出部２３１は、復号処理部２２０が生成した復号画像の輝度を用いて、当該
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復号画像における輝度の度数分布（図８の（ａ）・（ｂ））を算出する。
【０１９９】
　（ステップＳ１０２：上記度数分布に関するフレーム間の変化量の算出（変化量算出工
程））
　変化量算出部２３２は、度数分布算出部２３１が算出した輝度の度数分布を用いて、対
象フレームにおける輝度の度数分布（図８の（ａ））と、前フレームにおける輝度の度数
分布（図８の（ｂ））との差分を輝度の階級ごとに算出する。次に、変化量算出部２３２
は、算出した各階級の差分の絶対値（図８の（ｃ））の合計を、輝度の度数分布に関する
フレーム間の変化量として算出する。
【０２００】
　（ステップＳ１０３：輝度に関するフレーム間の差分の算出（差分算出工程））
　差分算出部２３３は、復号処理部２２０が生成した復号画像の輝度を用いて、該復号画
像の画素ごとに、対象フレームの輝度と前フレームの輝度との差分を算出する。
【０２０１】
　（ステップＳ１０４：差分の絶対値の度数分布の算出（画素数算出工程））
　画素数算出部２３４は、差分算出部２３３が算出した各画素の差分の絶対値に基づき各
画素を分類し、各分類の画素数（度数）を算出する（図９）。
【０２０２】
　（ステップＳ１０１～Ｓ１０４：補足）
　なお、ステップＳ１０３・Ｓ１０４は、ステップＳ１０１・Ｓ１０２よりも先に行って
もよいし、Ｓ１０１・Ｓ１０２と同時に行ってもよい。
【０２０３】
　（ステップＳ１０５：ノイズ低減処理の強度の設定）
　低減強度設定部２５０は、記憶部２４０の低減強度設定用テーブル２４１（図１０）を
参照して、ブロックノイズ評価部２３０の評価結果に対応するノイズ低減処理の強度を設
定する。具体的には、低減強度設定部２５０は、ステップＳ１０２にて算出された輝度の
度数分布に関するフレーム間の変化量の全画素数に対する割合と、ステップＳ１０４にて
算出された「差分大」分類の画素数の全画素数に対する割合とに対応する上記強度を設定
する。
【０２０４】
　（ステップＳ１０６：ノイズ低減処理（ノイズ低減工程））
　ノイズ低減処理部２６０は、対象復号画像に対し、低減強度設定部２５０が設定した強
度で、ブロックノイズを低減するノイズ低減処理を行う。そして、ノイズ低減処理部２６
０は、ブロックノイズが低減された対象復号画像を、映像処理装置２００の外部に出力し
て、処理を終了する。
【０２０５】
　なお、映像処理装置２００は、映像信号から復号した各復号画像を対象として、以上の
処理を施すことになる。
【０２０６】
　（映像処理装置２００の利点）
　以上のように、本実施形態の映像処理装置２００では、対象復号画像がブロックノイズ
の目立つ画像であるかをブロックノイズ評価部２３０が適切に判断することができる。そ
の結果、ブロックノイズの目立つ対象復号画像に対し、ノイズ低減処理部２６０がブロッ
クノイズの低減を行うことにより、表示品位の低下を抑えることができる。また、ブロッ
クノイズの目立たない対象復号画像に対し、ノイズ低減処理部２６０がブロックノイズの
低減を行わないようにすることができるので、当該対象復号画像に対しブロックノイズの
低減を行うことにより表示品位が低下することを防止することができる。
【０２０７】
　また、低減強度設定部２５０は、変化量算出部２３２が算出した変化量と、画素数算出
部２３４が算出した画素数とに基づいて、上記ブロックノイズの低減の強度を設定し、ノ
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イズ低減処理部２６０は、低減強度設定部２５０が設定した強度で、上記ブロックノイズ
の低減を行っている。これにより、上記対象復号画像におけるブロックノイズの目立つ程
度に応じた強度で上記ブロックノイズの低減を行うことができ、表示品位の低下を適切に
抑えることができる。
【０２０８】
　＜実施形態５＞
　次に、本発明の別の実施形態について以下に説明する。図１２は、本実施形態に係る映
像処理装置２００の要部構成を示すブロック図である。図１２に示す映像処理装置２００
は、図７～図１１に示す映像処理装置２００に比べて、ノイズ低減処理部２６０にブロッ
クノイズ検出部（ブロックノイズ検出手段）２６１および平滑化フィルタ（平滑化手段）
２６２を備える点と、記憶部２４０にブロックノイズ検出用テーブル２４２を記憶する点
とが異なり、その他の構成は同様である。なお、上記実施形態で説明した構成と同様の機
能を有する構成には同一の符号を付して、その説明を省略する。
【０２０９】
　ブロックノイズ検出用テーブル２４２は、ブロックノイズを検出するためのパラメータ
である。また、ブロックノイズ検出部２６１および平滑化フィルタ２６２は、対象復号画
像のブロックノイズを低減するためのものである。
【０２１０】
　（ブロックノイズ検出部２６１）
　ブロックノイズ検出部２６１は、記憶部２４０のブロックノイズ検出用テーブル２４２
を参照して、低減強度設定部２５０からの強度に対応するパラメータで、対象復号画像に
含まれるブロックノイズを検出する。ブロックノイズ検出部２６１は、検出したブロック
ノイズの位置情報を平滑化フィルタ２６２に通知する。
【０２１１】
　具体的には、ブロックノイズ検出部２６１は、まず、対象復号画像における隣接する画
素どうしの輝度差が或る閾値（エッジ閾値）以上である部分を、エッジ部分として検出す
る。次に、ブロックノイズ検出部２６１は、検出したエッジ部分の周辺の平坦度を算出す
る。ここで、平坦度とは、輝度の平坦さ（輝度差の少なさ）を示すものであり、次式によ
って算出される。なお、平坦度は、例えば０～２５５に設定され、数値が小さいほど平坦
である。
【０２１２】
　平坦度の算出方法の一例としては、以下のようなものがある。すなわち、まず、隣接す
る画素がエッジ部分であるかの判定を、或る方向（水平方向または垂直方向）に順次行う
。エッジ部分が判定されると、その直前に判定を行った１６個の画素、すなわち、エッジ
部分と判定された画素から上記或る方向の反対向きに並ぶ１６個の画素について、隣接す
る画素同士の輝度値の差を算出する。そして、算出した差の絶対値の平均値を、平坦度と
して算出する。
【０２１３】
　具体的には、上記１６個の画素の輝度値を、それぞれ、Ｙ０～Ｙ１５とすると、次式（
１）で平坦度を算出できる。
平坦度＝（｜Ｙ０－Ｙ１｜＋｜Ｙ１－Ｙ２｜＋｜Ｙ２－Ｙ３｜＋・・・＋｜Ｙ１３－Ｙ１
４｜＋｜Ｙ１４－Ｙ１５｜）／１５　　・・・（１）
　ここで、｜ａ｜は、ａの絶対値を示している。また、輝度値Ｙ０～Ｙ１５が０～２５５
の範囲であれば、上記式（１）の計算結果も０～２５５の範囲となる。
【０２１４】
　次に、ブロックノイズ検出部２６１は、算出した平坦度が或る閾値（ノイズ閾値）以下
である場合、当該エッジ部分がブロックノイズのエッジ部分であると判断する。そして、
ブロックノイズ検出部２６１は、検出したブロックノイズのエッジ部分の位置を平滑化フ
ィルタ２６２に通知する。
【０２１５】



(28) JP 5399578 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　本実施形態では、上述した輝度差のエッジ閾値と平坦度のノイズ閾値とは、低減強度設
定部２５０が設定するノイズ低減処理の強度によって異なっている。上記エッジ閾値およ
び上記ノイズ閾値と上記強度との対応関係がブロックノイズ検出用テーブル２４２に格納
されている。
【０２１６】
　（ブロックノイズ検出用テーブル２４２）
　図１３は、記憶部２４０に記憶されるブロックノイズ検出用テーブル２４２の一例を表
形式で示す図である。図示の例では、ノイズ低減処理の強度が強くなるにつれて、輝度差
のエッジ閾値が低くなる。その結果、ブロックノイズ検出部２６１がエッジ部分を検出し
易くなる。また、上記強度が強くなるにつれて、平坦度のノイズ閾値が高くなる。その結
果、ブロックノイズ検出部２６１は、検出したエッジ部分をブロックノイズのエッジ部分
として判断し易くなる。なお、上記強度が「無し」の場合は、ブロックノイズの低減処理
が行われないので、エッジ閾値およびノイズ閾値が設定されていない。
【０２１７】
　（平滑化フィルタ２６２）
　平滑化フィルタ２６２は、対象復号画像に対し、ブロックノイズ検出部２６１からの位
置情報に基づき、ブロックノイズのエッジ部分において平滑化を行う。これにより、ブロ
ックノイズのエッジ部分の輝度変化が滑らかになるので、当該ブロックノイズが低減され
る。なお、平滑化フィルタ２６２は、低減強度設定部２５０からの強度に基づき上記平滑
化の強度を変更してもよい。
【０２１８】
　（映像処理装置２００の利点）
　以上のように、本実施形態の映像処理装置２００では、ブロックノイズ検出部２６１は
上記対象復号画像に含まれるブロックノイズのエッジ部分を検出し、検出されたエッジ部
分に対し、平滑化フィルタ２６２は平滑化を行っている。従って、上記対象復号画像に含
まれるブロックノイズのエッジ部分に対してのみ平滑化を行うことができるので、上記対
象復号画像のその他の部分に対して平滑化を行うことによる表示品位の低下を防止するこ
とができる。
【０２１９】
　また、ブロックノイズ検出部２６１は、低減強度設定部２５０が設定した強度が強くな
るにつれて、上記ブロックノイズのエッジ部分が検出し易くなっている。これにより、上
記対象復号画像におけるブロックノイズの目立つ程度に応じて、上記ブロックノイズのエ
ッジ部分を検出して平滑化することができる。その結果、表示品位の低下を適切に抑える
ことができる。
【０２２０】
　＜変形例＞
　なお、ブロックノイズは明るい映像に多く見られる。そこで、対象復号画像の平均画像
レベル（ＡＰＬ）を算出し、算出したＡＰＬが大きい（対象復号画像が全体的に明るい）
場合にはノイズ低減処理の強度を上昇する一方、ＡＰＬが小さい（対象復号画像が全体的
に暗い）場合には上記強度を低下させてもよい。この場合、ブロックノイズの低減処理を
さらに効果的に行うことができる。
【０２２１】
　＜実施形態６＞
　次に、本発明の他の実施形態について以下に説明する。図１４は、本実施形態に係る映
像処理装置２００の要部構成を示すブロック図である。図１４に示す映像処理装置２００
は、図７～図１１に示す映像処理装置２００に比べて、ブロックノイズ評価部２３０に青
系画素判定部（青系画素判定手段）２３５および青系画素数決定部（青系画素数決定手段
）２３６をさらに備える点が異なり、その他の構成は同様である。なお、上記実施形態で
説明した構成と同様の機能を有する構成には同一の符号を付して、その説明を省略する。
【０２２２】
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　上述のように、ブロックノイズは海の波の映像に多く見られる。そこで、本実施形態で
は、対象復号画像における画素が青系の色を有するかを判定して、青系の色の画素数を算
出し、当該画素数が多い場合にはノイズ低減処理の強度を上昇する一方、当該画素数が少
ない場合には上記強度を低下させている。これにより、ブロックノイズの低減処理を、映
像のシーンに応じて行うことができ、その結果、表示品位の低下を適切に抑えることがで
きる。
【０２２３】
　（青系画素判定部２３５）
　青系画素判定部２３５は、復号処理部２２０が生成した復号画像のＲＧＢデータを復号
処理部２２０から受け取ると、受け取ったＲＧＢデータに基づいて、上記復号画像の画素
の色が青系の色であるか否かを判定する。青系画素判定部２３５は、判定結果を青系画素
数決定部２３６に供給する。
【０２２４】
　なお、画素の色が青系の色であるか否かは、次式（２）・（３）の両方を満たすか否か
によって判定できる。
（上記画素のＧ（緑）の階調値）＞（上記画素のＲ（赤）の階調値）　　・・・（２）。
（上記画素のＢ（青）の階調値）＞（上記画素のＲ（赤）の階調値）　　・・・（３）。
【０２２５】
　この理由について、図１５を参照して説明する。図１５は、一般的な色度図における色
域を示すグラフである。同図では、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）の他に、シアン
（Ｃy）、マゼンタ（Ｍ）、およびイエロー（Ｙe）が示され、各色のＲＧＢ成分が０～２
５５の階調値で示されている。
【０２２６】
　図１５の色域内において、上記式（２）を満たす領域は、点Ｂと点Ｙeとを結ぶ線分よ
りも点Ｇの側の領域となる。一方、上記式（３）を満たす領域は、点Ｇと点Ｍとを結ぶ線
分よりも点Ｂの側の領域となる。従って、上記式（２）・（３）の両方を満たす領域は、
図１５にてハッチングで示す領域となり、青系の色の領域となる。
【０２２７】
　（青系画素数決定部２３６）
　青系画素数決定部２３６は、青系画素判定部２３５からの判定結果を用いて、上記対象
画像に含まれる上記青系の色の画素数を決定する。具体的には、青系画素数決定部２３６
は、青系の色であるとの判定結果を計数すればよい。青系画素数決定部２３６は、決定し
た上記青系の色の画素数を低減強度設定部２５０に供給する。低減強度設定部２５０では
、記憶部２４０の低減強度設定用テーブル２４１を参照して設定されたノイズ低減処理の
強度について、上記青系の色の画素数が多い場合には上昇させ、当該画素数が少ない場合
には低下させて、ノイズ低減処理部２６０に供給される。これにより、例えば海の波の映
像では、青系の色が多いので、ブロックノイズを大きく低減させることになり、表示品位
の低下を適切に抑えることができる。
【０２２８】
　（付記事項１）
　上述したブロックノイズ低減処理は、
・３Ｄノイズ低減処理
・２Ｄノイズ低減処理
に大別することができる。
【０２２９】
　ここで、３Ｄノイズ低減処理は、対象フレームと、１または複数の他のフレームとを参
照して行われるものである。
【０２３０】
　３Ｄノイズ低減処理は、具体的には、対象フレームにおける対象領域と、対象フレーム
を起点として時間的に前後に位置する１または複数の参照フレームにおける対象領域との
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平均を画素毎にとることによって、ノイズ低減後の画像を生成する処理のことである。
【０２３１】
　ここで、上述した低減強度設定部により、より強い３Ｄノイズ低減処理が設定される場
合には、上述したノイズ低減処理部は参照フレームの枚数を多くし、上述した低減強度設
定部により、より弱い３Ｄノイズ低減処理が設定される場合には、上述したノイズ低減処
理部は参照フレームの枚数を少なくする。
【０２３２】
　なお、３Ｄノイズ低減処理における上記の平均処理は、ノイズ低減後の画像がより高画
質となるように設定された重み係数を用いるものでもよい。
【０２３３】
　一方で、２Ｄノイズ低減処理は、対象フレームにおける対象画素と、当該対象フレーム
において、当該対象画素の周辺に設定された参照領域に含まれる参照画素とを参照して行
われるものである。
【０２３４】
　２Ｄノイズ低減処理は、具体的には、対象フレームにおける対象画素の画素値と、当該
対象フレームにおいて、当該対象画素の周辺に設定された参照領域に含まれる参照画素の
画素値とを平均することによって、ノイズ低減後の画像を生成する処理のことである。
【０２３５】
　ここで、上述した低減強度設定部により、より強い２Ｄノイズ低減処理が設定される場
合には、上述したノイズ低減処理部は参照領域を大きく設定し、上述した低減強度設定部
により、より弱い２Ｄノイズ低減処理が設定される場合には、上述したノイズ低減処理部
は参照領域を小さく設定する。
【０２３６】
　なお、２Ｄノイズ低減処理における上記の平均処理は、ノイズ低減後の画像がより高画
質となるように設定された重み係数を用いるものでもよい。
【０２３７】
　（付記事項２）
　本発明は、上述した映像処理装置２００に限られない。例えば、本発明は、映像取得部
２１０、復号処理部２２０、ブロックノイズ評価部２３０、記憶部２４０、低減強度設定
部２５０、ノイズ低減処理部２６０、および表示部（表示手段、図示せず）を備え、復号
処理部２２０によって放送信号として伝送されるＴＳ（Transport Stream）を復号化し、
復号化して得られた映像を表示部に表示するテレビジョン受像機として実現できる。
【０２３８】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る映像処理装置（映像処理装置２００）は、映像信号を復号して得
られた映像のブロックノイズを低減する映像処理装置であって、上記映像における輝度の
度数分布を算出する度数分布算出手段（度数分布算出部２３１）と、該度数分布算出手段
が算出した輝度の度数分布について、フレーム間の変化量を算出する変化量算出手段（変
化量算出部２３２）と、上記映像におけるフレーム間の輝度の差分を画素ごとに算出する
差分算出手段（差分算出部２３３）と、該差分算出手段が算出したフレーム間の輝度の差
分の大きさが所定値以上である画素数を算出する画素数算出手段（画素数算出部２３４）
と、上記変化量算出手段が算出した変化量が所定値以下であり、かつ、上記画素数算出手
段が算出した画素数が所定値以上である上記映像に対しブロックノイズの低減を行うノイ
ズ低減手段（ノイズ低減処理部２６０）とを備える構成である。
【０２３９】
　上記の構成によると、まず、映像信号を復号して得られた映像における輝度の度数分布
が算出され、算出された輝度の度数分布について、フレーム間の変化量を算出する。被写
体が映像内に存在する場合、例え被写体が動いても上記変化量は小さいが、被写体の一部
または全部が映像にフレームインしたり、映像からフレームアウトしたりする場合、上記
変化量が大きくなる。すなわち、上記変化量は、被写体の動きが、映像内での動きである
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か、或いは、映像内および映像外の一方から他方への動きであるかを判断する基準となる
。
【０２４０】
　一方、上記映像におけるフレーム間の輝度の差分が画素ごとに算出され、算出されたフ
レーム間の輝度の差分の大きさが所定値以上である画素数が算出される。被写体が動くと
、フレーム間の輝度の差分が発生することになり、被写体の動く部分が多いと、上記差分
が発生する画素数が多くなる。すなわち、上記差分の大きさが所定値以上である画素数は
、被写体の動く部分の多さに対応する。
【０２４１】
　そして、算出された変化量が所定値以下であり、かつ、算出された画素数が所定値以上
である場合の映像は、該映像内にて被写体が動き、かつその動く部分が多い映像であり、
ブロックノイズの目立つ映像であると考えられるので、当該映像に対しブロックノイズの
低減が行われる。
【０２４２】
　従って、本発明によると、ブロックノイズの目立つ映像であるかを適切に判断すること
ができる。その結果、ブロックノイズの目立つ映像に対しブロックノイズの低減を行うこ
とにより、表示品位の低下を抑えることができる。また、ブロックノイズの目立たない映
像に対しブロックノイズの低減を行わないようにすることができるので、当該映像に対し
ブロックノイズの低減を行うことにより表示品位が低下することを防止することができる
。
【０２４３】
　なお、上記フレーム間の変化量を算出するには、対象フレームの映像における輝度の度
数分布と、対象フレームよりも前のフレームの映像における輝度の度数分布との差分を階
級ごとに算出し、算出した各階級の差分の絶対値の合計を上記変化量として算出すればよ
い。
【０２４４】
　本発明の態様２に係る映像処理装置は、上記態様１において、上記変化量算出手段が算
出した変化量と、上記画素数算出手段が算出した画素数とに基づいて、上記ブロックノイ
ズの低減の強度を設定する強度設定手段（低減強度設定部２５０）をさらに備えており、
上記ノイズ低減手段は、上記強度設定手段が設定した強度で、上記ブロックノイズの低減
を行うことが好ましい。この場合、上記映像におけるブロックノイズの目立つ程度に応じ
た強度で上記ブロックノイズの低減を行うことができ、表示品位の低下を適切に抑えるこ
とができる。
【０２４５】
　本発明の態様３に係る映像処理装置は、上記態様１において、上記ノイズ低減手段は、
上記映像に含まれるブロックノイズのエッジ部分を検出するブロックノイズ検出手段（ブ
ロックノイズ検出部２６１）と、該ブロックノイズ検出手段が検出したエッジ部分に対し
、平滑化を行う平滑化手段（平滑化フィルタ２６２）とを備えることが好ましい。この場
合、上記映像に含まれるブロックノイズのエッジ部分に対してのみ平滑化を行うことがで
きるので、上記映像のその他の部分に対して平滑化を行うことによる表示品位の低下を防
止することができる。
【０２４６】
　本発明の態様４に係る映像処理装置は、上記態様３において、上記変化量算出手段が算
出した変化量と、上記画素数算出手段が算出した画素数とに基づいて、上記ブロックノイ
ズの低減の強度を設定する強度設定手段（低減強度設定部２５０）をさらに備えており、
上記ブロックノイズ検出手段は、上記強度設定手段が設定した強度が強くなるにつれて、
上記ブロックノイズのエッジ部分が検出し易くなっていることが好ましい。
【０２４７】
　この場合、上記映像におけるブロックノイズの目立つ程度に応じて、上記ブロックノイ
ズのエッジ部分を検出して平滑化することができる。例えば、ブロックノイズが目立つ映
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像からは、ブロックノイズのエッジ部分を多数検出して平滑化する一方、ブロックノイズ
が目立たない映像からは、ブロックノイズのエッジ部分を少数検出して平滑化することが
できる。その結果、表示品位の低下を適切に抑えることができる。
【０２４８】
　なお、ブロックノイズは明るい映像に多く見られる。そこで、本発明の態様５に係る映
像処理装置は、上記態様２または４において、上記強度設定手段は、設定した強度を上記
映像の平均画像レベル（ＡＰＬ）に基づいて変更するが好ましい。この場合、ＡＰＬが大
きい（映像が全体的に明るい）場合にはノイズ低減処理の強度を上昇させる一方、ＡＰＬ
が小さい（映像が全体的に暗い）場合には上記強度を低下させることができる。その結果
、ブロックノイズの低減処理をさらに効果的に行うことができる。
【０２４９】
　また、ブロックノイズは海の波の映像に多く見られる。そこで、本発明の態様６に係る
映像処理装置は、上記態様２・４・５のそれぞれにおいて、上記映像の或る画素が青系の
色を有するかを画素ごとに判定する青系画素判定手段（青系画素判定部２３５）と、該判
定の結果に基づいて上記青系の色の画素数を決定する青系画素数決定手段（青系画素数決
定部２３６）とをさらに備えており、上記強度設定手段は、設定した強度を、上記青系画
素数決定手段が算出した上記青系の色の画素数に基づいて変更してもよい。この場合、上
記青系の色の画素数が多い場合にはノイズ低減処理の強度を上昇させる一方、上記青系の
色の画素数が少ない場合には上記強度を低下させることができる。これにより、ブロック
ノイズの低減処理を、映像のシーンに応じて行うことができ、その結果、表示品位の低下
を適切に抑えることができる。
【０２５０】
　なお、本発明の上記態様１から上記態様６までのそれぞれの映像処理装置と、該映像処
理装置からの映像を表示する表示手段とを備えるテレビジョン受像機であれば、上述と同
様の効果を奏する。
【０２５１】
　本発明の態様７に係る映像処理方法は、映像信号を復号して得られた映像のブロックノ
イズを低減する映像処理方法であって、上記映像における輝度の度数分布を算出する度数
分布算出工程と、該度数分布算出工程にて算出された輝度の度数分布について、フレーム
間の変化量を算出する変化量算出工程と、上記映像におけるフレーム間の輝度の差分を画
素ごとに算出する差分算出工程と、該差分算出工程にて算出されたフレーム間の輝度の差
分の大きさが所定値以上である画素数を算出する画素数算出工程と、上記変化量算出工程
にて算出された変化量が所定値以下であり、かつ、上記画素数算出工程にて算出された画
素数が所定値以上である上記映像に対しブロックノイズの低減を行うノイズ低減工程とを
含む方法である。上記の方法によると、上記態様１と同様の作用効果を奏することができ
る。
【０２５２】
　本発明の各態様に係る映像処理装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場
合には、コンピュータを上記映像処理装置が備える各手段として動作させることにより上
記映像処理装置をコンピュータにて実現させる映像処理装置の制御プログラム、およびそ
れを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【０２５３】
　以上、本発明に関連する発明について説明した。
【０２５４】
　（プログラム、記憶媒体）
　映像処理装置１００、１００’、１００”、２００の各ブロックは、集積回路（ＩＣチ
ップ）上に形成された論理回路によってハードウェア的に実現してもよいし、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）を用いてソフトウェア的に実現してもよい。
【０２５５】
　後者の場合、映像処理装置１００、１００’、１００”、２００は、各機能を実現する
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プログラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memo
ry）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Access Memory）、上記プログラムおよ
び各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本
発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである映像処理装置１００、１００
’、１００”、２００の制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間
コードプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒
体を、各装置に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録さ
れているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
【０２５６】
　上記記録媒体としては、非一時的な記録媒体を用いることができる。例えば、磁気テー
プやカセットテープ等のテープ類、フロッピー（登録商標）ディスク／ハードディスク等
の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むデ
ィスク類、ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード類、マスクＲＯＭ／
ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ類、あるい
はＰＬＤ（Programmable logic device）やＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）
等の論理回路類などを用いることができる。
【０２５７】
　また、上記プログラムコードは、通信ネットワークを介して映像処理装置１００、１０
０’、１００”、２００に供給してもよい。この通信ネットワークは、プログラムコード
を伝送可能であればよく、特に限定されない。例えば、インターネット、イントラネット
、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（Virtua
l Private Network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。ま
た、この通信ネットワークを構成する伝送媒体も、プログラムコードを伝送可能な媒体で
あればよく、特定の構成または種類のものに限定されない。例えば、ＩＥＥＥ１３９４、
ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subsc
riber Line）回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１無線、ＨＤＲ（High Data Rate）、ＮＦＣ（Near
 Field Communication）、ＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance）、携帯電話網
、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。
【０２５８】
　本発明、および、本発明に関連する発明は上述した各実施形態に限定されるものではな
く、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示され
た技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含ま
れる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、
新しい技術的特徴を形成することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２５９】
　本発明は、映像のノイズを低減するための映像処理装置に好適に適用することができる
。
【符号の説明】
【０２６０】
１００、１００’　　映像処理装置
１００”　　　　　　映像処理装置
１１０　　　　　　　映像取得部
１２０　　　　　　　復号処理部
１３０　　　　　　　記憶部
１４０、１４０’　　ヒストグラム処理部
１４１　　　　　　　エッジヒストグラム生成部（第１生成手段）
１４２　　　　　　　輝度ヒストグラム生成部（第２生成手段）
１４３　　　　　　　特徴量算出部（算出手段）
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１５０、１５０’　　ノイズ低減処理部（平滑化処理手段、調整手段、第１判定手段、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２判定手段、第３判定手段）
１５０”　　　　　　ノイズ低減処理部（サブ調整手段、画質モード特定手段、ジャンル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定手段）
２００　　　　　　　映像処理装置
２１０　　　　　　　映像取得部
２２０　　　　　　　復号処理部
２３０　　　　　　　ブロックノイズ評価部
２３１　　　　　　　度数分布算出部（度数分布算出手段）
２３２　　　　　　　変化量算出部（変化量算出手段）
２３３　　　　　　　差分算出部（差分算出手段）
２３４　　　　　　　画素数算出部（画素数算出手段）
２３５　　　　　　　青系画素判定部（青系画素判定手段）
２３６　　　　　　　青系画素数決定部（青系画素数決定手段）
２４０　　　　　　　記憶部
２４１　　　　　　　低減強度設定用テーブル
２４２　　　　　　　ブロックノイズ検出用テーブル
２５０　　　　　　　低減強度設定部（強度設定手段）
２６０　　　　　　　ノイズ低減処理部（ノイズ低減手段）
２６１　　　　　　　ブロックノイズ検出部（ブロックノイズ検出手段）
２６２　平滑化フィルタ（平滑化手段）

【図１】 【図２】
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