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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像に超解像処理を行うことにより、前記入力画像より解像度が高い出力画像を生
成する超解像処理装置であって、
　前記入力画像をＮ（Ｎは１より大きい）倍に拡大したＮ倍画像を生成するＮ倍拡大部と
、
　前記入力画像をＭ（Ｍは１より大きい）倍に拡大したＭ倍画像を生成するＭ倍拡大部と
、
　前記Ｍ倍画像の高周波成分をＭ倍高周波画像として抽出するハイパスフィルタ部と、
　前記Ｍ倍高周波画像の一部である、予め定められた大きさの推定パッチを前記Ｍ倍高周
波画像から抽出するパッチ抽出部と、
　前記Ｎ倍画像中の前記予め定められた大きさの処理対象ブロックと、前記推定パッチと
を加算することにより前記出力画像を生成する加算部とを備え、
　前記Ｍは前記Ｎより小さく、
　前記超解像処理装置は、さらに、
　前記Ｎ倍画像中の前記処理対象ブロックの特徴量である入力特徴量を抽出する第１特徴
量抽出部と、
　前記Ｍ倍画像中の、前記予め定められた大きさの複数のパッチの各々の特徴量である複
数の第１周辺特徴量を抽出する第２特徴量抽出部とを備え、
　前記パッチ抽出部は、前記入力特徴量と、前記複数の第１周辺特徴量の各々との類似度
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を計算し、前記複数の第１周辺特徴量の中から、（１）前記類似度が最大となる１つの第
１周辺特徴量、（２）前記類似度が大きい方から数えて所定順位以内の複数の第１周辺特
徴量、又は、（３）前記類似度が予め設定した閾値以上となる複数の前記第１周辺特徴量
、に対応する、前記Ｍ倍高周波画像の領域を前記推定パッチとして抽出し、
　前記超解像処理装置は、さらに、
　前記Ｎ倍画像の自己相似比を推定する自己相似比推定部を備え、
　前記Ｍ倍拡大部は、前記自己相似比が１／Ｋである場合に、前記入力画像をＭ＝Ｎ／Ｋ
倍に拡大した前記Ｍ倍画像を生成する
　超解像処理装置。
【請求項２】
　前記パッチ抽出部は、前記Ｍ倍高周波画像中の、前記処理対象ブロック位置の周辺領域
から前記推定パッチを抽出する
　請求項１記載の超解像処理装置。
【請求項３】
　前記自己相似比推定部は、前記入力画像又は前記Ｎ倍画像の自己相関関数の値の変動周
期を算出し、前記変動周期が小さいほど大きなＫの値を決定し、前記自己相似比が１／Ｋ
であると推定する
　請求項１記載の超解像処理装置。
【請求項４】
　前記自己相似比推定部は、前記入力画像又は前記Ｎ倍画像の高周波成分のエネルギーを
算出し、前記エネルギーが小さいほど大きなＫの値を決定し、前記自己相似比が１／Ｋで
あると推定する
　請求項１記載の超解像処理装置。
【請求項５】
　前記自己相似比推定部は、前記入力画像又は前記Ｎ倍画像の隣接画素間の差分絶対値和
を算出し、前記差分絶対値和が小さいほど大きなＫの値を決定し、前記自己相似比が１／
Ｋであると推定する
　請求項１記載の超解像処理装置。
【請求項６】
　入力画像に超解像処理を行うことにより、前記入力画像より解像度が高い出力画像を生
成する超解像処理装置であって、
　前記入力画像をＮ（Ｎは１より大きい）倍に拡大したＮ倍画像を生成するＮ倍拡大部と
、
　前記入力画像をＭ（Ｍは１より大きい）倍に拡大したＭ倍画像を生成するＭ倍拡大部と
、
　前記Ｍ倍画像の高周波成分をＭ倍高周波画像として抽出するハイパスフィルタ部と、
　前記Ｍ倍高周波画像の一部である、予め定められた大きさの推定パッチを前記Ｍ倍高周
波画像から抽出するパッチ抽出部と、
　前記Ｎ倍画像中の前記予め定められた大きさの処理対象ブロックと、前記推定パッチと
を加算することにより前記出力画像を生成する加算部とを備え、
　前記Ｍは前記Ｎより小さく、
　前記超解像処理装置は、さらに、
　前記Ｎ倍画像中の前記処理対象ブロックの特徴量である入力特徴量を抽出する第１特徴
量抽出部と、
　前記Ｍ倍画像中の、前記予め定められた大きさの複数のパッチの各々の特徴量である複
数の第１周辺特徴量を抽出する第２特徴量抽出部とを備え、
　前記パッチ抽出部は、前記入力特徴量と、前記複数の第１周辺特徴量の各々との類似度
を計算し、前記複数の第１周辺特徴量の中から、（１）前記類似度が最大となる１つの第
１周辺特徴量、（２）前記類似度が大きい方から数えて所定順位以内の複数の第１周辺特
徴量、又は、（３）前記類似度が予め設定した閾値以上となる複数の前記第１周辺特徴量
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、に対応する、前記Ｍ倍高周波画像の領域を前記推定パッチとして抽出し、
　前記Ｍ倍拡大部は、さらに、前記入力画像をＭ１（Ｍ１は１より大きい）倍に拡大した
Ｍ１倍画像を生成し、
　前記Ｍ１は、前記Ｎより小さく、かつ、前記Ｍと異なり、
　前記ハイパスフィルタ部は、さらに、前記Ｍ１倍画像の高周波成分をＭ１倍高周波画像
として抽出し、
　前記第２特徴量抽出部は、さらに、前記Ｍ１倍拡大画像中の、前記予め定められた大き
さの複数のパッチの各々の特徴量である複数の第２周辺特徴量を抽出し、
　前記パッチ抽出部は、さらに、前記入力特徴量と、前記複数の第２周辺特徴量の各々と
の類似度を計算し、
　前記パッチ抽出部は、前記複数の第１周辺特徴量及び前記複数の第２周辺特徴量の中か
ら、（１）前記類似度が最大となる１つの第１周辺特徴量又は第２周辺特徴量、（２）前
記類似度が大きい方から数えて所定順位以内の複数の第１周辺特徴量又は第２周辺特徴量
、又は、（３）前記類似度が予め設定した閾値以上となる複数の前記第１周辺特徴量又は
第２周辺特徴量、に対応する、前記Ｍ倍高周波画像の領域から前記推定パッチを抽出する
　超解像処理装置。
【請求項７】
　入力画像に超解像処理を行うことにより、前記入力画像より解像度が高い出力画像を生
成する超解像処理装置であって、
　前記入力画像をＮ（Ｎは１より大きい）倍に拡大したＮ倍画像を生成するＮ倍拡大部と
、
　前記入力画像をＭ（Ｍは１より大きい）倍に拡大したＭ倍画像を生成するＭ倍拡大部と
、
　前記Ｍ倍画像の高周波成分をＭ倍高周波画像として抽出するハイパスフィルタ部と、
　前記Ｍ倍高周波画像の一部である、予め定められた大きさの推定パッチを前記Ｍ倍高周
波画像から抽出するパッチ抽出部と、
　前記Ｎ倍画像中の前記予め定められた大きさの処理対象ブロックと、前記推定パッチと
を加算することにより前記出力画像を生成する加算部とを備え、
　前記Ｍは前記Ｎより小さく、
　前記超解像処理装置は、さらに、
　前記Ｎ倍画像中の前記処理対象ブロックの特徴量である入力特徴量を抽出する第１特徴
量抽出部と、
　前記Ｍ倍画像中の、前記予め定められた大きさの複数のパッチの各々の特徴量である複
数の第１周辺特徴量を抽出する第２特徴量抽出部とを備え、
　前記パッチ抽出部は、前記入力特徴量と、前記複数の第１周辺特徴量の各々との類似度
を計算し、前記複数の第１周辺特徴量の中から、（１）前記類似度が最大となる１つの第
１周辺特徴量、（２）前記類似度が大きい方から数えて所定順位以内の複数の第１周辺特
徴量、又は、（３）前記類似度が予め設定した閾値以上となる複数の前記第１周辺特徴量
、に対応する、前記Ｍ倍高周波画像の領域を前記推定パッチとして抽出し、
　前記パッチ抽出部は、前記入力特徴量と、前記複数の第１周辺特徴量の各々との差分絶
対値和、又は差分自乗和を前記類似度として計算する
　超解像処理装置。
【請求項８】
　入力画像に超解像処理を行うことにより、出力画像を生成する超解像処理装置であって
、
　前記入力画像を１／Ｋ倍に縮小した１／Ｋ画像を生成する１／Ｋ縮小部と、
　前記１／Ｋ画像の高周波成分を１／Ｋ高周波画像として抽出するハイパスフィルタ部と
、
　前記１／Ｋ高周波画像の一部である、予め定められた大きさの推定パッチを前記１／Ｋ
高周波画像から抽出するパッチ抽出部と、
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　前記１／Ｋ画像中の前記予め定められた大きさの処理対象ブロックと、前記推定パッチ
とを加算することにより前記出力画像を生成する加算部とを備え、
　前記超解像処理装置は、さらに、
　前記入力画像中の前記処理対象ブロックの特徴量である入力特徴量を抽出する第１特徴
量抽出部と、
　前記１／Ｋ画像中の、前記予め定められた大きさの複数のパッチの各々の特徴量である
複数の第１周辺特徴量を抽出する第２特徴量抽出部とを備え、
　前記パッチ抽出部は、前記入力特徴量と、前記複数の第１周辺特徴量の各々との類似度
を計算し、前記複数の第１周辺特徴量の中から、前記類似度が最大となる１つの第１周辺
特徴量、又は、前記類似度が大きい方から数えて所定順位以内の複数の第１周辺特徴量、
又は、前記類似度が予め設定した閾値以上となる複数の前記第１周辺特徴量に対応する、
前記１／Ｋ高周波画像の領域を前記推定パッチとして抽出する
　超解像処理装置。
【請求項９】
　前記パッチ抽出部は、前記１／Ｋ高周波画像中の、前記処理対象ブロック位置の周辺領
域から前記推定パッチを抽出する
　請求項８記載の超解像処理装置。
【請求項１０】
　前記超解像処理装置は、さらに、
　前記入力画像の自己相似比を推定する自己相似比推定部を備え、
　前記１／Ｋ倍縮小部は、前記自己相似比が１／Ｋである場合に、前記入力画像を１／Ｋ
倍に縮小した前記１／Ｋ画像を生成する
　請求項８又は９に記載の超解像処理装置。
【請求項１１】
　前記超解像処理装置は、さらに、
　前記入力画像を高解像度化したエッジ高解像度画像を生成するエッジ超解像部と、
　前記入力画像のエッジを検出するエッジ検出部と、
　前記出力画像と前記エッジ高解像度画像とを統合する画像統合部とを備え、
　前記画像統合部は、
　前記入力画像においてエッジ度合いが予め定められた閾値より高い領域に対しては、前
記エッジ高解像度画像の比率を前記出力画像より高くしたうえで、前記出力画像と前記エ
ッジ高解像度画像とを統合し、
　前記エッジ度合いが前記閾値より低い領域に対しては、前記エッジ高解像度画像の比率
を前記出力画像より低くしたうえで、前記出力画像と前記エッジ高解像度画像とを統合す
る
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の超解像処理装置。
【請求項１２】
　入力画像に超解像処理を行うことにより、前記入力画像より解像度が高い出力画像を生
成する超解像処理方法であって、
　前記入力画像をＮ（Ｎは１より大きい）倍に拡大したＮ倍画像を生成するＮ倍拡大ステ
ップと、
　前記入力画像をＭ（Ｍは１より大きい）倍に拡大したＭ倍画像を生成するＭ倍拡大ステ
ップと、
　前記Ｍ倍画像の高周波成分をＭ倍高周波画像として抽出するハイパスフィルタステップ
と、
　前記Ｍ倍高周波画像の一部である、予め定められた大きさの推定パッチを前記Ｍ倍高周
波画像から抽出するパッチ抽出ステップと、
　前記Ｎ倍画像中の前記予め定められた大きさの処理対象ブロックと、前記推定パッチと
を加算することにより前記出力画像を生成する加算ステップとを含み、
　前記Ｍは前記Ｎより小さく、
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　前記超解像処理方法は、さらに、
　前記Ｎ倍画像中の前記処理対象ブロックの特徴量である入力特徴量を抽出する第１特徴
量抽出ステップと、
　前記Ｍ倍画像中の、前記予め定められた大きさの複数のパッチの各々の特徴量である複
数の第１周辺特徴量を抽出する第２特徴量抽出ステップとを含み、
　前記パッチ抽出ステップでは、前記入力特徴量と、前記複数の第１周辺特徴量の各々と
の類似度を計算し、前記複数の第１周辺特徴量の中から、（１）前記類似度が最大となる
１つの第１周辺特徴量、（２）前記類似度が大きい方から数えて所定順位以内の複数の第
１周辺特徴量、又は、（３）前記類似度が予め設定した閾値以上となる複数の前記第１周
辺特徴量、に対応する、前記Ｍ倍高周波画像の領域を前記推定パッチとして抽出し、
　前記超解像処理方法は、さらに、
　前記Ｎ倍画像の自己相似比を推定する自己相似比推定ステップを含み、
　前記Ｍ倍拡大ステップでは、前記自己相似比が１／Ｋである場合に、前記入力画像をＭ
＝Ｎ／Ｋ倍に拡大した前記Ｍ倍画像を生成する
　超解像処理方法。
【請求項１３】
　入力画像に超解像処理を行うことにより、出力画像を生成する超解像処理方法であって
、
　前記入力画像を１／Ｋ倍に縮小した１／Ｋ画像を生成する１／Ｋ縮小ステップと、
　前記１／Ｋ画像の高周波成分を１／Ｋ高周波画像として抽出するハイパスフィルタステ
ップと、
　前記１／Ｋ高周波画像の一部である、予め定められた大きさの推定パッチを前記１／Ｋ
高周波画像から抽出するパッチ抽出ステップと、
　前記１／Ｋ画像中の前記予め定められた大きさの処理対象ブロックと、前記推定パッチ
とを加算することにより前記出力画像を生成する加算ステップとを含み、
　前記超解像処理方法は、さらに、
　前記入力画像中の前記処理対象ブロックの特徴量である入力特徴量を抽出する第１特徴
量抽出ステップと、
　前記１／Ｋ画像中の、前記予め定められた大きさの複数のパッチの各々の特徴量である
複数の第１周辺特徴量を抽出する第２特徴量抽出ステップとを含み、
　前記パッチ抽出ステップでは、前記入力特徴量と、前記複数の第１周辺特徴量の各々と
の類似度を計算し、前記複数の第１周辺特徴量の中から、前記類似度が最大となる１つの
第１周辺特徴量、又は、前記類似度が大きい方から数えて所定順位以内の複数の第１周辺
特徴量、又は、前記類似度が予め設定した閾値以上となる複数の前記第１周辺特徴量に対
応する、前記１／Ｋ高周波画像の領域を前記推定パッチとして抽出する
　超解像処理方法。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の超解像処理方法をコンピュータに実行させる
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力画像に超解像処理を行うことにより出力画像を生成する超解像処理装置
、及び超解像処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、家庭用テレビ及びＰＣ（パーソナルコンピュータ）用ディスプレイなどの表示デ
バイスの表示解像度が向上している。具体的には、フルハイビジョン（１９２０画素×１
０８０画素）又はそれ以上の表示能力を持つ表示デバイスが出てきている。このため既存
のＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）などの標準画質（７２０画
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素×４８０画素など）の映像コンテンツをこのような表示デバイスで全画面表示する場合
、画像の解像度を、表示デバイスの表示解像度まで増やすための高解像度化処理を行う必
要がある。この手法として、現在の主流は線形フィルタを用いた拡大処理である。さらに
、近年、入力画像に存在しない高い解像度の情報を生成できる超解像と呼ばれる手法が注
目されてきている。
【０００３】
　従来の超解像処理方法としては、非特許文献１に示される学習型超解像がある。この非
特許文献１の方法を以下に説明する。
【０００４】
　＜超解像処理装置９００の構成と動作１＞
　図２１は、背景技術である超解像処理装置９００のブロック図を示す。この超解像処理
装置９００は、低解像度の入力画像９１１から拡大画像９１３を生成するＮ倍拡大部９０
１と、拡大画像９１３から中周波画像９１４を生成するハイパスフィルタ部９０２と、中
周波画像９１４、学習中周波パッチ９１５及び学習高周波パッチ９１６から推定パッチ９
１７を生成するパッチ抽出部９０３と、拡大画像９１３と推定パッチ９１７とを加算する
ことにより出力画像９１２を生成する加算部９０４と、学習中周波パッチ９１５及び学習
高周波パッチ９１６を出力する学習データベース９０５とを備えている。
【０００５】
　Ｎ倍拡大部９０１は、超解像処理の目標解像度の倍率をＮとして、入力画像９１１を水
平及び垂直方向にそれぞれＮ倍に拡大することにより、拡大画像９１３を生成する。例え
ば、Ｎ倍拡大部９０１は、バイキュービック法又はスプライン補間法などの画素補間手法
を用いて入力画像９１１を拡大する。
【０００６】
　ハイパスフィルタ部９０２は、線形フィルタ操作などを用いて拡大画像９１３の高周波
数成分を中周波画像９１４として抽出する。
【０００７】
　パッチ抽出部９０３は、中周波画像９１４に対して、固定の小ブロック単位で次の処理
を行う。パッチ抽出部９０３は、学習データベース９０５に格納された多数の学習中周波
パッチ９１５の中から、中周波画像９１４の対象画像ブロックに最も類似した学習中周波
パッチ９１５を探索する。ここで、パッチとは、ブロック化されたデータのことを指すも
のとする。ここで、パッチ抽出部９０３は、両パッチ間の距離を画素間差分の絶対値和又
は自乗和などで定義する。そして、パッチ抽出部９０３は、その距離の小ささに応じて類
似度の大きさを判断する。探索処理により、最も類似した学習中周波パッチ９１５が決定
されると、パッチ抽出部９０３は、学習データベース９０５内で、学習中周波パッチ９１
５とペアで格納されている学習高周波パッチ９１６を取得し、取得した学習高周波パッチ
９１６を推定パッチ９１７として出力する。
【０００８】
　加算部９０４は、拡大画像９１３の対象ブロック位置のパッチと、推定パッチ９１７と
を画素単位で加算し、加算結果を出力画像９１２として出力する。
【０００９】
　次に、超解像処理装置９００に含まれる学習データベース９０５を生成する方法を以下
に説明する。
【００１０】
　＜学習データベース生成装置９５０の構成と動作＞
　図２２は、背景技術の学習データベース９０５を生成するための学習データベース生成
装置９５０のブロック図である。この学習データベース生成装置９５０は、事前にデジタ
ルカメラで撮影した実画像などから収集した学習画像９６１から学習低周波画像９６２を
生成するローパスフィルタ部９５１と、学習低周波画像９６２から学習低解像度画像９６
３を生成する１／Ｎ縮小部９５２と、学習低解像度画像９６３から学習低周波画像９６４
を生成するＮ倍拡大部９５３と、学習低周波画像９６４から学習中周波パッチ９１５を生
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成するハイパスフィルタ部９５４と、学習画像９６１から学習高周波パッチ９１６を生成
するハイパスフィルタ部９５５と、学習中周波パッチ９１５と学習高周波パッチ９１６と
格納する学習データベース９０５とを有する。
【００１１】
　ローパスフィルタ部９５１は、線形フィルタ操作などを用いて学習画像９６１の低周波
数成分を学習低周波画像９６２として抽出する。
【００１２】
　１／Ｎ縮小部９５２は、学習低周波画像９６２を水平及び垂直方向にそれぞれＮ分の１
に縮小することにより学習低解像度画像９６３を生成する。
【００１３】
　Ｎ倍拡大部９５３は、学習低解像度画像９６３を水平及び垂直方向にそれぞれＮ倍に拡
大することにより学習低周波画像９６４を生成する。
【００１４】
　ハイパスフィルタ部９５４は、線形フィルタ操作などを用いて学習低周波画像９６４の
高周波数成分を抽出し、その抽出結果を上記固定ブロック単位で切り出すことにより、複
数の学習中周波パッチ９１５を生成する。
【００１５】
　ハイパスフィルタ部９５５は、線形フィルタ操作などを用いて学習画像９６１の高周波
数成分を抽出し、その抽出結果を上記固定ブロック単位に切り出すことにより、複数の学
習高周波パッチ９１６を生成する。
【００１６】
　学習データベース９０５は、同一のブロック位置から生成された学習中周波パッチ９１
５と学習高周波パッチ９１６とを１つのパッチペアとして対応付けする。そして、対応関
係と両画像パッチのデータとを格納する。
【００１７】
　＜超解像処理装置９００の動作２＞
　以上のようにして、超解像処理装置９００における学習データベース９０５には、事前
にデジタルカメラで撮影した実画像などから収集された、実際の中周波画像と高周波画像
との関係が数多く記憶されている。したがって、超解像処理装置９００は、中周波画像９
１４のパッチと最も関連があると考えられる高周波画像パッチが探索できる。さらに、探
索した高周波画像パッチが拡大画像９１３に付加されることで、入力画像９１１には含ま
れない失われた高周波成分が付加されることになる。これにより、超解像処理装置９００
は、良好な出力画像９１２を生成できる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１８】
【非特許文献１】Ｆｒｅｅｍａｎ，Ｗ．Ｔ．Ｊｏｎｅｓ，Ｔ．Ｒ．Ｐａｓｚｔｏｒ，Ｅ．
Ｃ．，“Ｅｘａｍｐｌｅ－ｂａｓｅｄ　ｓｕｐｅｒ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ”，Ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，ＩＥＥＥ，Ｍａｒｃ
ｈ－Ａｐｒｉｌ　２００２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　しかしながら、上記従来の構成では、入力画像から導出した特徴量である中周波画像に
強く現れている特徴については、対応する高周波画像パッチの加算により精細感ある良好
な高解像度画像を生成できる。しかしながら、特徴量に十分特徴が現れていない特徴につ
いては、対応する高周波画像パッチを加算しても、生成される高解像度画像で精細感の向
上が十分に得られない場合がある。
【００２０】
　例えば、入力画像において、明確なエッジを含む部分は、特徴量にエッジ特徴が十分表
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現されているので、対応する高精細エッジを得られる。一方で、細かいテクスチャを含む
部分は、入力画像においてテクスチャが潰れてしまっているために、特徴量にテクスチャ
特徴が十分反映されない。したがって、それを元に検索して得られた高周波画像パッチを
用いても、同様に細かいテクスチャ成分を含まない高解像度画像が生成されてしまう。こ
のように、細かいテクスチャ部分において、十分な超解像効果が得られないという課題を
有していた。
【００２１】
　本発明は、上記従来の課題を解決するもので、画像中の細かいテクスチャ部分において
、より高精細な高解像度画像を生成できる超解像処理装置及び超解像処理方法を提供する
ことを目的とする。ここで、テクスチャとは、草、岩、砂及び木の葉などの、粒状などの
細かいディテールを有する部分を指すものとする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記従来の課題を解決するために、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、入力画像
に超解像処理を行うことにより、前記入力画像より解像度が高い出力画像を生成する超解
像処理装置であって、前記入力画像をＮ（Ｎは１より大きい）倍に拡大したＮ倍画像を生
成するＮ倍拡大部と、前記入力画像をＭ（Ｍは１より大きい）倍に拡大したＭ倍画像を生
成するＭ倍拡大部と、前記Ｍ倍画像の高周波成分をＭ倍高周波画像として抽出するハイパ
スフィルタ部と、前記Ｍ倍高周波画像の一部である、予め定められた大きさの推定パッチ
を前記Ｍ倍高周波画像から抽出するパッチ抽出部と、前記Ｎ倍画像中の前記予め定められ
た大きさの処理対象ブロックと、前記推定パッチとを加算することにより前記出力画像を
生成する加算部とを備え、前記Ｍは前記Ｎより小さい。
【００２３】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、Ｍ倍拡大部における拡大
倍率ＭがＮ未満であることにより、Ｎ倍画像よりも細かい高精細なテクスチャ表現を、当
該Ｎ倍画像に付加できる。これにより、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、画像中
の細かいテクスチャ部分において、より高精細な高解像度画像を生成できる。
【００２４】
　また、前記パッチ抽出部は、前記Ｍ倍高周波画像中の、前記処理対象ブロック位置の周
辺領域から前記推定パッチを抽出してもよい。
【００２５】
　この構成によれば、対象ブロックの周辺の領域の画像には、対象ブロックのオブジェク
トと類似したテクスチャが存在する可能性が高いため、本発明の一形態に係る超解像処理
装置は、良好な高精細テクスチャをＮ倍画像の対象ブロックに付加できる。
【００２６】
　また、前記超解像処理装置は、さらに、前記Ｎ倍画像中の前記処理対象ブロックの特徴
量である入力特徴量を抽出する第１特徴量抽出部と、前記Ｍ倍画像中の、前記予め定めら
れた大きさの複数のパッチの各々の特徴量である複数の第１周辺特徴量を抽出する第２特
徴量抽出部とを備え、前記パッチ抽出部は、前記入力特徴量と、前記複数の第１周辺特徴
量の各々との類似度を計算し、前記複数の第１周辺特徴量の中から、（１）前記類似度が
最大となる１つの第１周辺特徴量、（２）前記類似度が大きい方から数えて所定順位以内
の複数の第１周辺特徴量、又は、（３）前記類似度が予め設定した閾値以上となる複数の
前記第１周辺特徴量、に対応する、前記Ｍ倍高周波画像の領域を前記推定パッチとして抽
出してもよい。
【００２７】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、特徴量の類似度の大きい
パッチを選択することにより、Ｎ倍画像の対象ブロックに類似した特徴を持つ高精細なテ
クスチャを、当該Ｎ倍画像の対象ブロックに付加できる。これにより、当該超解像処理装
置は、エラーの少ない良好な高解像度画像を生成できる。
【００２８】
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　また、前記超解像処理装置は、さらに、前記Ｎ倍画像の自己相似比を推定する自己相似
比推定部を備え、前記Ｍ倍拡大部は、前記自己相似比が１／Ｋである場合に、前記入力画
像をＭ＝Ｎ／Ｋ倍に拡大した前記Ｍ倍画像を生成してもよい。
【００２９】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、テクスチャの持つ自己相
似比を推定することにより、良好で高精細なテクスチャをＮ倍画像に付加できる。
【００３０】
　また、前記自己相似比推定部は、前記入力画像又は前記Ｎ倍画像の自己相関関数の値の
変動周期を算出し、前記変動周期が小さいほど大きなＫの値を決定し、前記自己相似比が
１／Ｋであると推定してもよい。
【００３１】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、テクスチャの持つ自己相
似比を自己相関関数に基づいて推定することにより、良好で高精細なテクスチャをＮ倍画
像に付加できる。
【００３２】
　また、前記自己相似比推定部は、前記入力画像又は前記Ｎ倍画像の高周波成分のエネル
ギーを算出し、前記エネルギーが小さいほど大きなＫの値を決定し、前記自己相似比が１
／Ｋであると推定してもよい。
【００３３】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、テクスチャの持つ自己相
似比を高周波成分のエネルギーに基づいて推定することにより、良好で高精細なテクスチ
ャをＮ倍画像に付加できる。
【００３４】
　また、前記自己相似比推定部は、前記入力画像又は前記Ｎ倍画像の隣接画素間の差分絶
対値和を算出し、前記差分絶対値和が小さいほど大きなＫの値を決定し、前記自己相似比
が１／Ｋであると推定してもよい。
【００３５】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、テクスチャの持つ自己相
似比を隣接画素間の差分絶対値和に基づいて推定することにより、良好で高精細なテクス
チャをＮ倍画像に付加できる。
【００３６】
　また、前記Ｍ倍拡大部は、さらに、前記入力画像をＭ１（Ｍ１は１より大きい）倍に拡
大したＭ１倍画像を生成し、前記Ｍ１は、前記Ｎより小さく、かつ、前記Ｍと異なり、前
記ハイパスフィルタ部は、さらに、前記Ｍ１倍画像の高周波成分をＭ１倍高周波画像とし
て抽出し、前記第２特徴量抽出部は、さらに、前記Ｍ１倍拡大画像中の、前記予め定めら
れた大きさの複数のパッチの各々の特徴量である複数の第２周辺特徴量を抽出し、前記パ
ッチ抽出部は、さらに、前記入力特徴量と、前記複数の第２周辺特徴量の各々との類似度
を計算し、前記パッチ抽出部は、前記複数の第１周辺特徴量及び前記複数の第２周辺特徴
量の中から、（１）前記類似度が最大となる１つの第１周辺特徴量又は第２周辺特徴量、
（２）前記類似度が大きい方から数えて所定順位以内の複数の第１周辺特徴量又は第２周
辺特徴量、又は、（３）前記類似度が予め設定した閾値以上となる複数の前記第１周辺特
徴量又は第２周辺特徴量、に対応する、前記Ｍ倍高周波画像の領域から前記推定パッチを
抽出してもよい。
【００３７】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、複数の倍率の中から類似
度の大きいパッチを選択することにより、良好で高精細なテクスチャをＮ倍画像に付加で
きる。
【００３８】
　また、前記パッチ抽出部は、前記入力特徴量と、前記複数の第１周辺特徴量の各々との
差分絶対値和、又は差分自乗和を前記類似度として計算してもよい。
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【００３９】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、特徴量同士の差分絶対値
和、又は差分自乗和の小さいパッチを選択することにより、類似した特徴を持つ高精細な
テクスチャを選択できる。これにより、当該超解像処理装置は、エラーの少ない良好な高
解像度画像を生成できる。
【００４０】
　また、前記Ｍ倍拡大部は、前記Ｎが予め定められた閾値より大きい場合、前記Ｍを第１
の値に設定し、前記Ｎが前記予め定められた閾値以下の場合、前記Ｍを、前記第１の値よ
り小さい第２の値に設定してもよい。
【００４１】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、倍率Ｎに応じて倍率Ｍを
変更することにより、良好で高精細なテクスチャをＮ倍画像に付加できる。
【００４２】
　また、入力画像に超解像処理を行うことにより、出力画像を生成する超解像処理装置で
あって、前記入力画像を１／Ｋ倍に縮小した１／Ｋ画像を生成する１／Ｋ縮小部と、前記
１／Ｋ画像の高周波成分を１／Ｋ高周波画像として抽出するハイパスフィルタ部と、前記
１／Ｋ高周波画像の一部である、予め定められた大きさの推定パッチを前記１／Ｋ高周波
画像から抽出するパッチ抽出部と、前記１／Ｋ画像中の前記予め定められた大きさの処理
対象ブロックと、前記推定パッチとを加算することにより前記出力画像を生成する加算部
とを備えてもよい。
【００４３】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、１／Ｋ縮小部において、
入力画像を１／Ｋ倍縮小することにより、入力画像よりも細かい高精細なテクスチャ表現
を、当該入力画像に付加できる。これにより、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、
画像中の細かいテクスチャ部分において、より高精細な高解像度画像を生成できる。
【００４４】
　また、前記パッチ抽出部は、前記１／Ｋ高周波画像中の、前記処理対象ブロック位置の
周辺領域から前記推定パッチを抽出してもよい。
【００４５】
　この構成によれば、対象ブロックの周辺の領域の画像には、対象ブロックのオブジェク
トと類似したテクスチャが存在する可能性が高いため、本発明の一形態に係る超解像処理
装置は、良好な高精細テクスチャを入力画像に付加できる。
【００４６】
　また、前記超解像処理装置は、さらに、前記入力画像中の前記処理対象ブロックの特徴
量である入力特徴量を抽出する第１特徴量抽出部と、前記１／Ｋ画像中の、前記予め定め
られた大きさの複数のパッチの各々の特徴量である複数の第１周辺特徴量を抽出する第２
特徴量抽出部とを備え、前記パッチ抽出部は、前記入力特徴量と、前記複数の第１周辺特
徴量の各々との類似度を計算し、前記複数の第１周辺特徴量の中から、前記類似度が最大
となる１つの第１周辺特徴量、又は、前記類似度が大きい方から数えて所定順位以内の複
数の第１周辺特徴量、又は、前記類似度が予め設定した閾値以上となる複数の前記第１周
辺特徴量に対応する、前記１／Ｋ高周波画像の領域を前記推定パッチとして抽出してもよ
い。
【００４７】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、特徴量の類似度の大きい
パッチを選択することにより、入力画像の対象ブロックに類似した特徴を持つ高精細なテ
クスチャを、当該入力画像の対象ブロックに付加できる。これにより、当該超解像処理装
置は、エラーの少ない良好な高解像度画像を生成できる。
【００４８】
　また、前記超解像処理装置は、さらに、前記入力画像の自己相似比を推定する自己相似
比推定部を備え、前記１／Ｋ倍縮小部は、前記自己相似比が１／Ｋである場合に、前記入
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力画像を１／Ｋ倍に縮小した前記１／Ｋ画像を生成してもよい。
【００４９】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、テクスチャの持つ自己相
似比を推定することにより、良好で高精細なテクスチャを入力画像に付加できる。
【００５０】
　また、前記超解像処理装置は、さらに、前記入力画像を高解像度化したエッジ高解像度
画像を生成するエッジ超解像部と、前記入力画像のエッジを検出するエッジ検出部と、前
記出力画像と前記エッジ高解像度画像とを統合する画像統合部とを備え、前記画像統合部
は、前記入力画像においてエッジ度合いが予め定められた閾値より高い領域に対しては、
前記エッジ高解像度画像の比率を前記出力画像より高くしたうえで、前記出力画像と前記
エッジ高解像度画像とを統合し、前記エッジ度合いが前記閾値より低い領域に対しては、
前記エッジ高解像度画像の比率を前記出力画像より低くしたうえで、前記出力画像と前記
エッジ高解像度画像とを統合してもよい。
【００５１】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、エッジ度合いの大きい領
域ではエッジの復元に適した超解像処理手法を用い、エッジ度合いの小さい領域、すなわ
ちテクスチャと判断される領域では、本発明に係る超解像処理方法を用いる。これにより
、本発明の一形態に係る超解像処理装置は、エッジ及びテクスチャの両方が高精細化され
た高解像度画像を生成できる。
【００５２】
　なお、本発明は、このような超解像処理装置として実現できるだけでなく、超解像処理
装置に含まれる特徴的な手段をステップとする超解像処理方法として実現したり、そのよ
うな特徴的なステップをコンピュータに実行させるプログラムとして実現したりすること
もできる。そして、そのようなプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の非一時的なコンピュータ
読み取り可能な記録媒体、及びインターネット等の伝送媒体を介して流通させることがで
きるのは言うまでもない。
【００５３】
　さらに、本発明は、このような超解像処理装置の機能の一部又は全てを実現する半導体
集積回路（ＬＳＩ）として実現できる。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明は、画像中の細かいテクスチャ部分において、より高精細な高解像度画像を生成
できる超解像処理装置及び超解像処理方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施の形態１に係る超解像処理装置のブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態２に係る超解像処理装置のブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態２に係る超解像処理装置の動作例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態２に係る超解像処理方法のフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態２に係る対象ブロック及び周辺領域の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係るパッチ抽出処理の一例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態２に係る対象ブロック選択処理の一例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る超解像処理方法の変形例のフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態３に係る超解像処理装置のブロック図である。
【図１０Ａ】本発明の実施の形態３に係るＮ倍画像の自己相関関数を示す図である。
【図１０Ｂ】本発明の実施の形態３に係る自己相似比推定部の処理の一例を示す図である
。
【図１１】本発明の実施の形態３に係る超解像処理装置の動作例を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る超解像処理方法のフローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態３に係る超解像処理装置の変形例のブロック図である。
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【図１４】本発明の実施の形態４に係る超解像処理装置のブロック図である。
【図１５】本発明の実施の形態５に係る超解像処理装置のブロック図である。
【図１６】本発明の実施の形態５に係る超解像処理方法のフローチャートである。
【図１７】本発明の実施の形態６に係る倍率決定処理のフローチャートである。
【図１８】本発明の実施の形態７に係る超解像処理装置のブロック図である。
【図１９Ａ】本発明の実施の形態８に係る記録媒体の物理フォーマットの例を示す図であ
る。
【図１９Ｂ】本発明の実施の形態８に係る記録媒体の構成を示す図である。
【図１９Ｃ】本発明の実施の形態８に係るコンピュータシステムの構成を示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態９におけるテレビジョン受像機のブロック図である。
【図２１】従来の超解像処理装置のブロック図である。
【図２２】従来の学習データベース生成装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００５７】
　（実施の形態１)
　図１は、本発明の実施の形態１に係る超解像処理装置１００の構成を示す図である。
【００５８】
　図１に示す超解像処理装置１００は、入力画像１２１に超解像処理を行うことにより、
入力画像１２１より解像度が大きい出力画像１３１を生成する。この超解像処理装置１０
０は、Ｎ倍拡大部１０１と、Ｍ倍拡大部１０４と、ハイパスフィルタ部１０６と、パッチ
抽出部１０８と、加算部１０９とを備える。
【００５９】
　Ｎ倍拡大部１０１は、入力画像１２１をＮ（Ｎは１より大きい）倍に拡大したＮ倍画像
１２２を生成する。
【００６０】
　Ｍ倍拡大部１０４は、入力画像１２１をＭ（Ｍは１より大きい）倍に拡大したＭ倍画像
１２５を生成する。ここで、Ｍは、Ｎより小さい。
【００６１】
　ハイパスフィルタ部１０６は、Ｍ倍画像１２５の高周波成分をＭ倍高周波画像１２８と
して抽出する。
【００６２】
　パッチ抽出部１０８は、Ｍ倍高周波画像１２８の一部である、予め定められた大きさの
推定パッチ１２９をＭ倍高周波画像１２８から抽出する。例えば、パッチ抽出部１０８は
、Ｎ倍画像１２２中の処理対象のブロック（以下、対象ブロック）と類似度が高いＭ倍画
像１２５領域を探索し、Ｍ倍高周波画像１２８の探索結果に相当する領域のデータを推定
パッチ１２９として抽出する。ここで、対象ブロックと推定パッチ１２９との大きさは等
しい。
【００６３】
　加算部１０９は、Ｎ倍画像１２２中の対象ブロックと、推定パッチ１２９とを加算する
ことにより出力画像１３１を生成する。
【００６４】
　以上より、本発明の実施の形態１に係る超解像処理装置１００は、入力画像１２１中の
処理対象のブロック（以下、対象ブロック）の超解像処理を行う際、入力画像１２１をＭ
倍（Ｍ＜Ｎ）に拡大して生成したＭ倍画像１２５の中から推定パッチ１２９を探索し、得
られた推定パッチ１２９をＮ倍画像１２２に加算する。
【００６５】
　これにより、本発明の実施の形態１に係る超解像処理装置１００は、Ｎ倍画像１２２よ
りも細かい高精細なテクスチャ表現を、当該Ｎ倍画像１２２に付加できる。よって、超解
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像処理装置１００は、画像中の細かいテクスチャ部分において、より高精細な高解像度画
像を生成できる。
【００６６】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２では、実施の形態１に係る超解像処理装置１００の変形例につい
て説明する。なお、以降の実施の形態では、既に説明した実施の形態と同様の要素に関し
ては説明を省略し、相違点を主に説明する。また、各実施の形態において同様の要素には
同一の符号を付している。
【００６７】
　図２を用いて、本発明の実施の形態２に係る超解像処理装置２００について説明する。
【００６８】
　図２に示す超解像処理装置２００は、低解像度な入力画像１２１の解像度をＮ倍に向上
させた高解像度な出力画像１３１を生成する。また、超解像処理装置２００は、入力画像
中の対象ブロックに超解像処理を行う際、対象ブロックの周辺領域をＭ倍（Ｍ＜Ｎ）に拡
大して生成した周辺Ｍ倍画像２２５の中から推定パッチ１２９を探索し、得られた推定パ
ッチ１２９をＮ倍画像１２２に加算することにより高解像度な出力画像１３１を生成する
。
【００６９】
　＜超解像処理装置２００の構成と動作＞
　超解像処理装置２００は、入力画像１２１からＮ倍画像１２２を生成するＮ倍拡大部１
０１と、Ｎ倍画像１２２から入力特徴量２２３を抽出する第１特徴量抽出部２０２と、入
力画像１２１から周辺画像２２４を取得する周辺画像取得部２０３と、周辺画像２２４か
ら周辺Ｍ倍画像２２５を生成するＭ倍拡大部２０４と、周辺Ｍ倍画像２２５から周辺低周
波画像２２６を生成するローパスフィルタ部２０５と、周辺低周波画像２２６から周辺特
徴量２２７を抽出する第２特徴量抽出部２０７と、周辺Ｍ倍画像２２５から周辺高周波画
像２２８を生成するハイパスフィルタ部２０６と、入力特徴量２２３と周辺特徴量２２７
と周辺高周波画像２２８とに応じて推定パッチ１２９を出力するパッチ抽出部２０８と、
Ｎ倍画像１２２と推定パッチ１２９とを用いて高解像度の出力画像１３１を生成する加算
部１０９とを備えている。
【００７０】
　Ｎ倍拡大部１０１は、超解像処理の目標解像度の倍率（拡大率）をＮとして、入力画像
１２１を水平及び垂直方向にそれぞれＮ倍に単純拡大することにより、Ｎ倍画像１２２を
生成する。このＮ倍拡大部１０１は、バイキュービック法又はスプライン補間法などの画
素補間手法を用いて入力画像１２１を拡大する。このＮ倍画像１２２は、ナイキスト周波
数のＮ分の１の周波数を超える有意な高周波成分を含んでおらず、精細感のないぼけた画
像である。
【００７１】
　第１特徴量抽出部２０２は、Ｎ倍画像１２２中の対象ブロックの特徴量である入力特徴
量２２３を抽出する。具体的には、第１特徴量抽出部２０２は、線形フィルタ操作などを
用いてＮ倍画像１２２の周波数帯域ごとの重み付けを行うことにより、パッチ抽出部２０
８での探索に適した特徴量を生成する。そして、第１特徴量抽出部２０２は、生成した特
徴量を入力特徴量２２３として出力する。ここで周波数帯域ごとの重み付けとは、例えば
、低域を通過させる線形ローパスフィルタにより低周波に重みを大きく、高周波に重みを
小さくすることである。なお、第１特徴量抽出部２０２は、重み付けを一切行わず、Ｎ倍
画像１２２をそのまま入力特徴量２２３として出力してもよい。
【００７２】
　周辺画像取得部２０３は、入力画像１２１の対象ブロック位置の周辺における一定範囲
の領域の画像を、当該入力画像１２１の中から抜き出す。そして、周辺画像取得部２０３
は、抜き出した画像を周辺画像２２４として出力する。なお、前記対象ブロック位置の周
辺における一定範囲の領域は、対象ブロック位置を含む領域であってもよいし、対象ブロ
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ックを含まない領域であってもよい。
【００７３】
　Ｍ倍拡大部２０４は、周辺画像２２４を、水平及び垂直方向にそれぞれＭ倍に単純拡大
することにより、周辺Ｍ倍画像２２５を生成する。このＭ倍拡大部２０４は、バイキュー
ビック法又はスプライン補間法などの画素補間手法を用いて、周辺画像２２４を拡大する
。ここで、Ｍの値は、Ｍ＜Ｎを満たす実数となるよう設定する。なお、Ｍ倍拡大部２０４
が用いる画素補間手法として、失った高周波成分を復元するような超解像手法を適用して
もよい。例えば、超解像手法として従来手法で示される超解像手法などを適用できる。こ
れにより、最終的に出力される出力画像１３１において、より高周波成分を含んだ高精細
なテクスチャ画像を生成できる。
【００７４】
　ローパスフィルタ部２０５は、線形フィルタ操作などを用いて周辺Ｍ倍画像２２５の低
周波数成分を周辺低周波画像２２６として抽出する。このローパスフィルタ部２０５は、
従来技術におけるローパスフィルタ部９５１と同様の役割を担っている。従来技術におい
ては、入力画像１２１が生成される際と同様の劣化特性を持って劣化した多数の事例を保
存した学習データベースの中から最も精度良く近似している学習画像パッチを探索する必
要があった。しかしながら、本発明の実施の形態２に係る超解像処理装置２００では、少
数の周辺画像パッチの中から、テクスチャ特徴が大きく逸脱しない画像パッチを選択すれ
ばよい。したがって、当該超解像処理装置２００では、従来技術と異なり、入力画像１２
１が、真の高解像度画像からどのような劣化特性を経て生成されたかを正確にシミュレー
トする必要はない。つまり、入力画像１２１の劣化特性に関係なくフィルタ特性を一意に
固定できる。なお、従来技術と同様にして、ローパスフィルタ部２０５の後段に、１／Ｎ
縮小部９５２及びＮ倍拡大部９５３と等価な処理部を設けるなどしてもよい。
【００７５】
　第２特徴量抽出部２０７は、周辺Ｍ倍画像２２５中の、予め定められた大きさの複数の
パッチの各々の特徴量である複数の第１周辺特徴量２２７を抽出する。具体的には、第２
特徴量抽出部２０７は、第１特徴量抽出部２０２と等価な処理によって、周辺低周波画像
２２６から特徴量を抽出する。そして、第２特徴量抽出部２０７は、その結果を固定ブロ
ック単位で切り出すことにより、複数の周辺特徴量２２７を生成する。なお、第２特徴量
抽出部２０７は、重み付けを一切行わず、周辺低周波画像２２６をそのまま固定ブロック
単位で切り出すことにより、複数の周辺特徴量を生成してもよい。また、第２特徴量抽出
部２０７とローパスフィルタ部２０５との処理を統合し、単一の線形フィルタ処理を用い
て当該２つの処理部の処理を実現してもよい。
【００７６】
　ハイパスフィルタ部２０６は、パッチ抽出部２０８により決定されたブロック位置の周
辺Ｍ倍画像２２５の高周波数成分を、線形フィルタ操作などを用いて抽出し、その抽出結
果を周辺高周波画像２２８として出力する。
【００７７】
　パッチ抽出部２０８は、入力特徴量２２３に対してブロック単位で次の処理を行う。パ
ッチ抽出部２０８は、複数の周辺特徴量２２７の中から、入力特徴量２２３に最も類似し
た周辺特徴量２２７を探索する。ここで、パッチ抽出部２０８は、両特徴量間の距離を隣
接する画素間の差分絶対値和又は差分自乗和などで定義し、その距離が小さければ類似度
が大きいと判断する。探索された、最も類似した周辺特徴量２２７が決定されると、パッ
チ抽出部２０８は、決定された周辺特徴量２２７のブロック位置に対応する位置のブロッ
クの画像を周辺高周波画像２２８から切り出し、切り出した画像を推定パッチ１２９とし
て出力する。
【００７８】
　なお、パッチ抽出部２０８は、最も類似した周辺特徴量２２７を１つ決定する代わりに
、入力特徴量２２３と類似している（例えば、上記距離が予め定められた閾値以下である
）複数の周辺特徴量２２７を決定し、それら複数の周辺特徴量２２７を平均化、又は、類
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似度に応じて加重平均をとった結果を、推定パッチ１２９として出力してもよい。加重平
均の場合は、上記距離が小さいパッチほど重みを大きく設定する。さらには、パッチ抽出
部２０８は、最も類似している（すなわち距離が最も小さい）上位Ｂ候補（Ｂは１以上の
整数）の周辺特徴量２２７を決定し、同様に、決定した複数の周辺特徴量２２７を平均化
、又は、類似度に応じて加重平均をとった結果を、推定パッチ１２９として出力してもよ
い。なお、複数のパッチの統合方法は、平均又は加重平均以外の任意の方法であってもか
まわない。
【００７９】
　加算部１０９は、Ｎ倍画像１２２の対象ブロック位置のパッチと、推定パッチ１２９と
を画素単位で加算し、加算結果を出力画像１３１として出力する。
【００８０】
　なお、Ｎ倍拡大部１０１及びＭ倍拡大部２０４において、水平方向と垂直方向とでそれ
ぞれ個別に倍率を設定してもよい。ここでＮ倍拡大部１０１の倍率が水平方向でＮＨ倍、
垂直方向でＮＶ倍であり、Ｍ倍拡大部２０４の倍率が水平方向でＭＨ倍、垂直方向でＭＶ
倍である場合、ＭＨ＜ＮＨかつＭＶ＜ＮＶとなるようにＭＨ及びＭＶの値が設定される。
【００８１】
　なお、超解像処理装置２００において、ローパスフィルタ部２０５及び第２特徴量抽出
部２０７を用いず、パッチ抽出部２０８が、その他の任意の方法で周辺高周波画像２２８
から切り出した１つ、又は、複数のパッチを統合して推定パッチ１２９として出力しても
かまわない。
【００８２】
　＜超解像処理装置２００の動作例＞
　超解像処理装置２００の具体的な動作例を図３に示す。図３は、入力画像１２１が木の
葉のテクスチャを含んだ画像である場合の例である。超解像処理装置２００は、全体を通
して、入力画像１２１をあるサイズのブロックに分けて処理をする。なお、処理単位は固
定サイズのブロックに限らず、画像の局所特徴に適応した可変ブロックであってもかまわ
ない。さらに、処理単位は矩形ブロックに限らず、円形、多角形など任意の形状であって
もかまわない。
【００８３】
　入力画像１２１をＮ倍拡大したＮ倍画像１２２は、木の葉のテクスチャ粒子もＮ倍の大
きな粒子のみになり、精細感の無い映像となってしまう。これは、本来は細かい粒子のテ
クスチャが含まれていたとしても、入力画像１２１においては解像度が低いため表現され
ずに潰れていたことが原因と考えられる。図３に示すＮ倍画像１２２において点線状矩形
で示した対象ブロックの領域は、テクスチャ成分が少ないが、この領域においても、本来
は細かいテクスチャ成分が存在していたと推定されるべきである。
【００８４】
　超解像処理装置２００は、対象ブロックに細かいテクスチャを付加するために、以下に
示す処理を実施する。
【００８５】
　まず、Ｍ倍拡大部２０４は、周辺画像取得部２０３により取得された周辺画像２２４を
Ｍ倍拡大することにより周辺Ｍ倍画像２２５を生成する。ここで、ＭはＭ＜Ｎを満たす値
である。つまり、周辺Ｍ倍画像２２５に含まれるテクスチャの粒子は、Ｎ倍画像１２２に
含まれるテクスチャ粒子未満の大きさである。
【００８６】
　次に、パッチ抽出部２０８は、この周辺Ｍ倍画像２２５の中から適切なテクスチャ領域
を探索し、推定パッチ１２９を生成する。なお、パッチ形状は矩形ブロックに限らず、円
形、多角形など任意の形状であってもかまわない。ここで推定パッチ１２９には、Ｎ倍画
像１２２の対象ブロックに含まれない細かいテクスチャ成分が含まれている。
【００８７】
　次に、加算部１０９は、この推定パッチ１２９をＮ倍画像１２２に加算することにより
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、精細感を向上させた出力画像１３１を生成する。
【００８８】
　さらには、一般的に画像中のテクスチャは、フラクタル画像のような自己相似性を持つ
傾向にある。よって、実施の形態２の動作が示すように、画像に、自己のテクスチャと相
似関係にある細かい粒子のテクスチャが付加された場合、例えそれが真の高解像度画像に
含まれるテクスチャと異なっていたとしても、視覚的に違和感なく自然で高精細な画像を
生成できる。
【００８９】
　＜超解像処理方法＞
　図４に、超解像処理装置２００における超解像処理方法を説明するフローチャートを示
す。
【００９０】
　まず、Ｎ倍拡大部１０１は、入力画像１２１を、バイキュービック法又はスプライン補
間法などの画素補間手法を用いてＮ倍に拡大することにより、Ｎ倍画像１２２を生成する
（ステップＳ２０１）。
【００９１】
　次に、超解像処理装置２００は、入力画像１２１又はＮ倍画像１２２中の処理ブロック
を選択する（ステップＳ２０２）。
【００９２】
　次に、第１特徴量抽出部２０２は、Ｎ倍画像１２２の対象ブロックの画像に対して、線
形フィルタ操作などを用いて周波数帯域ごとの重み付けを行うなどにより、当該対象ブロ
ックの入力特徴量２２３を抽出する（ステップＳ２０３）。なお、第１特徴量抽出部２０
２は、重み付けを一切行わず、Ｎ倍画像１２２をそのまま入力特徴量２２３としてもよい
。つまり、入力特徴量２２３は、Ｎ倍画像１２２の対象ブロックの画像の画素値そのもの
であってもよいし、当該画素値に所定の処理（例えば、フィルタ処理）を施した情報であ
ってもよい。
【００９３】
　一方で、周辺画像取得部２０３は、入力画像１２１における、対象ブロックの周辺の領
域の画像を切り出すことにより周辺画像２２４を生成する（ステップＳ２０４）。
【００９４】
　図５は、周辺領域１５１の一例を示す図である。図５に示すように、周辺画像取得部２
０３は、対象ブロック１５０の周辺の周辺領域１５１を周辺画像２２４として取得する。
例えば、周辺領域１５１は、対象ブロック１５０と、対象ブロック１５０から上下左右方
向に予め定められた画素数の範囲とを含む矩形の領域である。なお、周辺領域１５１は、
対象ブロック１５０を中心とする領域でなくてもよい。また、周辺領域１５１は正方形で
あっても長方形であってもよい。さらに、周辺領域１５１は固定サイズに限らず、画像の
局所特徴に適応した可変サイズであってもかまわない。さらに、周辺領域１５１は矩形ブ
ロックに限らず、円形、多角形など任意の形状であってもかまわない。
【００９５】
　次に、Ｍ倍拡大部２０４は、切り出した周辺画像２２４をバイキュービック法又はスプ
ライン補間法などの画素補間手法を用いてＭ倍に拡大することにより周辺Ｍ倍画像２２５
を生成する（ステップＳ２０５）。
【００９６】
　次に、ローパスフィルタ部２０５は、周辺Ｍ倍画像２２５に対して、線形フィルタ操作
などを用いて周波数帯域ごとの重み付けを行う（ローパスフィルタリング）ことにより、
周辺低周波画像２２６を生成する。そして、第２特徴量抽出部２０７は、周辺低周波画像
２２６の特徴量を抽出する。そして、第２特徴量抽出部２０７は、これをブロックごとに
抜き出して複数の周辺特徴量２２７を生成する（ステップＳ２０６）。なお、第２特徴量
抽出部２０７は、重み付けを一切行わず、周辺Ｍ倍画像そのものから複数の周辺特徴量２
２７を抜き出してもよい。つまり、周辺特徴量２２７は、周辺Ｍ倍画像２２５の、あるパ



(17) JP 5706177 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

ッチの画素値そのものであってもよいし、当該画素値に所定の処理（例えば、フィルタ処
理）を施した情報であってもよい。
【００９７】
　また、図６は、第２特徴量抽出部２０７による処理の一例を示す図である。図６に示す
ように、第２特徴量抽出部２０７は、周辺低周波画像２２６をブロック１５２ごとに抜き
出した複数の周辺特徴量２２７を生成する。また、図６に示すように、隣接する２つの周
辺特徴量２２７は、互いに重複する領域を有するほうが好ましい。
【００９８】
　次に、パッチ抽出部２０８は、複数の周辺特徴量２２７の中から、入力特徴量２２３に
近いものを探索する（ステップＳ２０７）。そして、ハイパスフィルタ部２０６は、探索
した結果の周辺特徴量２２７の位置と同位置に対応する、周辺Ｍ倍画像２２５をハイパス
フィルタリング処理することにより周辺高周波画像２２８を生成する。そして、パッチ抽
出部２０８は、当該周辺高周波画像２２８を推定パッチ１２９として出力する（ステップ
Ｓ２０８）。
【００９９】
　次に、加算部１０９は、生成された推定パッチ１２９を、Ｎ倍画像１２２の対象ブロッ
ク位置に加算する（ステップＳ２０９）。
【０１００】
　全てのブロックに対して超解像処理が終わっていない場合（Ｓ２１０でＮｏ）、超解像
処理装置２００は、次のブロックを対象ブロックとして選択し（Ｓ２０２）、選択した対
象ブロックに対してステップＳ２０３以降の処理を行う。
【０１０１】
　また、図７は、第２特徴量抽出部２０７による処理の一例を示す図である。図７に示す
ように、超解像処理装置２００は、対象ブロック１５０を順次選択していく。また、図７
に示すように、隣接する２つのブロックは、互いに重複する領域を有する。なお、隣接す
る２つのブロックは、重複する領域を有さなくてもよい。
【０１０２】
　なお、図４に示す処理手順は一例であり、同様の効果が発揮できる手順であれば上記以
外であってもよい。
【０１０３】
　図８は、本発明の実施の形態１に係る超解像処理方法の変形例のフローチャートである
。例えば、図８に示すように、超解像処理装置２００は、対象ブロックごとに周辺Ｍ倍画
像２２５を生成するのではなく、予め入力画像１２１をＭ倍したＭ倍画像を生成しておき
（Ｓ２０５Ａ）、ブロックごとに、当該Ｍ倍画像から周辺領域を切り出した周辺Ｍ倍画像
２２５を生成してもよい（Ｓ２０４Ａ）。
【０１０４】
　また、図４及び図８に示す処理の順序は一例であり、処理結果が変わらない範囲におい
て、順序を入れ替えてもよいし、一部の処理を並列に行なってもよい。
【０１０５】
　例えば、図４に示すステップＳ２０１及びＳ２０３の一連の処理と、ステップＳ２０４
～Ｓ２０６の一連の処理との順序は入れ替わってもよいし、一部の処理が並列に行なわれ
てもよい。
【０１０６】
　＜実施の形態２の効果＞
　一般的に画像中のテクスチャは、フラクタル画像のような自己相似性を持つ傾向にある
。したがって、自己のテクスチャと相似関係にある、より細かい粒子のテクスチャを入力
画像自身から抽出し、これを画像に付加することにより、視覚的に違和感なく自然で高精
細な画像を生成できる。
【０１０７】
　（実施の形態３）
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　本発明の実施の形態３では上述した実施の形態２に係る超解像処理装置２００の変形例
について説明する。
【０１０８】
　図９を用いて、本発明の実施の形態３に係る超解像処理装置３００について説明する。
【０１０９】
　図９に示す超解像処理装置３００は、入力画像１２１中の対象ブロックの超解像処理を
行う際、入力画像１２１に応じて自己相似比を推定する。そして、超解像処理装置３００
は、推定した自己相似比の値１／Ｋに基づいて、対象ブロックの周辺領域をＭ倍（Ｍ＝Ｎ
／Ｋ）に拡大した周辺Ｍ倍画像２２５を生成する。そして、超解像処理装置３００は、生
成した周辺Ｍ倍画像２２５の中から推定パッチ１２９を探索し、得られた推定パッチ１２
９をＮ倍画像１２２に加算することにより高解像度な出力画像１３１を生成する。
【０１１０】
　＜超解像処理装置３００の構成と動作＞
　超解像処理装置３００は、上述した超解像処理装置２００の構成に加え、さらに、Ｎ倍
画像１２２から自己相似比情報３３０を生成する自己相似比推定部３１０を備える。また
、超解像処理装置３００は、周辺画像取得部２０３及びＭ倍拡大部２０４の代わりに、Ｎ
倍画像１２２から周辺Ｎ倍画像３２４を取得する周辺画像取得部３０３と、周辺Ｎ倍画像
３２４と自己相似比情報３３０とに応じて、周辺Ｍ倍画像２２５を生成する１／Ｋ縮小部
３０４とを備える。
【０１１１】
　なお、Ｎ倍拡大部１０１、第１特徴量抽出部２０２、ローパスフィルタ部２０５、ハイ
パスフィルタ部２０６、第２特徴量抽出部２０７、パッチ抽出部２０８、及び加算部１０
９は、実施の形態２において説明したものと同等であるため、説明を省略する。
【０１１２】
　自己相似比推定部３１０は、Ｎ倍画像１２２における自己相似比を推定し、推定結果で
ある自己相似比の値を自己相似比情報３３０として出力する。ここで自己相似比を、細か
いテクスチャ画像の場合は大きく、粗いテクスチャ画像の場合は小さく設定して超解像処
理装置３００を動作させることで、主観的に良好な出力画像１３１を得られる傾向にある
ことが分かっている。
【０１１３】
　また、テクスチャの粒子が細かい場合は、自己相関関数が短い周期で値が増減し、テク
スチャの粒子が粗い場合は、自己相関関数が長い周期で値が増減する傾向にある。自己相
似比推定部３１０は、Ｎ倍画像１２２の自己相関関数ＡＣＦ（ｘ）を計算する。そして、
自己相似比推定部３１０は、ＡＣＦが極大値を持つｘ＞０である最小のｘをＸとして、Ｘ
の値に対して単調減少する関数を用いて自己相似比を推定し、その推定値を自己相似比情
報３３０として出力する。
【０１１４】
　ここで、自己相関関数とは、画素位置に対する画素値を示す関数である。例えば、Ｎ倍
画像１２２の２次元画像に対する自己相関関数は、ある１次元軸を決めて当該１次元軸に
対して計算した自己相関関数であってもよい。また、自己相似比推定部３１０は、水平方
向を０度として、０度、４５度、９０度、など複数の１次元軸に対して個別に自己相関関
数を計算し、計算した複数の関数を、区間平均化などを用いて統合してもよい。また、自
己相似比推定部３１０は、２次元のままの２次元自己相関関数ＡＣＦ（ｘ，ｙ）を用いて
自己相似比を計算してもよい。自己相似比推定部３１０は、２次元自己関数を用いる場合
は、当該２次元自己関数を、ｚ２＝ｘ２＋ｙ２定義されるｚ（ｚ＞０）を横軸とし、縦軸
をＡＣＦ値とした１次元関数に変更し、当該１次元関数を用いて分析を行なってもよい。
【０１１５】
　２次元自己関数を用いた場合の例を、図１０Ａ及び図１０Ｂを用いて説明する。図１０
Ａは、Ｎ倍画像１２２の自己相関関数ＡＣＦ（ｘ）を示す図である。なお、図１０Ａに示
す複数の矩形の各々は、ＡＣＦの一つのサンプルを示す。また、図１０Ａでは、サンプル
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の値は省略している。ＡＣＦ図１０Ｂは、図１０Ａに示す関数を、ｚ２＝ｘ２＋ｙ２で定
義されるｚ（ｚ＞０）を横軸とし、自己相関ＡＣＦ（ｚ）を縦軸とした自己相関値のサン
プルを点でプロットした図である。このプロットした点を元に、ｚ軸の小区間ごとの平均
値を計算して線でつなげたものが図１０Ｂに示す曲線（実線）である。この曲線の極大値
間の距離が、ｐ１ａ、ｐ２ａ、ｐ１ｂ、ｐ２ｂである。
【０１１６】
　自己相似比推定部３１０は、これらの距離を元に、ｐ＝（ｐ１ａ＋ｐ１ｂ）／２、又は
ｐ＝（ｐ１ａ＋ｐ２ａ＋ｐ１ｂ＋ｐ２ｂ）／４、などの演算を行うことで推定周期ｐを求
める。そして、自己相似比推定部３１０は、このｐの値に対して単調減少する関数ＦＰを
用いて、１／ＦＰ（ｐ）を自己相似比として推定をする。なお、自己相似比推定部３１０
は、極大値を検出する以外の方法で関数の周期の長さを計測してもよい。
【０１１７】
　このように、自己相似比推定部３１０は、入力画像１２１又はＮ倍画像１２２の自己相
関関数の値の変動周期を算出し、当該変動周期が小さいほど大きなＫの値を決定し、自己
相似比が１／Ｋであると推定する。
【０１１８】
　また、自己相似比推定部３１０は、より簡易的に、細かいテクスチャの場合は画素の振
幅が小さく、粗いテクスチャの場合は画素の振幅が大きい傾向にあることを利用して、Ｎ
倍画像１２２における画素振幅量Ｅを検出する。そして、自己相似比推定部３１０は、Ｅ
の値に単調増加する関数によって自己相似比を推定して、その推定値を自己相似比情報３
３０として出力してもよい。このとき、画素振幅量は、対象ブロック付近の領域の各画素
の隣接画素間の差分絶対値総和、又は、高周波成分のエネルギー値などを用いて導出でき
る。この高周波成分のエネルギー値は、ハイパスフィルタリングした結果の画像の画素値
の絶対値和又は自乗和などで算出できる。
【０１１９】
　つまり、自己相似比推定部３１０は、入力画像１２１又はＮ倍画像１２２の高周波成分
のエネルギーを算出し、当該エネルギーが小さいほど大きなＫの値を決定し、自己相似比
が１／Ｋであると推定してもよい。
【０１２０】
　また、自己相似比推定部３１０は、入力画像１２１又はＮ倍画像１２２の隣接画素間の
差分絶対値和を算出し、当該差分絶対値和が小さいほど大きなＫの値を決定し、自己相似
比が１／Ｋであると推定してもよい。
【０１２１】
　なお、それ以外の方法によって、Ｎ倍画像１２２に基づいて自己相似比情報３３０を算
出してもよい。また、自己相似比推定部３１０は、Ｎ倍画像１２２の代わりに、入力画像
１２１又は周辺Ｎ倍画像３２４に基づいて自己相似比情報３３０を算出してもよい。
【０１２２】
　１／Ｋ縮小部３０４は、自己相似比情報３３０により自己相似比がＫであることが示さ
れるとき、バイキュービック法などの手法を用いて周辺Ｎ倍画像３２４を１／Ｋ倍に縮小
し、周辺Ｍ倍画像２２５を出力する。つまり、周辺Ｍ倍拡大画像は、Ｍ＝Ｎ／Ｋとした場
合の、入力画像１２１における対象ブロックの周辺領域をＭ倍した画像となっている。
【０１２３】
　なお、Ｎ倍拡大部１０１は、水平方向及び垂直方向に対してそれぞれ個別に倍率を設定
してもよい。
【０１２４】
　＜超解像処理装置３００の動作例＞
　超解像処理装置３００の具体的な動作例を図１１に示す。図１１は、入力画像１２１が
木の葉のテクスチャを含んだ画像である場合の例である。超解像処理装置３００は、全体
を通して、入力画像１２１をあるサイズのブロックに分けて処理をする。なお、処理単位
は固定サイズのブロックに限らず、画像の局所特徴に適応した可変ブロックであってもか
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まわない。さらに、処理単位は矩形ブロックに限らず、円形、多角形など任意の形状であ
ってもかまわない。
【０１２５】
　入力画像１２１をＮ倍拡大したＮ倍画像１２２は、木の葉のテクスチャ粒子もＮ倍の大
きな粒子のみになり、精細感の無い画像となってしまう。これは、本来は細かい粒子のテ
クスチャが含まれていたとしても、入力画像１２１においては解像度が低いため表現され
ずに潰れていたことが原因と考えられる。図１１に示すＮ倍画像１２２において点線状矩
形で示した対象ブロックの領域は、テクスチャ成分が少ないが、この領域においても、本
来は細かいテクスチャ成分が存在していたと推定されるべきである。
【０１２６】
　超解像処理装置３００は、対象ブロックに細かいテクスチャを付加するために、以下に
示す処理を実施する。
【０１２７】
　まず、１／Ｋ縮小部３０４は、周辺画像取得部３０３により取得された周辺Ｎ倍画像３
２４を１／Ｋ倍縮小することにより周辺Ｍ倍画像２２５を生成する。つまり、周辺Ｍ倍画
像２２５に含まれるテクスチャの粒子は、Ｎ倍画像１２２に含まれるテクスチャ粒子未満
の大きさである。
【０１２８】
　次に、パッチ抽出部２０８は、この周辺Ｍ倍画像２２５の中から適切なテクスチャ領域
を探索し、推定パッチ１２９を生成する。推定パッチ１２９には、Ｎ倍画像１２２の対象
ブロックに含まれない細かいテクスチャ成分が含まれている。
【０１２９】
　次に、加算部１０９は、この推定パッチ１２９をＮ倍画像１２２に加算することにより
、精細感を向上させた出力画像１３１を生成する。
【０１３０】
　さらには、一般的に画像中のテクスチャは、フラクタル画像のような自己相似性を持つ
傾向にある。よって、実施の形態３の動作が示すように、画像に、自己のテクスチャと相
似関係にある細かい粒子のテクスチャが付加された場合、例えそれが真の高解像度画像に
含まれるテクスチャと異なっていたとしても、視覚的に違和感なく自然で高精細な画像を
生成できる。
【０１３１】
　＜超解像処理方法＞
　図１２に、超解像処理装置３００における超解像処理方法を説明するフローチャートを
示す。
【０１３２】
　なお、ステップＳ２０１～Ｓ２０３の処理は、図４に示す処理と同様なので説明は省略
する。
【０１３３】
　ステップＳ２０３の処理の後、自己相似比推定部３１０は、Ｎ倍画像１２２の対象ブロ
ックにおける自己相似比を、上述した方法により推定する（ステップＳ３１１）。
【０１３４】
　次に、周辺画像取得部３０３は、Ｎ倍画像１２２における、対象ブロックの周辺の領域
の画像を切り出すことにより周辺Ｎ倍画像３２４を生成する（ステップＳ３０４）。
【０１３５】
　次に、推定した自己相似比が１／Ｋである場合、１／Ｋ縮小部３０４は、ステップＳ３
０４で切り出した周辺Ｎ倍画像３２４を、バイキュービック法又はスプライン補間法など
の画素補間手法を用いて１／Ｋ倍に縮小することにより周辺Ｍ倍画像２２５を生成する（
ステップＳ３０５）。ここで、周辺Ｍ倍画像２２５は、入力画像１２１がＭ倍（Ｍ＝Ｎ／
Ｋ）に拡大された画像である。
【０１３６】
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　なお、ステップＳ３１１において、自己相似比推定部３１０は、Ｎ倍画像１２２の代わ
りに、入力画像１２１又は周辺Ｎ倍画像３２４から自己相似比を推定してもよい。
【０１３７】
　また、ステップＳ２０６～Ｓ２１１の処理は、図４に示す処理と同様なので説明は省略
する。
【０１３８】
　なお、図１２に示す処理手順は一例であり、同様の効果が発揮できる手順であれば上記
以外であってもよい。
【０１３９】
　例えば、上述した図８と同様に、超解像処理装置３００は、対象ブロックごとに周辺Ｍ
倍画像２２５を生成するのではなく、予め入力画像１２１をＭ倍したＭ倍画像を生成して
おき、ブロックごとに、当該Ｍ倍画像から周辺領域を切り出した周辺Ｍ倍画像２２５を生
成してもよい。
【０１４０】
　また、図１２に示す処理の順序は一例であり、処理結果が変わらない範囲において、順
序を入れ替えてもよいし、一部の処理を並列に行なってもよい。
【０１４１】
　また、上記説明では、超解像処理装置３００は、Ｎ倍画像１２２を１／Ｋ倍に縮小して
いるが、実施の形態２と同様に、入力画像１２１をＭ倍（Ｍ＝Ｎ／Ｋ）に拡大してもよい
図１３は、この場合の超解像処理装置３００Ａの構成を示すブロック図である。この超解
像処理装置３００Ａは、図９に示す超解像処理装置３００の構成に対して、周辺画像取得
部３０３と、１／Ｋ縮小部３０４の代わりに、周辺画像取得部２０３と、Ｍ倍拡大部３０
４Ａとを備える。Ｍ倍拡大部３０４Ａは、自己相似比が１／Ｋであると指示された場合に
、周辺画像２２４（入力画像１２１）をＭ＝Ｎ／Ｋ倍に拡大した周辺Ｍ倍画像２２５（Ｍ
倍画像）を生成する。
【０１４２】
　＜実施の形態３の効果＞
　本発明の実施の形態３に係る超解像処理装置３００は、入力画像１２１に応じて推定し
た自己相似比で縮小した画像の高周波成分をＮ倍画像１２２に付加する。これにより、超
解像処理装置３００は、実施の形態２に係る超解像処理装置２００より、さらに自然で高
精細な高解像度画像を生成できる。
【０１４３】
　（実施の形態４）
　本発明の実施の形態４では上述した実施の形態３に係る超解像処理装置３００の変形例
について説明する。
【０１４４】
　図１４を用いて、本発明の実施の形態４に係る超解像処理装置４００について説明する
。
【０１４５】
　図１４に示す超解像処理装置４００は、実施の形態３と異なり、入力画像に拡大処理を
施さない。つまり、超解像処理装置４００に入力される入力画像４２１は、既に拡大処理
を施された画像、又は撮影時のボケ或いは画像圧縮などにより画像中の高周波成分が失わ
れた画像である。すなわち、入力画像４２１と出力画像１３１とは同じ画素数であるが、
出力画像１３１には、入力画像４２１において失われている高周波成分が付加されている
。なお、このように、画像の解像度（画素数）を変化させず、画像に高周波成分を付加す
る処理も超解像処理と呼ぶ。それ以外の特徴は超解像処理装置３００と同じである。
【０１４６】
　＜超解像処理装置４００の構成と動作＞
　超解像処理装置４００は、入力画像４２１に、高周波成分を付加する超解像処理を行う
ことにより、出力画像１３１を生成する。この超解像処理装置４００は、図９に示す超解



(22) JP 5706177 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

像処理装置３００に対して、Ｎ倍拡大部１０１を備えない点が異なる。また、加算部１０
９、周辺画像取得部３０３、自己相似比推定部３１０及び第１特徴量抽出部２０２には、
Ｎ倍画像１２２の代わりに入力画像４２１が入力される。
【０１４７】
　また、周辺画像取得部３０３は、周辺画像取得部３０３は、入力画像４２１における、
対象ブロックの周辺の領域の画像を切り出すことにより周辺画像４２４を生成する。１／
Ｋ縮小部３０４は、周辺画像４２４を、バイキュービック法又はスプライン補間法などの
画素補間手法を用いて１／Ｋ倍に縮小することにより周辺１／Ｋ画像４２５を生成する。
【０１４８】
　なお、周辺画像４２４及び周辺１／Ｋ画像４２５は、Ｎ倍画像１２２を入力画像４２１
に置き換えた場合の周辺Ｎ倍画像３２４及び周辺Ｍ倍画像２２５と等価である。
【０１４９】
　また、上記の点以外は、実施の形態３において説明したものと同等であるため、説明を
省略する。
【０１５０】
　＜超解像処理装置４００の動作例＞
　具体的な動作例は、図１１を用いた実施の形態３における説明に対し、Ｎ倍拡大処理を
省略し、Ｎ倍画像１２２を入力画像４２１で置き換え、周辺Ｎ倍画像３２４を周辺画像４
２４に置き換え、周辺Ｍ倍画像２２５を周辺１／Ｋ画像４２５で置き換えただけであるた
め、説明を省略する。
【０１５１】
　＜超解像処理方法＞
　超解像処理装置４００における超解像処理方法は、実施の形態３の超解像処理装置３０
０における超解像処理方法を説明するフローチャートである図１２において、ステップＳ
２０１を省き、実施の形態３の超解像処理方法の説明におけるＮ倍画像１２２を入力画像
４２１で置き換えたものと同等である。
【０１５２】
　＜実施の形態４の効果＞
　本発明の実施の形態４に係る超解像処理装置４００は、既に拡大処理を施された後の画
像、及び、画素数は十分でありながら撮影時のボケ又は画像圧縮処理などにより十分に高
周波成分が含まれていない画像に対して、実施の形態３の効果と同等に、より高精細な画
像を生成できる。
【０１５３】
　なお、ここでは、実施の形態３に係る超解像処理装置３００の構成を元に、Ｎ倍拡大処
理を行わない構成を説明したが、実施の形態１又は実施の形態２で説明した構成にたいし
て、同様の変形例を適用してもよい。
【０１５４】
　（実施の形態５）
　本発明の実施の形態５では上述した実施の形態２に係る超解像処理装置２００の変形例
について説明する。
【０１５５】
　図１５を用いて、本発明の実施の形態５に係る超解像処理装置５００について説明する
。
【０１５６】
　図１５に示す超解像処理装置５００は、入力画像１２１の解像度をＮ倍に向上させた高
解像度な出力画像１３１を生成する超解像処理装置である。この超解像処理装置５００は
、入力画像１２１中の対象ブロックの超解像処理を行う際、入力画像１２１中の対象ブロ
ックの周辺領域を、倍率の異なる複数のＭ１倍、Ｍ２倍、・・・、ＭＸ倍に拡大した周辺
拡大画像の中から推定パッチ１２９を探索する。そして、超解像処理装置５００は、得ら
れた推定パッチ１２９をＮ倍画像１２２に加算することにより高解像度な出力画像１３１
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を生成する。
【０１５７】
　＜超解像処理装置５００の構成と動作＞
　超解像処理装置５００は、上述した超解像処理装置２００に対して、Ｍ倍拡大部２０４
、ローパスフィルタ部２０５、ハイパスフィルタ部２０６及び第２特徴量抽出部２０７の
代わりに、複数のＭｘ倍処理部５３０ｘ（Ｍ１倍処理部５３０１、Ｍ２倍処理部５３０２
、・・・）を備える。また、パッチ抽出部２０８の代わりにパッチ抽出部５０８を備える
。また、ここでは、Ｍｘ倍処理部５３０ｘの数は、Ｘ個（Ｘ≧２）とする。
【０１５８】
　複数のＭｘ倍処理部５３０ｘの各々は、Ｍｘ倍拡大部２０４ｘ（Ｍ１倍拡大部２０４１
、Ｍ２倍拡大部２０４２、・・・）と、ローパスフィルタ部２０５と、ハイパスフィルタ
部２０６と、第２特徴量抽出部２０７とを備える。
【０１５９】
　Ｎ倍拡大部１０１、第１特徴量抽出部２０２、周辺画像取得部２０３、ローパスフィル
タ部２０５、ハイパスフィルタ部２０６、第２特徴量抽出部２０７、及び加算部１０９は
、実施の形態２において説明したものと同等であるため、説明を省略する。
【０１６０】
　ここで、複数のＭｘ倍拡大部２０４ｘの倍率Ｍｘは、Ｍｘ＜２の範囲で異なる倍率であ
る。
【０１６１】
　つまり、Ｍｘ倍拡大部２０４ｘは、周辺画像２２４をＭｘ倍に拡大することにより、周
辺Ｍｘ倍画像２２５ｘ（周辺Ｍ１倍画像２２５１、周辺Ｍ２倍画像２２５２、・・・）を
生成する。ローパスフィルタ部２０５は、線形フィルタ操作などを用いて周辺Ｍｘ倍画像
２２５ｘの低周波数成分を周辺低周波画像２２６ｘ（２２６１、２２６２、・・・）とし
て抽出する。第２特徴量抽出部２０７は、周辺低周波画像２２６ｘから特徴量を抽出し、
その結果を固定ブロック単位で切り出すことにより、複数の周辺特徴量２２７ｘ（２２７
１、２２７２、・・・）を生成する。また、ハイパスフィルタ部２０６は、パッチ抽出部
５０８により決定された、ブロック位置の周辺Ｍｘ倍画像２２５ｘの高周波数成分を、線
形フィルタ操作などを用いて抽出し、その抽出結果を周辺高周波画像２２８ｘ（２２８１
、２２８２、・・・）として出力する。
【０１６２】
　パッチ抽出部５０８は、ブロック単位で次の処理を行う。ｘ＝１，２，・・・，Ｘとし
て、複数の周辺特徴量２２７ｘの中から最も類似した周辺特徴量２２７ｘを探索する。こ
こで、周辺特徴量２２７ｘのパッチ数をＰＮｘとすると、パッチ総数ＰＮは、ＰＮ＝ＰＮ
１＋ＰＮ２＋・・・＋ＰＮＸとなる。つまり、パッチ抽出部５０８は、ＰＮ個の周辺特徴
量２２７ｘの中から入力特徴量２２３に最も類似したものを探索する。なお、探索方法は
、上述した実施の形態２と同様の方法を用いることができる。そして、パッチ抽出部５０
８は、探索された、最も類似した周辺特徴量２２７ｘが決定されると、決定された周辺特
徴量２２７ｘのブロック位置に対応する位置のブロックを、決定された周辺特徴量２２７
ｘの倍率ｘに対応する周辺高周波画像２２８ｘから切り出して、推定パッチ１２９として
出力する。
【０１６３】
　＜超解像処理装置５００の動作例＞
　基本的な動作例は、実施の形態２において図３を用いて説明した通りである。図３にお
けるＭ倍拡大処理がＭ１、Ｍ２、・・・、ＭＸ倍の複数の拡大処理に拡張され、複数の周
辺Ｍ１倍画像２２５１、周辺Ｍ２倍画像２２５２、・・・、周辺ＭＸ倍画像２２５Ｘの中
から探索が実施される点のみ異なる。
【０１６４】
　＜超解像処理方法＞
　図１６に、超解像処理装置５００における超解像処理方法を説明するフローチャートを
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示す。
【０１６５】
　なお、ステップＳ２０１～ステップＳ２０４の処理は、図４と同様であり、説明は省略
する。
【０１６６】
　ステップＳ２０４の後、超解像処理装置５００は、倍率Ｍｘを選択する（ステップＳ５
２１）。例えば、ここでは、倍率Ｍ１が選択されるとする。
【０１６７】
　次に、Ｍ１倍処理部５３０１のＭ１倍拡大部２０４１は、周辺画像２２４をバイキュー
ビック法又はスプライン補間法などの画素補間手法を用いてＭ１倍に拡大することにより
周辺Ｍ１倍画像２２５１を生成する（ステップＳ２０５）。
【０１６８】
　次に、Ｍ１倍処理部５３０１のローパスフィルタ部２０５は、周辺Ｍ１倍画像２２５１
に対して、線形フィルタ操作などを用いて周波数帯域ごとの重み付けを行う（ローパスフ
ィルタリング）ことにより、周辺低周波画像２２６１を生成する。そして、Ｍ１倍処理部
５３０１の第２特徴量抽出部２０７は、これをあるブロックごとに抜き出して複数の周辺
特徴量２２７１を生成する（ステップＳ２０６）。なお、第２特徴量抽出部２０７は、重
み付けを一切行わず、周辺Ｍ１倍画像２２５１そのものから複数の周辺特徴量２２７１を
抜き出してもよい。
【０１６９】
　全ての倍率Ｍｘでの処理が完了していない場合（Ｓ５２２でＮｏ）、超解像処理装置５
００は、次の、倍率Ｍｘ（例えば、Ｍ２）を選択し（ステップＳ５２１）、選択した倍率
Ｍ２でステップＳ２０５以降の処理を行う。
【０１７０】
　つまり、Ｍ２倍処理部５３０２のＭ２倍拡大部２０４２は、周辺画像２２４をバイキュ
ービック法又はスプライン補間法などの画素補間手法を用いてＭ２倍に拡大することによ
り周辺Ｍ２倍画像２２５２を生成する（ステップＳ２０５）。
【０１７１】
　次に、Ｍ２倍処理部５３０２のローパスフィルタ部２０５は、周辺Ｍ２倍画像２２５２
に対して、線形フィルタ操作などを用いて周波数帯域ごとの重み付けを行う（ローパスフ
ィルタリング）ことにより、周辺低周波画像２２６２を生成する。そして、Ｍ２倍処理部
５３０２の第２特徴量抽出部２０７は、これをあるブロックごとに抜き出して複数の周辺
特徴量２２７２を生成する（ステップＳ２０６）。
【０１７２】
　このステップＳ５２１～Ｓ２０６の処理が、全ての倍率Ｍｘに対して行われる。
【０１７３】
　全ての倍率Ｍｘでの処理が完了すると(Ｓ５２２でＹｅｓ)、複数のＭｘ倍の全ての倍率
の各々に対応する複数の周辺特徴量Ｆ（ｘ，ｐｘ）が生成される。ここで、ｐｘ＝１、２
、・・・、Ｐｘは、周辺Ｍｘ倍画像２２５ｘから抽出した各パッチのインデックスを示す
。
【０１７４】
　次に、パッチ抽出部５０８は、複数の周辺特徴量Ｆ（ｘ，ｐｘ）の中から、入力特徴量
２２３に近いものを探索する（ステップＳ５０７）。そして、探索した倍率のＭｘ倍処理
部５３０ｘに含まれるハイパスフィルタ部２０６は、探索した結果のパッチ位置と同位置
に対応する、周辺Ｍｘ倍画像２２５ｘをハイパスフィルタリング処理することにより周辺
高周波画像２２８ｘを生成する。そして、パッチ抽出部５０８は、当該周辺高周波画像２
２８ｘを推定パッチ１２９として出力する（ステップＳ５０８）。
【０１７５】
　なお、以降の処理は、上述した図４と同様であるため説明は省略する。
【０１７６】
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　また、図１６に示す処理手順は一例であり、同様の効果が発揮できる手順であれば上記
以外であってもよい。
【０１７７】
　例えば、上述した図８と同様に、超解像処理装置５００は、対象ブロックごとに周辺Ｍ
ｘ倍画像２２５ｘを生成するのではなく、予め入力画像１２１をＭｘ倍したＭｘ倍画像を
生成しておき、ブロックごとに、当該Ｍｘ倍画像から周辺領域を切り出した周辺Ｍｘ倍画
像２２５ｘを生成してもよい。
【０１７８】
　また、図１６に示す処理の順序は一例であり、処理結果が変わらない範囲において、順
序を入れ替えてもよいし、一部の処理を並列に行なってもよい。
【０１７９】
　例えば、図１６に示すステップＳ２０１及びＳ２０３の一連の処理と、ステップＳ２０
４～Ｓ５２２の一連の処理との順序は入れ替わってもよいし、一部の処理が並列に行なわ
れてもよい。
【０１８０】
　また、図１６では、複数の倍率Ｍｘに対応する複数の周辺特徴量２２７ｘを時系列で算
出する例を述べたが、こられの一部又は全てを並列に算出してもよい。
【０１８１】
　また、図１５では、超解像処理装置５００は、Ｘ個のＭｘ倍処理部５３０ｘを備えてい
るが、超解像処理装置５００は、複数の倍率Ｍｘに対応する複数の周辺特徴量２２７ｘを
時系列に算出する一つ又はＸ個より少ない数のＭｘ倍処理部５３０ｘを備えてもよい。
【０１８２】
　＜実施の形態５の効果＞
　本発明の実施の形態５に係る超解像処理装置５００は、異なる倍率Ｍｘで拡大された周
辺Ｍｘ倍画像２２５ｘから、複数の周辺特徴量２２７ｘを算出し、当該複数の周辺特徴量
２２７ｘの中から、入力特徴量２２３に最も類似した特徴量を有するパッチを探索する。
これにより、超解像処理装置５００は、実施の形態２に係る超解像処理装置２００に比べ
、より自然で高精細な高解像度画像を生成できる。
【０１８３】
　なお、ここでは、実施の形態２に係る超解像処理装置２００の構成を元に、異なる倍率
Ｍｘで拡大された周辺Ｍｘ倍画像２２５ｘから、推定パッチ１２９を探索する構成を説明
したが、実施の形態１、実施の形態３又は実施の形態４で説明した構成にたいして、同様
の変形例を適用してもよい。
【０１８４】
　（実施の形態６）
　本発明の実施の形態６では、上述した実施の形態２に係る超解像処理装置２００の変形
例について説明する。
【０１８５】
　本発明の実施の形態６に係る超解像処理装置は、実施の形態２に係る超解像処理装置２
００の機能に加え、倍率Ｎに応じて、倍率Ｍを変更する機能を有する。なお、実施の形態
６に係る超解像処理装置の構成は、図２に示す超解像処理装置２００と同様であるため説
明は省略する。
【０１８６】
　図１７は、実施の形態６に係る超解像処理装置による倍率Ｍの決定処理のフローチャー
トである。
【０１８７】
　Ｍ倍拡大部２０４は、倍率Ｎが予め定められた閾値より大きい場合（Ｓ６０１でＹｅｓ
）、倍率Ｍを第１の値に設定する（Ｓ６０２）。また、Ｍ倍拡大部２０４は、倍率Ｎが予
め定められた閾値以下の場合（Ｓ６０１でＮｏ）、倍率Ｍを、上記第１の値より小さい第
２の値に設定する（Ｓ６０３）。
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【０１８８】
　なお、Ｍ倍拡大部２０４は、複数の閾値を設定しておき、倍率Ｎが大きければ大きいほ
ど倍率Ｍが大きくなるように、倍率Ｍを設定してもよい。
【０１８９】
　また、倍率Ｎは、例えば、外部の機器から指定される。なお、当該超解像処理装置が、
入力画像１２１の解像度と、当該超解像処理装置の後段に接続される表示デバイスの表示
解像度とに応じて倍率Ｎを決定してもよい。
【０１９０】
　以上により、本発明の実施の形態６に係る超解像処理装置は、倍率Ｎに応じて倍率Ｍを
変更できる。これにより、当該超解像処理装置は、より自然で高精細な高解像度画像を生
成できる。
【０１９１】
　なお、ここでは、実施の形態２に係る超解像処理装置２００の構成を元に、倍率Ｎに応
じて倍率Ｍを変更する構成を説明したが、実施の形態１、実施の形態３、実施の形態４又
は実施の形態５で説明した構成にたいして、同様の変形例を適用してもよい。
【０１９２】
　（実施の形態７）
　図１８を用いて、本発明の実施の形態７に係る超解像処理装置７００について説明する
。
【０１９３】
　図１８に示す超解像処理装置７００は、低解像度な入力画像７２１に基づいてエッジ検
出を行い、その検出結果に基づいて２種類の超解像方式により生成した高解像度画像を選
択的に採用することを特徴とする。
【０１９４】
　＜超解像処理装置７００の構成と動作＞
　超解像処理装置７００は、入力画像７２１からエッジ高解像度画像７２２を生成するエ
ッジ超解像部７０１と、入力画像７２１からテクスチャ高解像度画像７２３を生成するテ
クスチャ超解像部７０２と、入力画像７２１からエッジ情報７２４を生成するエッジ検出
部７０３と、エッジ高解像度画像７２２とテクスチャ高解像度画像７２３とエッジ情報７
２４とを用いて、高解像度な出力画像７３１を生成する画像統合部７０４とを備えている
。
【０１９５】
　エッジ超解像部７０１は、例えば、背景技術で説明した超解像処理装置であり、超解像
処理を行うことにより、入力画像７２１を高解像度化したエッジ高解像度画像７２２を生
成する。ここでエッジ高解像度画像７２２は、細かいテクスチャ部分に関しては十分な精
細感は得られないが、エッジ部分に関しては一定の効果が得られている。なお、エッジ超
解像部７０１は、背景技術で説明した超解像処理装置ではなく、その他のあらゆる超解像
方法を用いて超解像処理を行ってもよい。また、エッジ超解像部７０１は、単純に入力画
像７２１をバイキュービック法、又はスプライン補間法などの補間により拡大することに
よりエッジ高解像度画像７２２を生成してもよい。この場合は、エッジ超解像部７０１は
、高周波成分を強調するなどしてエッジを立たせることで、エッジ領域において先鋭な高
解像度画像を生成できる。
【０１９６】
　テクスチャ超解像部７０２は、入力画像７２１に対して、実施の形態１～６のいずれか
で説明した超解像処理方法を用いて超解像処理を行うことによりテクスチャ高解像度画像
７２３を生成する。ここで、テクスチャ高解像度画像７２３は、テクスチャ部分に関して
精細感のある良好な高解像度画像が得られている。しかし、当該テクスチャ高解像度画像
７２３は、エッジ領域においては、周辺の縮小されたエッジの高周波成分が張り付けられ
るなど、エラーを伴った画像となっている。
【０１９７】
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　エッジ検出部７０３は、入力画像７２１のエッジを検出する。具体的には、エッジ検出
部７０３は、入力画像７２１の各画素に対してエッジ度合いを検出し、その結果をエッジ
情報７２４として出力する。エッジ検出の一般的な手法として、例えばＣａｎｎｙフィル
タ、又はＳｏｂｅｌフィルタを用いた方式がある。エッジ検出部７０３は、これらのいず
れかの方式を使用できる。また、エッジ検出部７０３は、それ以外のエッジ検出方式を使
用しても良い。
【０１９８】
　画像統合部７０４は、エッジ高解像度画像７２２とテクスチャ高解像度画像７２３とを
統合する。具体的には、画像統合部７０４は、エッジ情報７２４に基づいて、エッジ度合
いが強いと判断された領域に対しては、エッジ高解像度画像７２２を優先的に選択する。
また、画像統合部７０４は、エッジ度合いが弱いと判断された領域に対しては、テクスチ
ャ高解像度画像７２３を優先的に選択する。なお、エッジ度合いがどちらでもない場合は
、画像統合部７０４は、エッジ高解像度画像７２２とテクスチャ高解像度画像７２３との
両方を平均し、平均した画像を選択してもよい。
【０１９９】
　また、画像統合部７０４は、エッジ度合いに応じて両者を切り替えるのではなく、両者
の重みを可変にすることで、エッジ高解像度画像７２２とテクスチャ高解像度画像７２３
とを統合してもよい。つまり、画像統合部７０４は、入力画像７２１においてエッジ度合
いが予め定められた閾値より高い領域に対しては、エッジ高解像度画像７２２の比率をテ
クスチャ高解像度画像７２３より高くしたうえで、エッジ高解像度画像７２２とテクスチ
ャ高解像度画像７２３とを統合する。また、画像統合部７０４は、エッジ度合いが上記閾
値より低い領域に対しては、エッジ高解像度画像７２２の比率をテクスチャ高解像度画像
７２３より低くしたうえで、エッジ高解像度画像７２２とテクスチャ高解像度画像７２３
とを統合する。
【０２００】
　そして、画像統合部７０４は、この統合画像を出力画像７３１として出力する。
【０２０１】
　＜実施の形態７の効果＞
　本発明の実施の形態７に係る超解像処理装置７００は、エッジ部分とテクスチャ部分と
で、それぞれを得意とする超解像処理を、エッジ度合いに応じて適応的に選択することに
より、エッジとテクスチャとの両方が高精細化された高解像度画像を生成できる。
【０２０２】
　（実施の形態８）
　さらに、上記各実施の形態で示した超解像処理方法の構成を実現するためのプログラム
を、フレキシブルディスク等の記憶媒体に記録するようにすることにより、上記各実施の
形態で示した処理を、独立したコンピュータシステムにおいて簡単に実施することが可能
となる。
【０２０３】
　図１９Ａ～図１９Ｃは、本発明の実施の形態８として、上記実施の形態１から７のいず
れかの超解像処理方法を格納したフレキシブルディスクを用いて、コンピュータシステム
により当該超解像処理方法を実施する場合の説明図である。
【０２０４】
　図１９Ｂは、フレキシブルディスクの正面からみた外観、断面構造、及びフレキシブル
ディスクを示す。図１９Ａは、記録媒体本体であるフレキシブルディスクの物理フォーマ
ットの例を示している。フレキシブルディスクＦＤはケースＦ内に内蔵され、該ディスク
の表面には、同心円状に外周からは内周に向かって複数のトラックＴｒが形成され、各ト
ラックは角度方向に１６のセクタＳｅに分割されている。したがって、上記プログラムを
格納したフレキシブルディスクＦＤでは、上記フレキシブルディスクＦＤ上に割り当てら
れた領域に、上記プログラムとしての超解像処理方法が記録されている。
【０２０５】
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　また、図１９Ｃは、フレキシブルディスクＦＤに上記プログラムの記録再生を行うため
の構成を示す。上記プログラムをフレキシブルディスクＦＤに記録する場合は、コンピュ
ータシステムＣｓから上記プログラムとしての超解像処理方法を、フレキシブルディスク
ドライブＦＤＤを介して書き込む。また、フレキシブルディスクＦＤ内のプログラムによ
り上記超解像処理方法をコンピュータシステム中に構築する場合は、フレキシブルディス
クドライブＦＤＤによりプログラムをフレキシブルディスクＦＤから読み出し、コンピュ
ータシステムＣｓに転送する。
【０２０６】
　なお、上記説明では、記録媒体としてフレキシブルディスクを用いて説明を行ったが、
光ディスクを用いても同様に行うことができる。また、記録媒体はこれに限らず、ハード
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、メモリカード、ＲＯＭカセット等、プログラムを記録できるも
のであれば同様に実施できる。
【０２０７】
　（実施の形態９）
　本発明の実施の形態９では、超解像処理装置、超解像処理方法、及び超解像処理プログ
ラムを用いたテレビジョン受像機を、図２０を用いて説明する。
【０２０８】
　テレビジョン受像機８００は、放送受信装置８０１と、入力選択装置８０２と、画像処
理装置８０３と、パネル駆動装置８０４と、ディスプレイパネル８０５とを備える。図２
０において、説明の都合上、各装置８０１から８０４はテレビジョン受像機８００の外部
に配置しているが、実際はテレビジョン受像機８００の内部に配置されている。
【０２０９】
　放送受信装置８０１は、外部アンテナ（図示せず）から出力されるアンテナ出力信号８
２１から放送電波を受信し、当該放送電波を復調した映像信号を放送映像信号８２２とし
て出力する。
【０２１０】
　入力選択装置８０２は、ＤＶＤ或いはＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）レコーダ、又
はＤＶＤ或いはＢＤプレイヤなどの外部映像機器から出力された外部映像信号８２０と、
放送映像信号８２２とのうち、ユーザーによる選択に従っていずれか一方を選択する。そ
して、入力選択装置８０２は、選択した映像信号を入力映像信号８２３として出力する。
【０２１１】
　画像処理装置８０３は、入力映像信号８２３がインターレース信号の場合は、当該入力
映像信号８２３をプログレッシブ信号に変換するＩ／Ｐ変換を施したり、入力映像信号８
２３に対してコントラストを改善する画質改善処理を施したりする。また、画像処理装置
８０３は、本発明の実施の形態１に係る超解像処理装置１００を備え、上述した超解像処
理方法、又は、超解像処理プログラムを用いた超解像処理を入力映像信号８２３に施す。
そして、画像処理装置８０３は、その結果を画質改善映像信号８２４として出力する。な
お、画像処理装置８０３は、本発明の実施の形態２～７のいずれかに係る超解像処理装置
を備えてもよい。
【０２１２】
　パネル駆動装置８０４は、画質改善映像信号８２４を、ディスプレイパネル８０５を駆
動するための専用信号に変換し、変換後の信号をパネル駆動用映像信号８２５として出力
する。
【０２１３】
　ディスプレイパネル８０５は、パネル駆動用映像信号８２５に従って電気信号を光信号
に変換し、変換した光信号により所望の映像を表示する。
【０２１４】
　このように、上記実施の形態の超解像処理装置、超解像処理方法、及び超解像処理プロ
グラムをテレビジョン受像機８００に用いることが可能である。そして、当該テレビジョ
ン受像機８００は、上記実施の形態で説明した効果を得ることができる。なお、上記実施
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の形態の超解像処理装置、超解像処理方法、及び超解像処理プログラムは、テレビジョン
受像機に限らず、同様にして、レコーダ機器、プレイヤ機器及び携帯機器などの様々なデ
ジタル映像機器に用いることが可能であり、いずれの場合も上記実施の形態で説明した効
果を得ることができる。ここで、レコーダ機器とは、ＤＶＤレコーダ、ＢＤレコーダ、及
びハードディスクレコーダ等である。プレイヤ機器とは、例えば、ＤＶＤプレイヤ、及び
ＢＤプレイヤ等である。携帯機器とは、携帯電話、及びＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）等である。
【０２１５】
　（その他変形例）
　なお、本発明を上記実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明は、上記の実施の形
態に限定されないのはもちろんである。以下のような場合も本発明に含まれる。
【０２１６】
　（１）上記の各装置は、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードデ
ィスクユニット、ディスプレイユニット、キーボード、及びマウスなどから構成されるコ
ンピュータシステムである。前記ＲＡＭ又はハードディスクユニットには、コンピュータ
プログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラム
にしたがって動作することにより、各装置は、その機能を達成する。ここでコンピュータ
プログラムは、所定の機能を達成するために、コンピュータに対する指令を示す命令コー
ドが複数個組み合わされて構成されたものである。
【０２１７】
　（２）上記の各装置を構成する構成要素の一部又は全部は、１個のシステムＬＳＩ（Ｌ
ａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模集積回路）から構成されている
としてもよい。システムＬＳＩは、複数の構成部を１個のチップ上に集積して製造された
超多機能ＬＳＩであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、及びＲＡＭなどを含
んで構成されるコンピュータシステムである。前記ＲＡＭには、コンピュータプログラム
が記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムにしたがっ
て動作することにより、システムＬＳＩは、その機能を達成する。
【０２１８】
　（３）上記の各装置を構成する構成要素の一部又は全部は、各装置に脱着可能なＩＣカ
ード又は単体のモジュールから構成されているとしてもよい。前記ＩＣカード又は前記モ
ジュールは、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、及びＲＡＭなどから構成されるコンピュータ
システムである。前記ＩＣカード又は前記モジュールは、上記の超多機能ＬＳＩを含むと
してもよい。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムにしたがって動作すること
により、前記ＩＣカード又は前記モジュールは、その機能を達成する。このＩＣカード又
はこのモジュールは、耐タンパ性を有するとしてもよい。
【０２１９】
　（４）本発明は、上記に示す方法であるとしてもよい。また、これらの方法をコンピュ
ータにより実現するコンピュータプログラムであるとしてもよいし、前記コンピュータプ
ログラムからなるデジタル信号であるとしてもよい。
【０２２０】
　また、本発明は、前記コンピュータプログラム、又は、前記デジタル信号をコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ、又は半導体メモリなどに記録したものとしてもよい。また、本発
明は、これらの記録媒体に記録されている前記デジタル信号であるとしてもよい。
【０２２１】
　また、本発明は、前記コンピュータプログラム又は前記デジタル信号を、電気通信回線
、無線或いは有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、又はデータ放送
等を経由して伝送するものとしてもよい。
【０２２２】
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　また、本発明は、マイクロプロセッサとメモリとを備えたコンピュータシステムであっ
て、前記メモリは、上記コンピュータプログラムを記憶しており、前記マイクロプロセッ
サは、前記コンピュータプログラムに従って動作するとしてもよい。
【０２２３】
　また、前記プログラム、或いは、前記デジタル信号を前記記録媒体に記録して移送する
ことにより、又は、前記プログラム、或いは前記デジタル信号を、前記ネットワーク等を
経由して移送することにより、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとして
もよい。
【０２２４】
　（５）上記実施の形態及び上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２２５】
　本発明は超解像処理装置に適用できる。また、本発明は、テレビジョン受像機、ＤＶＤ
レコーダ、ＢＤレコーダ、ハードディスクレコーダ、ＤＶＤプレイヤ、及びＢＤプレイヤ
等のデジタル映像機器に有用である。また、本発明は、画像処理方法、及び画像処理プロ
グラムに有用である。
【符号の説明】
【０２２６】
　１００、２００、３００、３００Ａ、４００、５００、７００、９００　超解像処理装
置
　１０１、９０１、９５３　Ｎ倍拡大部
　１０４、２０４、３０４Ａ　Ｍ倍拡大部
　１０６、２０６、９０２、９５４、９５５　ハイパスフィルタ部
　１０８、２０８、５０８、９０３　パッチ抽出部
　１０９、９０４　加算部
　１２１、４２１、７２１、９１１　入力画像
　１２２　Ｎ倍画像
　１２５　Ｍ倍画像
　１２８　Ｍ倍高周波画像
　１２９、９１７　推定パッチ
　１３１、７３１、９１２　出力画像
　１５０　対象ブロック
　１５１　周辺領域
　１５２　ブロック
　２０２　第１特徴量抽出部
　２０３、３０３　周辺画像取得部
　２０４ｘ　Ｍｘ倍拡大部
　２０４１　Ｍ１倍拡大部
　２０４２　Ｍ２倍拡大部
　２０５、９５１　ローパスフィルタ部
　２０７　第２特徴量抽出部
　２２３　入力特徴量
　２２４、４２４　周辺画像
　２２５　周辺Ｍ倍画像
　２２５ｘ　周辺Ｍｘ倍画像
　２２５１　周辺Ｍ１倍画像
　２２５２　周辺Ｍ２倍画像
　２２６、２２６１、２２６２、２２６ｘ　周辺低周波画像
　２２７、２２７１、２２７２、２２７ｘ　周辺特徴量
　２２８、２２８１、２２８２、２２８ｘ　周辺高周波画像
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　３０４　１／Ｋ縮小部
　３１０　自己相似比推定部
　３２４　周辺Ｎ倍画像
　３３０　自己相似比情報
　４２５　周辺１／Ｋ画像
　５３０ｘ　Ｍｘ倍処理部
　５３０１　Ｍ１倍処理部
　５３０２　Ｍ２倍処理部
　７０１　エッジ超解像部
　７０２　テクスチャ超解像部
　７０３　エッジ検出部
　７０４　画像統合部
　７２２　エッジ高解像度画像
　７２３　テクスチャ高解像度画像
　７２４　エッジ情報
　８００　テレビジョン受像機
　８０１　放送受信装置
　８０２　入力選択装置
　８０３　画像処理装置
　８０４　パネル駆動装置
　８０５　ディスプレイパネル
　８２０　外部映像信号
　８２１　アンテナ出力信号
　８２２　放送映像信号
　８２３　入力映像信号
　８２４　画質改善映像信号
　８２５　パネル駆動用映像信号
　９０５　学習データベース
　９１３　拡大画像
　９１４　中周波画像
　９１５　学習中周波パッチ
　９１６　学習高周波パッチ
　９５０　学習データベース生成装置
　９５２　１／Ｎ縮小部
　９６１　学習画像
　９６２、９６４　学習低周波画像
　９６３　学習低解像度画像
　Ｃｓ　コンピュータシステム
　Ｆ　ケース
　ＦＤ　フレキシブルディスク
　ＦＤＤ　フレキシブルディスクドライブ
　Ｓｅ　セクタ
　Ｔｒ　トラック
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