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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体電子撮像素子のオプティカル・ブラック領域から得られるデータを黒レベルのデー
タとして，固体電子撮像素子から出力される画像データをオフセットするオフセット補正
におけるオフセット・レベル以下のレベルをもつ画像データを，ノイズ画像データとして
検出するノイズ画像データ検出手段，
　上記固体電子撮像素子から出力された画像データを入力し，上記ノイズ画像データ検出
手段によって検出されたノイズ画像データをノイズ低減して出力するノイズ低減回路，お
よび
　上記ノイズ低減回路から出力された画像データを上記オフセット補正するオフセット補
正回路，
　を備え，
　上記ノイズ低減回路は，
　上記固体電子撮像素子から出力された画像データを入力し，上記ノイズ画像データ検出
手段によって検出されたノイズ画像データを第１のノイズ低減処理によりノイズ低減処理
して出力し，かつノイズ画像データを除く画像データを第２のノイズ低減処理によりノイ
ズ低減して出力するものである，
　画像データのノイズ低減装置。
【請求項２】
　ノイズ画像データ検出手段が，固体電子撮像素子のオプティカル・ブラック領域から得
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られるデータを黒レベルのデータとして，固体電子撮像素子から出力される画像データを
オフセットするオフセット補正におけるオフセット・レベル以下のレベルをもつ画像デー
タを，ノイズ画像データとして検出し，
　ノイズ低減回路が，上記固体電子撮像素子から出力された画像データを入力し，上記ノ
イズ画像データ検出手段によって検出されたノイズ画像データをノイズ低減して出力し，
　オフセット補正回路が，上記ノイズ低減回路から出力された画像データを上記オフセッ
ト補正する，
　画像データのノイズ低減装置の制御方法において，
　上記ノイズ低減回路は，
　上記固体電子撮像素子から出力された画像データを入力し，上記ノイズ画像データ検出
手段によって検出されたノイズ画像データを第１のノイズ低減処理によりノイズ低減処理
して出力し，かつノイズ画像データを除く画像データを第２のノイズ低減処理によりノイ
ズ低減して出力するものである，
　画像データのノイズ低減装置の制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は，画像データのノイズ低減装置，その制御方法およびその制御プログラムな
らびに撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のディジタル・カメラにおいては高感度撮影が要求されることから，画像に含まれ
るノイズの影響が無視できなくなってきている。とくに，低輝度から中輝度のノイズは画
像中に黒点として現れることがあり，視覚的に目立ってしまうことがある。このために，
画像データにメディアン・フィルタをかけることによりノイズを低減するものがある（特
許文献１）。しかしながら，画像データ全体についてフィルタリングを行うので，画像の
解像度が低下することがある。
【特許文献１】特開平４－235472号公報
【発明の開示】
【０００３】
　この発明は，画像の解像度を低下させることなくノイズを低減させることを目的とする
。
【０００４】
　第１の発明による画像データのノイズ低減装置は，固体電子撮像素子のオプティカル・
ブラック領域から得られるデータを黒レベルのデータとして，固体電子撮像素子から出力
される画像データをオフセットするオフセット補正におけるオフセット・レベル以下のレ
ベルをもつ画像データを，ノイズ画像データとして検出するノイズ画像データ検出手段，
上記固体電子撮像素子から出力された画像データを入力し，上記ノイズ画像データ検出手
段によって検出されたノイズ画像データをノイズ低減して出力するノイズ低減回路，およ
び上記ノイズ低減回路から出力された画像データを上記オフセット補正するオフセット補
正回路を備えていることを特徴とする。
【０００５】
　第１の発明は，上記画像データのノイズ低減装置に適した制御方法も提供している。す
なわち，この方法は，ノイズ画像データ検出手段が，固体電子撮像素子のオプティカル・
ブラック領域から得られるデータを黒レベルのデータとして，固体電子撮像素子から出力
される画像データをオフセットするオフセット補正におけるオフセット・レベル以下のレ
ベルをもつ画像データを，ノイズ画像データとして検出し，ノイズ低減回路が，上記固体
電子撮像素子から出力された画像データを入力し，上記ノイズ画像データ検出手段によっ
て検出されたノイズ画像データをノイズ低減して出力し，オフセット補正回路が，上記ノ
イズ低減回路から出力された画像データを上記オフセット補正するものである。
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【０００６】
　さらに，第１の発明は，上記画像データのノイズ低減装置の制御方法を実行するための
プログラムも提供している。
【０００７】
　固体電子撮像素子から出力される画像データのうち，固体電子撮像素子のオプティカル
・ブラック領域から得られるデータは黒レベルのデータとしてオフセット補正が行われる
。オフセット補正におけるオフセット・レベル以下のレベルの画像データは存在しない筈
である。このために，オフセット・レベル以下のレベルをもつ画像データは，画像に黒点
として現れるノイズであると考えられる。
【０００８】
　第１の発明によると，固体電子撮像素子から出力された画像データのうち，オフセット
補正におけるオフセット・レベル以下のデータがノイズ画像データとして検出される。検
出されたノイズ画像データについてノイズ低減処理が行われる。ノイズ低減処理が行われ
た画像データがオフセット補正される。固体電子撮像素子から出力された画像データの全
体をノイズ低減するのではなく，ノイズとして検出されたノイズ画像データについてノイ
ズ低減処理が行われるので，画像の解像度が低下すること無く，ノイズ低減処理を行うこ
とができる。
【０００９】
　上記ノイズ低減回路は，たとえば，上記オフセット・レベル以下のレベルをもつ画像デ
ータを与えるノイズ画素を，上記ノイズ画素の近傍の画素を用いて補間する補間回路であ
る。
【００１０】
　上記ノイズ低減回路から出力された画像データによって表される画像を構成する画素の
うち，上記オフセット・レベル以下のレベルをもつ画像データを与えるノイズ画素を，上
記ノイズ画素の近傍の画素を用いて補間する補間回路をさらに備えてもよい。この場合，
上記オフセット補正回路は，上記補間回路によって補間された画素を含む画像を表す画像
データをオフセット補正するものとなろう。
【００１１】
　上記固体電子撮像素子から出力された画像データをガンマ補正するガンマ補正手段をさ
らに備えてもよい。この場合，上記ノイズ低減回路は，上記ガンマ補正手段によってガン
マ補正された画像データを入力し，上記ノイズ画像データ検出手段によって検出されたノ
イズ画像データをノイズ低減するものとなろう。
【００１２】
　上記ノイズ低減回路は，上記固体電子撮像素子から出力された画像データを入力し，上
記ノイズ画像データ検出手段によって検出されたノイズ画像データを第１のノイズ低減処
理によりノイズ低減処理して出力し，かつノイズ画像データを除く画像データを第２のノ
イズ低減処理によりノイズ低減して出力するものでもよい。
【００１３】
　第２の発明は，被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する固体電子撮像素
子を備えた撮像装置において，上記固体電子撮像素子のオプティカル・ブラック領域から
得られるデータを黒レベルのデータとして，固体電子撮像素子から出力される画像データ
をオフセットするオフセット補正におけるオフセット・レベル以下のレベルをもつ画像デ
ータを，ノイズ画像データとして検出するノイズ画像データ検出手段，上記固体電子撮像
素子から出力された画像データを入力し，上記ノイズ画像データ検出手段によって検出さ
れたノイズ画像データをノイズ低減して出力するノイズ低減回路，および上記ノイズ低減
回路から出力された画像データを上記オフセット補正するオフセット補正回路を備えてい
ることを特徴とする。
【００１４】
　第２の発明においても，固体電子撮像素子から出力された画像データのうち，オフセッ
ト補正におけるオフセット・レベル以下のデータがノイズ画像データとして検出される。
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検出されたノイズ画像データについてノイズ低減処理が行われる。ノイズ低減処理が行わ
れた画像データがオフセット補正される。固体電子撮像素子から出力された画像データの
全体をノイズ低減するのではなく，ノイズとして検出されたノイズ画像データについてノ
イズ低減処理が行われるので，画像の解像度が低下すること無く，ノイズ低減処理を行う
ことができる。
【実施例】
【００１５】
　まず，この発明の実施例の原理を説明する。
【００１６】
　図１は，固体電子撮像素子の入射光量と出力信号レベルとの関係を示している。
【００１７】
　入射光量に応じて出力信号レベルは増加する。固体電子撮像素子には，オプティカル・
ブラック領域が含まれており，このオプティカル・ブラック領域から得られた映像信号は
，黒レベルの映像信号として扱われる。ディジタル・スチル・カメラにおいては，黒レベ
ルの映像信号が０となるように，固体電子撮像素子から出力された映像信号がオフセット
補正される。オフセット補正のためにオフセット・レベルが規定されており，このオフセ
ット・レベル以下の信号はオフセット補正によりクリップされる。
【００１８】
　オプティカル・ブラック領域から得られた映像信号のレベルは黒レベルであるから，オ
フセット・レベル以下のレベルをもつ信号成分は存在しない筈であるが，出力信号にはノ
イズ成分が含まれているため，ノイズ成分によりオフセット・レベル以下のレベルをもつ
信号成分が生じることがある。このようにオフセット・レベル以下のレベルをもつ信号成
分は，出力信号によって表される画像上に黒点ノイズとして現れることがある。
【００１９】
　この発明による実施例においては，オフセット・レベル以下のレベルをもつ信号成分を
検出し，その検出された信号成分によって表される画像上の画素（ノイズ画素）の位置が
見つけられる。見つけられたノイズ画素が，そのノイズ画素近傍の画素を用いて補間され
るものである（ノイズ低減処理）。オフセット補正前にオフセット・レベル以下のレベル
をもつ信号成分が検出されるので，ノイズ画素を見つけることができる。
【００２０】
　図２は，ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
【００２１】
　ディジタル・スチル・カメラの全体の動作は，ＣＰＵ10によって統括される。
【００２２】
　ディジタル・スチル・カメラには，電源ボタン，モード設定ダイアル，シャッタ・レリ
ーズ・ボタン等のボタン類を含むカメラ操作器１が含まれている。このカメラ操作器１か
ら出力される操作信号はＣＰＵ10に入力する。
【００２３】
　ディジタル・スチル・カメラには，ストロボ撮影のためのストロボ発光装置２およびこ
のストロボ発光装置２の発光を制御するための駆動回路３も含まれている。また，ＣＰＵ
10には，ディジタル・スチル・カメラの各回路に電源を供給するための電源回路４が接続
されている。さらに，ＣＰＵ10には，動作プログラム，所定のデータ等を記憶するための
メモリ５も接続されている。メモリ・カード22に動作プログラムが記録されていれば，メ
モリ・カード22から動作プログラムが読み取られてディジタル・スチル・カメラにインス
トールされることにより，ディジタル・スチル・カメラに後述する動作を行わせることが
できる。
【００２４】
　ＣＣＤ13は，単板のＣＣＤであり，詳しくは後述するように，受光面上にカラー・フィ
ルタが形成されている。もちろん，３板のＣＣＤや白黒のＣＣＤであってもよいのはいう
までもない。ＣＣＤ13の受光面前方には撮像レンズ11および絞り12が設けられている。こ
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れらの撮像レンズ11の合焦位置および絞り12の絞り値は，それぞれ駆動回路７および８に
よって制御される。さらに，ＣＣＤ13には，駆動回路９から与えられる駆動パルスによっ
て駆動させられる。この駆動回路９ならびに後述するＣＤＳ（相関二重サンプリング）回
路14およびアナログ／ディジタル変換回路15には，タイミング・ジェネレータ６からタイ
ミング・パルスが与えられている。
【００２５】
　撮像モードが設定されると，ＣＣＤ13の受光面上に被写体像が結像し，被写体像を表す
映像信号（カラー映像信号）がＣＣＤ13から出力される。上述したように，ＣＣＤ13には
オプティカル・ブラック領域が含まれており，光学的な黒レベルを表す映像信号も出力さ
れる。
【００２６】
　ＣＣＤ13から出力される映像信号は，ＣＤＳ回路14において相関二重サンプリングが行
われ，アナログ／ディジタル変換回路15に入力する。アナログ／ディジタル変換回路15に
おいて，映像信号からディジタル画像データに変換されてメモリ16に与えられ，記憶され
る。画像データは，メモリ16から読み出されて信号処理回路17に入力する。この信号処理
回路17において，上述したようにノイズ画素の検出，画素補間等のノイズ低減処理が行わ
れる。信号処理回路17の処理について詳しくは後述する。
【００２７】
　信号処理回路17から出力された画像データは，メモリ18を介して液晶表示装置19に与え
られる。液晶表示装置19の表示画面に撮像により得られた被写体像が表示されることとな
る。
【００２８】
　シャッタ・レリーズ・ボタンが押されると，上述のようにして信号処理回路17から出力
された画像データはメモリ18に与えられ，一時的に記憶される。画像データはメモリ18か
ら読み取られて圧縮／伸張回路20に入力する。圧縮／伸張回路20においてデータ圧縮され
，データ圧縮された画像データが記録制御回路21によってメモリ・カード22に記録される
。
【００２９】
　再生モードが設定されると，メモ・カード22に記録されている圧縮画像データが記録／
再生制御回路21によって読み取られる。読み取られた圧縮画像データは圧縮／伸張回路20
においてデータ伸張される。伸張された画像データがメモリ18を介して液晶表示装置19に
与えられる。メモリ・カード22に記録されている画像データによって表される画像が液晶
表示装置19の表示画面上に表示されることとなる。
【００３０】
　図３は，信号処理回路17電気的構成を示すブロック図である。
【００３１】
　上述のようにして信号処理回路17に入力した画像データ（入力画像データ）は，ノイズ
検出／画素補間回路31に入力する。ノイズ検出／画素補間回路31において，上述したよう
にオフセット・レベル以下のレベルをもつ画像データ（ノイズ画像データ）が検出され，
検出されたノイズ画像データによって表される画素（ノイズ画素）の位置が見つけられる
。見つけられたノイズ画素が，そのノイズ画素の近傍の画素を用いて補間される。この画
素補間処理について詳しくは後述する。
【００３２】
　ノイズ検出／画素補間処理31から出力された画像データは，オフセット補正回路32にお
いて，上述したように，画像データの黒レベルが０のレベルとなるようにオフセット・レ
ベルにクリップされる（オフセット補正）。ノイズ画素検出は，オフセット補正前に行わ
れるので，オフセット・レベル以下のノイズと黒レベルとを区別することができる。ノイ
ズ画素を検出できるようになる。
【００３３】
　オフセット補正された画像データが白バランス補正回路33において白バランス補正され
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る。白バランス補正された画像データは，リニア・マトリクス回路34を介してガンマ補正
回路35に入力する。ガンマ補正回路において，ガンマ補正が行われることにより，14ビッ
トの画像データが８ビットの画像データに変換される。
【００３４】
　ガンマ補正された画像データは，同時化回路36において同時化処理が行われる。画像デ
ータは，さらに色差マトリクス37に与えられて色補正される。色差マトリクス回路37から
出力された画像データは，トリミング／リサイズ処理回路38において所望のサイズとなる
ようにトリミング処理およびリサイズ処理が行われる。画像データは，さらに輪郭補正回
路39において，画像の輪郭部分が強調されるように輪郭補正されて信号処理回路17から出
力される。
【００３５】
　上述の実施例においては，同時化回路36において同時化処理が行われているが，３板の
ＣＣＤまたは白黒の画像データを出力するＣＣＤであれば，同時化処理が行われないのは
いうまでもない。
【００３６】
　図４は，ＣＣＤ13の受光面上の一部を示している。
【００３７】
　図４に示すＣＣＤは，いわゆるハニカム配列のものであり，奇数列には奇数行にフォト
ダイオード25が設けられており，偶数列には偶数行にフォトダイオード25が設けられてい
る。もっとも，奇数列には偶数行にフォトダイオード25を設け，偶数列には奇数行にフォ
トダイオード25を設けるようにしてもよい。
【００３８】
　フォトダイオード25の受光面上には赤色の光成分を透過する特性を有するフィルタ（Ｒ
の符号が付されている），緑色の光成分を透過する特性を有するフィルタ（Ｇの符号が付
されている）または青色の光成分を透過する特性を有するフィルタ（Ｂの符号が付されて
いる）のいずれかのフィルタが設けられている。
【００３９】
　これらのうち，中央のフォトダイオード25に相当する画素Ｒ(i,j)が上述したノイズ画
素であるとして検出されたものとする。このノイズ画素Ｒ(i,j)は，赤色成分を透過する
フィルタが形成されているフォトダイオード25から得られるものであるから，近傍の画素
のうち，赤色のフィルタが形成されているフォトダイオード25から得られる画素Ｒ(i-2,j
)，Ｒ(i+2,j)，Ｒ(i,j-2)，Ｒ(i,j+2)，Ｒ(i-1,j-1)，Ｒ(i+1,j+1)，Ｒ(i-1,j+1)および
Ｒ(i+1,j-1)を用いて画素補間される。
【００４０】
　まず，式１から式４を用いて，補間対象であるノイズ画素Ｒ(i,j)のレベルと，そのノ
イズ画素Ｒ(i,j)の水平方向，垂直方向，左斜め方向および右斜め方向に存在する画素の
平均レベルとの差分ΔEv(H)，ΔEv(V)，ΔEv(NW)およびΔEv(NE)が算出される。
【００４１】
　ΔEv(H)=｜Ｒ(i,j)- [Ｒ(i-2,j)+Ｒ(i+2,j)]/２｜・・・式１
　ΔEv(V)=｜Ｒ(i,j)- [Ｒ(i,j-2)+Ｒ(i,j+2)]/２｜・・・式２
　ΔEv(NW)=｜Ｒ(i,j)- [Ｒ(i-1,j-1)+Ｒ(i+1,j+1)]/２｜・・・式３
　ΔEv(NE)=｜Ｒ(i,j)- [Ｒ(i-1,j+1)+Ｒ(i+1,j-1)]/２｜・・・式４
【００４２】
　ノイズ画素Ｒ(i,j)とのレベル差が少ない画素を用いて，ノイズ画素Ｒ(i.j)の画素補間
が行われるようにするために，式１から式４によって算出された差分ΔEv(H)，ΔEv(V)，
ΔEv(NW)およびΔEv(NE)のうち，差分値のもっとも小さい差分ΔEv(1)が選ばれる。選ば
れた差分ΔEv(1)を算出するのに用いられた画素Ｒ１およびＲ２を用いて式５により，ノ
イズ画素Ｒ(i,j)が補間される。
【００４３】
　Ｒ(i,j)=（Ｒ１＋Ｒ２＋１）／２・・・式５
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　式５において，１を加算しているのは画素レベルを切り上げる（切り下げる）ためであ
る。
【００４４】
　たとえば，ΔEv(H)がもっとも小さければ式５は，式６によって表される。
【００４５】
　Ｒ(i,j)= [Ｒ(i-2,j)+Ｒ(i+2,j)+１]/２・・・式６
【００４６】
　このようにしてノイズ画素の補間が行われる。ノイズ画素が他の画素の場合であっても
同様にして画素補間が行われることにより，ノイズ画素のノイズが除去される。
【００４７】
　図５は，ＣＣＤの受光面の一例を示すもので，ベイヤ配列のものである。
【００４８】
　ＣＣＤの受光面には，すべての行および列にフォトダイオード25が設けられている。図
４に示すものと同様に，フォトダイオード25の受光面上には赤色の光成分を透過するフィ
ルタＲ，緑色の光成分を透過するフィルタＧまたは青色の光成分を透過するフィルタＢが
形成されている。
【００４９】
　中央の画素Ｒ(i,j)がノイズ画素であり，補間対象画素である。ノイズ画素Ｒ(i,j)の近
傍にはノイズ画素Ｒ(i,j)と同じ赤色の光成分を透過する特性を有するフィルタが形成さ
れている画素Ｒ(i-2,j)，Ｒ(i+2,j)，Ｒ(i,j-2)，Ｒ(i,j+2)，Ｒ(i-2,j-2)，Ｒ(i+2,j+2)
，Ｒ(i-2,j+2)およびＲ(i+2,j-2)が配置されている。これらの画素を用いて上述した式１
～式５のようにしてノイズ画素Ｒ(i,j)が補間されるのは理解されよう。
【００５０】
　図６および図７は，他の実施例を示すものである。
【００５１】
　図６は，信号処理回路17の電気的構成を示すブロック図であり，図３に対応するもので
ある。図６において，図３に示す回路と同じ回路については同一符号を付して説明を省略
する。
【００５２】
　図３に示す信号処理回路では，ノイズ検出と画素補間とは同一のノイズ検出／画素補間
回路31において行われているが，図６に示す信号処理回路では，ノイズ検出はノイズ検出
回路31Ａにおいて行われ，画素補間はノイズ検出回路31Ａとは別の画素補間回路42におい
て行われる。ノイズ検出回路31Ａと画素補間回路42との間にはノイズ低減処理回路41が設
けられている。ノイズ低減処理回路41においてノイズ低減された画像データが画素補間回
路42に入力することとなる。ノイズ低減処理は，一般的なものであればよく，ノイズ低減
処理方法は特に問わない。
【００５３】
　図３に示す信号処理回路では，ノイズ画素の検出と画素補間とが一つのノイズ検出／画
素補間回路31おいて行われるから，ノイズ画素を補間するために用いられる画素自体がノ
イズのあるものであると補間により生成された画素のノイズは補間前に比べて低減されな
いことがある。図６に示す信号処理回路では，ノイズ低減された画像データを用いてノイ
ズ画素が補間されることとなるから，補間により生成された画素のノイズが補間前に比べ
て低減される。
【００５４】
　図７は，画素配列の一例である。
【００５５】
　列方向および行方向に画素Ｐ１～Ｐ９が規定されている。これらの画素Ｐ１～Ｐ９のう
ち，中央の画素Ｐ５がノイズ画素であり，補間対象の画素となる。
【００５６】
　ノイズ画素Ｐ５は，上述したように，ノイズ画素Ｐ５の回りの画素Ｐ１～Ｐ４，Ｐ６～
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Ｐ９のうち，いずれか一組の画素を用いて画素補間されるが，画素補間に用いられる一組
の画素自体がノイズ画素であると，上述のように補間により生成された画素は依然として
ノイズが含まれている。この実施例においては，上述したようにノイズ低減処理が行われ
た後に画素補間処理が行われるから，画素補間に用いられる一組の画素がノイズ画素であ
ったとしてもそれらのノイズが低減されている。ノイズ低減された画素を用いて画素補間
が行われる。
【００５７】
　図８は，さらに他の実施例を示すものであり，信号処理回路の電気的構成を示すブロッ
ク図である。この図においても，図３に示す回路と同一の回路については同一符号を付し
て説明を省略する。
【００５８】
　この実施例においてもノイズ検出回路31Ａとは別に画素補間回路42が設けられている。
画素補間回路42は，ガンマ補正回路35の後段に設けられており，ガンマ補正回路42におい
てガンマ補正された画像データについて画素補間が行われる。上述したように，ガンマ補
正により，画像データが14ビットから８ビットに変換されるから，画素補間回路42の回路
規模を小さくできる。画素補間回路42により画素補間された画像データが同時化回路36に
おいて同時化処理される。
【００５９】
　ノイズ検出回路31Ａにおいて検出されたノイズ画素の位置は，ディジタル・スチル・カ
メラのメモリ５に記憶されており，この位置にもとづいて画素補間回路42における画素補
間が行われるのはいうまでもない。
【００６０】
　図８に示す回路においても，図６に示すものと同様にノイズ検出回路31Ａの後段にノイ
ズ低減回路を設けてもよいのはいうまでもない。
【００６１】
　図９および図10は，さらに他の実施例を示すものである。
【００６２】
　図９は，信号処理回路の電気的構成を示すブロック図である。この図においても図３に
示す回路と同一物については同一符号を付して説明を省略する。
【００６３】
　この実施例においては，上述したノイズ画素については，画素補間によるノイズ低減処
理が行われ，ノイズ画素を除く画素については一般的なノイズ低減処理が行われるもので
ある。ノイズ画素については画素補間によるノイズ低減処理が行われるが，一般的なノイ
ズ低減処理は行われない。
【００６４】
　ノイズ検出回路31Ａから出力された画像データはノイズ低減処理回路41に入力する。ノ
イズ低減処理回路41においてノイズ画素を除く画素を表す画像データについて一般的なノ
イズ低減処理が行われる。その後オフセット補正等が行われる。ノイズ画素については一
般的なノイズ低減処理が行われないので，ノイズ低減処理を迅速に行うことができる。
【００６５】
　ガンマ補正された画像データは，画素補間回路42に入力する。画素補間回路42において
，ノイズ画素について画素補間処理が行われることとなる。
【００６６】
　図10は，ノイズ低減処理の処理手順を示すフローチャートである。
【００６７】
　画像データがノイズ画素のものかどうかが判断される（ステップ51）。ノイズ画素でな
ければ（ステップ51でＮＯ），上述したようにノイズ低減処理回路41においてノイズ低減
処理（第１のノイズ低減処理）が行われる（ステップ52）。ノイズ画素であれば（ステッ
プ53），上述したように，画素補間回路42において画素補間（第２のノイズ低減処理）が
行われる（ステップ53）。
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【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】ＣＣＤの入射光量と出力信号レベルとの関係を示している。
【図２】ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図３】信号処理回路の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】ハニカム配列を示している。
【図５】ベイヤ配列を示している。
【図６】信号処理回路の電気的構成を示している。
【図７】画素配列の一例である。
【図８】信号処理回路の電気的構成を示すブロック図である。
【図９】信号処理回路の電気的構成を示すブロック図である。
【図１０】ノイズ低減処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６９】
　10　ＣＰＵ
　13　ＣＣＤ
　17　信号処理回路
　31　ノイズ検出／画素補間回路
　31Ａ　ノイズ検出回路
　32　オフセット補正回路
　35　ガンマ補正回路
　41　ノイズ低減回路
　42　画素補間回路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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