
JP 6115781 B2 2017.4.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像に含まれる複数の画素の各々の奥行きを示す複数のデプス値を修正する画像処
理装置であって、
　前記複数の画素の各々の特徴量を算出する特徴算出部と、
　前記複数のデプス値の各々の信頼度を取得する信頼度取得部と、
　複数の前記信頼度及び複数の前記特徴量を用いて前記複数のデプス値を修正するデプス
修正部と、
　前記入力画像を含む複数の画像を用いて前記複数のデプス値を推定するデプス推定部と
を備え、
　前記特徴量は、各画素におけるエッジの方向を含み、
　前記デプス推定部は、
　前記複数の画素の各々に対して、処理対象の画素のボケ量と、予め定められた複数の奥
行きに対応する予め定められた複数のボケ量との一致度を示すコスト値を、当該奥行きご
とに算出し、
　算出された複数の前記コスト値のうち、最も一致度が高い選択コスト値に対応する奥行
きを、前記処理対象の画素のデプス値として推定し、
　前記信頼度取得部は、前記選択コスト値を用いて前記信頼度を算出する
　画像処理装置。
【請求項２】
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　前記デプス修正部は、前記複数の画素に含まれる複数の参照画素の複数のデプス値のう
ち、前記信頼度が高いデプス値と、処理対象の対象画素のデプス値に特徴量が近い参照画
素のデプス値とを優先して用いて、前記対象画素のデプス値を修正する
　請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記デプス修正部は、
　前記複数の参照画素の各々の前記特徴量及び前記信頼度を用いて、各参照画素の重みを
算出する重み算出部と、
　算出された複数の前記重みを用いて、前記複数の参照画素のデプス値を加重平均するこ
とにより、修正後の前記対象画素の前記デプス値を生成するデプス合成部とを備える
　請求項２記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記重み算出部は、前記対象画素の特徴量と、前記複数の参照画素の特徴量の各々との
差を算出し、前記差が大きいほど、対応する参照画素の前記重みを小さくする
　請求項３記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記特徴量は、各画素におけるエッジの強さを含む
　請求項１～４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記重み算出部は、前記参照画素の信頼度が大きいほど当該参照画素の前記重みを大き
くする
　請求項３記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記重み算出部は、前記対象画素と前記参照画素との距離が遠いほど当該参照画素の前
記重みを小さくする
　請求項３記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記信頼度は、前記デプス値の正しさの度合い、又は、前記デプス値が正しいか否かを
示す
　請求項１～７のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記信頼度取得部は、前記選択コスト値の一致度が高いほど前記信頼度を高くする
　請求項１記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記信頼度取得部は、さらに、前記選択コスト値の一致度が閾値より低い場合、前記信
頼度を最も低い値に設定する
　請求項９記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記信頼度取得部は、さらに、前記閾値を処理対象の画素の輝度値に応じて変更する
　請求項１０記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記信頼度取得部は、前記輝度値が大きいほど前記閾値を大きくする
　請求項１１記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　入力画像に含まれる複数の画素の各々の奥行きを示す複数のデプス値を修正する画像処
理方法であって、
　前記複数の画素の各々の特徴量を算出する特徴算出ステップと、
　前記複数のデプス値の各々の信頼度を取得する信頼度取得ステップと、
　複数の前記信頼度及び複数の前記特徴量を用いて前記複数のデプス値を修正するデプス
修正ステップと、
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　前記入力画像を含む複数の画像を用いて前記複数のデプス値を推定するデプス推定ステ
ップとを含み、
　前記特徴量は、各画素におけるエッジの方向を含み、
　前記デプス推定ステップでは、
　前記複数の画素の各々に対して、処理対象の画素のボケ量と、予め定められた複数の奥
行きに対応する予め定められた複数のボケ量との一致度を示すコスト値を、当該奥行きご
とに算出し、
　算出された複数の前記コスト値のうち、最も一致度が高い選択コスト値に対応する奥行
きを、前記処理対象の画素のデプス値として推定し、
　前記信頼度取得ステップでは、前記選択コスト値を用いて前記信頼度を算出する
　画像処理方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の画像処理方法をコンピュータに実行させるための
　プログラム。
【請求項１５】
　入力画像に含まれる複数の画素の各々の奥行きを示す複数のデプス値を修正する集積回
路であって、
　前記複数の画素の各々の特徴量を算出する特徴算出部と、
　前記複数のデプス値の各々の信頼度を取得する信頼度取得部と、
　複数の前記信頼度及び複数の前記特徴量を用いて前記複数のデプス値を修正するデプス
修正部と、
　前記入力画像を含む複数の画像を用いて前記複数のデプス値を推定するデプス推定部と
を備え、
　前記特徴量は、各画素におけるエッジの方向を含み、
　前記デプス推定部は、
　前記複数の画素の各々に対して、処理対象の画素のボケ量と、予め定められた複数の奥
行きに対応する予め定められた複数のボケ量との一致度を示すコスト値を、当該奥行きご
とに算出し、
　算出された複数の前記コスト値のうち、最も一致度が高い選択コスト値に対応する奥行
きを、前記処理対象の画素のデプス値として推定し、
　前記信頼度取得部は、前記選択コスト値を用いて前記信頼度を算出する
　集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デプス値を修正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】
　従来より、入力画像に含まれる各画素又は一定領域ごとに、当該画素又は一定領域のデ
プス値を推定する技術が知られている。デプス値とは、例えば撮像装置から被写体までの
距離であり、奥行き値とも呼ばれる。しかしこれらの技術を用いた処理では、画像の特徴
又はノイズなどの影響によってデプス推定にエラーが発生することで検出精度が低下する
ことがある。このため、従来のデプス推定技術により生成されたデプス値を利用する画像
処理では、出力画像の画質が低下してしまう。例えば、デプス値に基づいて画像をシフト
することで視差画像を生成するＤＩＢＲ（Ｄｅｐｔｈ　Ｉｍａｇｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｒｅｎ
ｄｅｒｉｎｇ）処理では、デプス値のエラーによって、生成された画像中にノイズ又はオ
ブジェクトの歪みが発生するという問題がある。また、デプス値を利用して画像のボケを
任意調整する処理では、デプス値エラーのため、被写体の前後関係が崩れる。これにより
、生成された画像中の被写体のボケが不自然になるという課題もある。
【０００３】
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　このように、デプス値が利用される画像処理により生成される出力画像の品質を改善す
るためには、高精度のデプス値が要求される。しかし、前述のように、画像を用いたデプ
ス値の推定処理の精度には限界があり、推定後のデプス値にはエラーが多く含まれている
。そこで、従来より推定後のデプス値を修正する技術が開発されていた。
【０００４】
　従来のデプス値を補正する技術としては、対象画素の画素値と周辺画素の画素値との関
係を利用してデプス値を補正する技術がある（例えば、特許文献１参照）。特許文献１記
載の装置は、入力画像の画素値（色、輝度又は色差）を利用して、周辺のデプス値の重み
を算出し、当該重みを用いてデプス値を補正する。つまり、当該装置は、画素値が近い画
素は同じ被写体とみなして画素のデプス値を補正する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１１／０３３６７３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような、デプス値を補正する画像処理装置では、デプス値の精度を向上させること
が望まれている。
【０００７】
　そこで、本発明は、デプス値の精度を向上させることができる画像処理装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る画像処理装置は、入力画像に含まれ
る複数の画素の各々の奥行きを示す複数のデプス値を修正する画像処理装置であって、前
記複数の画素の各々の特徴量を算出する特徴算出部と、前記複数のデプス値の各々の信頼
度を取得する信頼度取得部と、複数の前記信頼度及び複数の前記特徴量を用いて前記複数
のデプス値を修正するデプス修正部とを備える。
【０００９】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組
み合わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、デプス値の精度を向上させることができる画像処理装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施の形態１に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る画像処理方法のフローチャートである。
【図３】図３は、実施の形態１に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、実施の形態１に係る入力画像の一例を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１に係る入力デプス情報の一例を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態１に係る信頼度情報の一例を示す図である。
【図７】図７は、実施の形態１に係る信頼度とエラー量との関係を示す図である。
【図８】図８は、実施の形態１に係るエッジ画像の一例を示す図である。
【図９】図９は、実施の形態１に係るデプス修正部の構成を示すブロック図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、実施の形態１に係る特徴量の差と重みとの関係を示す図である
。
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【図１０Ｂ】図１０Ｂは、実施の形態１に係るエラー量と重みとの関係を示す図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、実施の形態１に係る距離と重みとの関係を示す図である。
【図１１】図１１は、実施の形態１に係る出力デプス情報の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、実施の形態１に係る画像処理方法のフローチャートである。
【図１３】図１３は、実施の形態２に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図１４】図１４は、実施の形態２に係る最小コスト値と信頼度との関係を示す図である
。
【図１５】図１５は、実施の形態２に係る画像処理方法のフローチャートである。
【図１６】図１６は、実施の形態２に係る最小コスト値と信頼度との関係を示す図である
。
【図１７】図１７は、実施の形態２に係る輝度と閾値との関係を示す図である。
【図１８】図１８は、実施の形態３に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図１９】図１９は、実施の形態３に係るブロック間差異と信頼度との関係を示す図であ
る。
【図２０】図２０は、実施の形態３に係る画像処理方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（本発明の基礎となった知見）
　本発明者は、従来の技術において、以下の問題が生じることを見出した。
【００１３】
　例えば、特許文献１に記載の従来の装置は、色が近い異なった被写体を同じ被写体とみ
なしてしまい、デプス値を補正する際、周辺の誤ったデプス値を利用してしまう場合があ
る。これにより、補正されたデプス値の精度が低くなるという問題が発生することを本発
明者は見出した。
【００１４】
　また、自然画像では同じ被写体内に色が違う部分が多く含まれる。このような場合には
、従来の装置は、同じ被写体にもかかわらず色が違った部分が違う被写体と判断する。こ
れにより、周辺のデプス値が正しい場合でも、このデプス値が補正には利用されないため
、対象画素のデプス値が補正されないという問題が発生する。この結果、従来の処理では
正しいデプス値の補正が行えず、デプス値の精度が改善されないという問題があることを
本発明者は見出した。
【００１５】
　このような問題を解決するために、本発明の一態様に係る画像処理装置は、入力画像に
含まれる複数の画素の各々の奥行きを示す複数のデプス値を修正する画像処理装置であっ
て、前記複数の画素の各々の特徴量を算出する特徴算出部と、前記複数のデプス値の各々
の信頼度を取得する信頼度取得部と、複数の前記信頼度及び複数の前記特徴量を用いて前
記複数のデプス値を修正するデプス修正部とを備える。
【００１６】
　これにより、当該画像処理装置は、信頼度を用いて、例えば、処理対象の画素のデプス
値及び周辺の画像のデプス値の正しさを判断できるので、周辺の正しいデプス値を利用し
て処理対象の画素のデプス値を修正することができる。また、同じ特徴を有する画素は同
じ被写体、つまり同じデプス値を有する可能性が高い。よって、当該画像処理装置は、画
素の特徴量を用いて、例えば、処理対象の画素と同じ被写体に含まれる周辺の画素を判別
できる。これにより、当該画像処理装置は、デプス値の精度を向上させることができる。
【００１７】
　例えば、前記デプス修正部は、前記複数の画素に含まれる複数の参照画素の複数のデプ
ス値のうち、前記信頼度が高いデプス値と、処理対象の対象画素のデプス値に特徴量が近
い参照画素のデプス値とを優先して用いて、前記対象画素のデプス値を修正してもよい。
【００１８】
　これにより、当該画像処理装置は、信頼度の高いデプス値を利用して対象画素のデプス
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値を修正することができる。さらに、当該画像処理装置は、対象画素と同じ被写体に含ま
れる周辺の画素を判別できる。これにより、当該画像処理装置は、デプス値の精度を向上
させることができる。
【００１９】
　例えば、前記デプス修正部は、前記複数の参照画素の各々の前記特徴量及び前記信頼度
を用いて、各参照画素の重みを算出する重み算出部と、算出された複数の前記重みを用い
て、前記複数の参照画素のデプス値を加重平均することにより、修正後の前記対象画素の
前記デプス値を生成するデプス合成部とを備えてもよい。
【００２０】
　これにより、当該画像処理装置は、参照画素の信頼度に基づいて重みを算出する。つま
り、参照画素のデプス値の正しさの度合いによって重みが違ってくるのでデプス値の修正
精度が向上する。また、当該画像処理装置は、画素の特徴量に基づいて重みを算出する。
これにより、当該画像処理装置は、例えば、処理画素と特徴が似ている画素のデプス値を
利用できるのでデプス値の精度を向上させることができる。
【００２１】
　例えば、前記重み算出部は、前記対象画素の特徴量と、前記複数の参照画素の特徴量の
各々との差を算出し、前記差が大きいほど、対応する参照画素の前記重みを小さくしても
よい。
【００２２】
　これにより、対象画素と特徴が近い参照画素のデプス値ほど、重みが大きくなる。よっ
て、当該画像処理装置は、特徴が似ている画素のデプス値を多く利用できるので、対象画
素のデプス値の精度を向上させることができる。
【００２３】
　例えば、　記特徴量は、各画素におけるエッジの強さを含んでもよい。
【００２４】
　これにより、当該画像処理装置は、対象画素及び参照画素の特徴量が算出できる。一般
にエッジは被写体と被写体との境界で検出される。また、被写体が異なると、デプス値も
異なる可能性が高い。そこで、当該画像処理装置は、エッジの量を利用することによって
、対象画素と同じ被写体に含まれる参照画素を判別し、当該参照画素のデプス値を利用す
ることができる。これより、当該画像処理装置は、デプス値の精度を向上させることがで
きる。
【００２５】
　例えば、前記特徴量は、各画素におけるエッジの方向を含んでもよい。
【００２６】
　これにより、当該画像処理装置は、画素のエッジの方向を用いてデプス値を修正できる
。これにより、当該画像処理装置は、デプス値の精度を向上させることができる。
【００２７】
　例えば、前記重み算出部は、前記参照画素の信頼度が大きいほど当該参照画素の前記重
みを大きくしてもよい。
【００２８】
　これにより、当該画像処理装置は、信頼度の低いデプス値に対する重みを小さくするこ
とで、エラーを含む画素の影響を少なくすることができる。また、当該画像処理装置は、
信頼度が高いデプス値に対する重みを大きくすることで、修正されたデプス値の精度を向
上させることができる。
【００２９】
　例えば、前記重み算出部は、前記対象画素と前記参照画素との距離が遠いほど当該参照
画素の前記重みを小さくしてもよい。
【００３０】
　ここで、対象画素から遠く離れる画素ほど、対象画素と異なる被写体に含まれる可能性
が高い。つまり、対象画素から遠く離れる画素ほど、対象画素とデプス値が違う可能性が



(7) JP 6115781 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

高い。そこで、当該画像処理装置は、対象画素から遠い画素のデプス値の重みを小さくす
ることによって、違う被写体のデプス値の影響を少なくすることができる。
【００３１】
　例えば、前記信頼度は、前記デプス値の正しさの度合い、又は、前記デプス値が正しい
か否かを示してもよい。
【００３２】
　これにより、当該画像処理装置は、デプス値の正しい度合いを把握できるので、対象画
素のデプス値を修正する際、例えば、当該対象画素のデプス値に、周辺の正しいデプス値
を多く配分し、周辺の正しくないデプス値を少なく配分できる。これにより、当該画像処
理装置は、修正されたデプス値の精度を向上させることができる。
【００３３】
　例えば、前記画像処理装置は、さらに、前記入力画像を含む複数の画像を用いて前記複
数のデプス値を推定するデプス推定部を備えてもよい。
【００３４】
　これにより、当該画像処理装置は、複数の画像からデプス値を推定することができる。
【００３５】
　例えば、前記デプス推定部は、前記複数の画素の各々に対して、処理対象の画素のボケ
量と、予め定められた複数の奥行きに対応する予め定められた複数のボケ量との一致度を
示すコスト値を、当該奥行きごとに算出し、算出された複数の前記コスト値のうち、最も
一致度が高い選択コスト値に対応する奥行きを、前記処理対象の画素のデプス値として推
定し、前記信頼度取得部は、前記選択コスト値を用いて前記信頼度を算出してもよい。
【００３６】
　これにより、当該画像処理装置は、デプス値の推定処理時に用いられた情報を利用して
、精度の高いデプス値の信頼度を算出することができる。
【００３７】
　例えば、前記信頼度取得部は、前記選択コスト値の一致度が高いほど前記信頼度を高く
してもよい。
【００３８】
　ここで、選択コスト値の一致度が高ければ高いほど、デプス値が正しい可能性が高い。
よって、当該画像処理装置は、精度の高いデプス値の信頼度を算出できる。
【００３９】
　例えば、前記信頼度取得部は、さらに、前記選択コスト値の一致度が閾値より低い場合
、前記信頼度を最も低い値に設定してもよい。
【００４０】
　これにより、当該画像処理装置は、信頼度が低いデプス値の影響を低減できる。
【００４１】
　例えば、前記信頼度取得部は、さらに、前記閾値を処理対象の画素の輝度値に応じて変
更してもよい。
【００４２】
　ここで、コスト値は、輝度値に応じて変動する傾向がある。よって、当該画像処理装置
は、輝度値に応じて閾値を変更することにより、例えば、この輝度値に応じたコスト値の
変動の影響を低減できる。
【００４３】
　例えば、前記信頼度取得部は、前記輝度値が大きいほど前記閾値を大きくしてもよい。
【００４４】
　これにより、当該画像処理装置は、輝度値に応じたコスト値の変動の影響を低減できる
。
【００４５】
　例えば、前記画像処理装置は、さらに、前記複数の画像における被写体の位置を合わせ
るために、当該被写体の位置をずらす位置合わせを行う位置合わせ部を備え、前記デプス
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推定部は、前記位置合わせが行われた後の複数の画像を用いて前記複数のデプス値を推定
し、前記信頼度取得部は、前記位置合わせの際に生成された情報を用いて前記信頼度を算
出してもよい。
【００４６】
　これにより、当該画像処理装置は、複数の入力画像の被写体の位置ずれを合わせること
でデプス値の推定の精度を向上させることができる。さらに、当該画像処理装置は、この
位置合わせの際に生成された情報を利用することで信頼度の精度を向上させることができ
る。
【００４７】
　例えば、前記位置合わせ部は、前記位置合わせにおいて、前記複数の画像の一つである
対象画像に含まれる対象ブロックと、前記複数の画像に含まれる前記対象画像と異なる画
像に含まれる複数のブロックとの差異を算出し、算出した複数の前記差異のうち最も小さ
い差異に対応するブロックを前記対象ブロックに対応する対応ブロックと判定し、前記信
頼度取得部は、前記対象ブロックと前記対応ブロックとの前記差異が小さいほど前記信頼
度を高くしてもよい。
【００４８】
　ここで、位置合わせの際の対象ブロックと対応ブロックとの差異が小さいほど、デプス
値が正しい可能性が高い。よって、当該画像処理装置は信頼度の精度を向上できる。
【００４９】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組
み合わせで実現されてもよい。
【００５０】
　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。
【００５１】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すものである。以
下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形
態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。ま
た、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載され
ていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００５２】
　（実施の形態１）
　本実施の形態に係る画像処理装置は、入力画像の特徴量と、入力デプス情報の信頼度と
に基づき、当該入力デプス情報を修正する。これにより、当該画像処理装置は、デプス値
の精度を向上させることができる。
【００５３】
　まず、本実施の形態に係る画像処理装置の基本構成を説明する。図１は、本実施の形態
に係る画像処理装置１００の基本構成を示すブロック図である。
【００５４】
　図１に示す画像処理装置１００は、入力デプス情報１２１を修正することにより出力デ
プス情報１２２を生成する。入力デプス情報１２１は、入力画像１２３に含まれる複数の
画素の各々の奥行きを示す複数のデプス値を含む。
【００５５】
　この画像処理装置１００は、特徴算出部１０１と、信頼度取得部１０２と、デプス修正
部１０３とを備える。
【００５６】
　特徴算出部１０１は、入力画像１２３に含まれる複数の画素の各々の特徴量１２５を算
出する。
【００５７】
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　信頼度取得部１０２は、信頼度情報１２４を取得する。この信頼度情報１２４は、入力
デプス情報１２１に含まれる複数のデプス値の各々の信頼度を示す情報である。ここで信
頼度とは、対応するデプス値の確からしさを示す情報である。具体的には、信頼度は、例
えば、デプス値の正しさの度合い、又は、デプス値が正しいか否かを示す。
【００５８】
　デプス修正部１０３は、信頼度情報１２４及び複数の特徴量１２５を用いて入力デプス
情報１２１を修正することで出力デプス情報１２２を生成する。
【００５９】
　図２は、本実施の形態に係る画像処理装置１００による基本動作の流れを示すフローチ
ャートである。
【００６０】
　まず、特徴算出部１０１は、入力画像１２３に含まれる複数の画素の各々の特徴量１２
５を算出する（Ｓ１０１）。次に、信頼度取得部１０２は、信頼度情報１２４を取得する
（Ｓ１０２）。
【００６１】
　次に、デプス修正部１０３は、信頼度情報１２４及び複数の特徴量１２５を用いて入力
デプス情報１２１を修正することで出力デプス情報１２２を生成する（Ｓ１０３）。具体
的には、具体的には、デプス修正部１０３は、入力画像１２３に含まれる参照画素のデプ
ス値を用いて対象画素のデプス値を修正する。参照画素とは、例えば、対象画素の周辺の
画素である。
【００６２】
　より具体的には、デプス修正部１０３は、入力画像１２３に含まれる複数の参照画素の
複数のデプス値のうち、信頼度が高いデプス値と、処理対象の対象画素のデプス値に特徴
量が近い参照画素のデプス値とを優先して用いて、当該対象画素のデプス値を修正する。
【００６３】
　以上により、本実施の形態に係る画像処理装置１００は、入力画像１２３の特徴量と、
入力デプス情報１２１の信頼度とに基づき、当該入力デプス情報１２１を修正する。これ
により、画像処理装置１００は、信頼度を用いて、例えば、対象画素のデプス値及び周辺
画像のデプス値の正しさを判断できるので、周辺の正しいデプス値を利用して対象画素の
デプス値を修正することができる。また、同じ特徴を有する画素は同じ被写体、つまり同
じデプス値を有する可能性が高い。よって、画像処理装置１００は、画素の特徴量を用い
て、対象画素と同じ被写体に含まれる周辺画素を判別できる。これにより、画像処理装置
１００は、デプス値の精度を向上させることができる。
【００６４】
　以下、本実施の形態に係る画像処理装置１００の詳細な構成及びその動作を説明する。
【００６５】
　まず、本実施の形態に係る画像処理装置１００の構成を説明する。図３は、本実施の形
態に係る画像処理装置１００の機能構成を示すブロック図である。図３に示すように、画
像処理装置１００は、特徴算出部１０１と、エラー検出部１０２Ａと、デプス修正部１０
３とを備える。
【００６６】
　以下、本実施の形態における画像処理装置１００の各処理部の動作を説明する。また、
図４は、原画像である入力画像１２３の一例を示す図である。
【００６７】
　エラー検出部１０２Ａは、図１に示す信頼度取得部１０２に対応し、信頼度取得部１０
２の機能に加え、入力デプス情報１２１のエラー量１２６を信頼度情報１２４に基づいて
算出する機能を有する。なお、以下では、エラー検出部１０２Ａにおいて、信頼度をエラ
ー量１２６に変換し、エラー量１２６を用いて後続の処理が行われる例を説明するが、図
１に示すように、この変換を行わずに、後続の処理において信頼度をそのまま用いてもよ
い。
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【００６８】
　図５は、入力デプス情報１２１の一例である入力デプス画像を示す図である。この入力
デプス情報１２１は、例えば、当該画像処理装置１００又は他の装置が、図４に示す入力
画像１２３に対してデプス推定処理を施すことにより生成した画像である。なお、入力デ
プス情報１２１は、各画素のデプス値を示す情報であればよく、その生成方法は、上記に
限定されない。
【００６９】
　図５に示す入力デプス情報１２１では、推定された各画素におけるデプス値に関して、
手前側にあると推定された画素ほど白く表示され、奥にあると推定された画素ほど黒く表
示されている。図５から、入力デプス情報１２１には、多くのエラーが発生していること
が分かる。その原因は、撮影条件、及びデプス推定の際の画像マッチングの精度が低いこ
と等に起因する。ここでは入力デプス情報１２１に生じるエラーがどのような原因で生じ
たものかは限定せず、あらゆる原因により生じたエラーを含んでいる入力デプス情報１２
１を想定する。
【００７０】
　図６は、信頼度情報１２４の一例である信頼度画像を示す図である。例えば、この信頼
度情報１２４は、図４に示す入力画像１２３に対してデプス推定をする際に求まる、デプ
ス値の確からしさを示す画像である。すなわち、信頼度情報１２４は、入力画像１２３に
含まれる画素又は領域ごとに、推定されたデプス値がどれくらい正しいかを示している。
ここで信頼度情報１２４は、上述のようにデプス推定の際に求められるものであってもよ
いし、その他の条件によって算出されたものでもあってもよく、いずれの方法により生成
されてもよい。
【００７１】
　エラー検出部１０２Ａは、入力デプス情報１２１に対する複数のエラー量１２６を、信
頼度情報１２４に基づいて算出する。また、各エラー量１２６は、入力デプス情報１２１
に含まれる各デプス値に対応する。図７は、信頼度情報１２４で示される信頼度とエラー
量１２６との関係を示す図である。図７に示すにように、エラー検出部１０２Ａは、例え
ば、信頼度が高いほどエラー量を小さくする。これによって、エラー検出部１０２Ａは、
入力デプス情報１２１に含まれる各デプス値のエラーの量（正しくない度合い）を示すエ
ラー量１２６を推定することができる。
【００７２】
　なお、本実施の形態では、エラー検出部１０２Ａは、信頼度をエラー量に変換する際、
図７に示すような変換を利用したが、この変換に限定せず、信頼度が高いほどエラー量を
小さくする変換であれば、どんな方法を利用してもよい。
【００７３】
　特徴算出部１０１は、画像変換部１１１と、特徴抽出部１１２とを含む。
【００７４】
　画像変換部１１１は、図４に示す入力画像１２３を、当該入力画像１２３に含まれる各
画素値の情報を用いて、特徴画像に変換する。ここでは、画像変換部１１１は、例えば、
入力画像１２３にエッジ検出処理を施すことによりエッジ画像１２７を生成する。
【００７５】
　図８は、エッジ画像１２７の一例を示す図である。一般的な画像では、被写体の輪郭周
辺においてエッジが検出されることが多い。よって、エッジの周辺は異なる被写体が存在
する可能性が高い。つまり、エッジの周辺では、デプス値が異なる可能性が高い。よって
、単に周辺のデプス値を利用して対象画素のデプス値を修正した場合、異なった被写体の
デプス値を用いて対象画素のデプス値を補正する場合がある。この場合、デプス値を正し
く修正することができない。そこで、本実施の形態に係る画像処理装置１００は、画像の
エッジの特徴を利用してデプス値の修正を行う。
【００７６】
　また、画像変換部１１１は、入力画像１２３をエッジ画像に変換するために、例えば、
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Ｓｏｂｅｌフィルタを利用する。なお、画像変換部１１１は、他の方法を用いてもよい。
例えば、画像変換部１１１は、Ｐｒｅｗｉｔｔフィルタ、及びＬａｐｌａｃｉａｎフィル
タなどの他の方法を利用してもよい。なお、画像変換部１１１は、エッジ情報の検出以外
に、さらに、各画素における色、輝度又は色差の情報を検出し、当該検出した情報を用い
て、入力画像１２３を特徴画像に変換してもよい。
【００７７】
　特徴抽出部１１２は、エッジ画像１２７を用いて複数の特徴量１２５を算出する。つま
り、特徴抽出部１１２は、エッジ画像１２７で示される各画素のエッジの強さを特徴量１
２５として抽出する。すなわち、本実施の形態では、特徴量１２５は各画素におけるエッ
ジの強さである。なお、特徴抽出部１１２は、エッジの強さから求めた特徴量に所定の演
算を行うことで、最終的な特徴量１２５を算出してもよい。例えば、特徴抽出部１１２は
、エッジの強さに加え、画素の色、輝度又は色差の情報を用いて特徴量１２５を算出して
もよい。また、特徴抽出部１１２は、入力画像１２３の空間周波数又はコントラストを用
いて特徴量１２５を算出してもよい。
【００７８】
　デプス修正部１０３は、複数のエラー量１２６及び複数の特徴量１２５に基づいて、入
力デプス情報１２１のエラーを修正する。
【００７９】
　図９はデプス修正部１０３の機能構成を示すブロック図である。図９に示すように、デ
プス修正部１０３は、重み算出部１１３と、デプス合成部１１４とを備える。ここでは、
デプス修正部１０３は、対象画素の周辺画素のデプス値を利用して対象画素のデプス値を
修正する。その際に、デプス修正部１０３は、周辺画素のデプス値を対象画素のデプス値
にどの程度反映させるかを示す重み１２８を算出し、その重み１２８を用いて対象画素の
デプス値を修正する。以下、各構成を説明する。
【００８０】
　重み算出部１１３は、デプス修正部１０３が、対象画素の周辺の複数の周辺画素のデプ
ス値を利用して対象画素のデプス値を修正する際、周辺画素のデプス値毎に、当該デプス
値にかける重み１２８を算出する。また、重み算出部１１３は、対象画素を含む複数の参
照画素の各々の特徴量１２５及び信頼度を用いて、各参照画素の重みを算出する。
【００８１】
　具体的には、まず、重み算出部１１３は、対象画素の特徴量１２５と周辺画素の特徴量
１２５との差を算出する。すなわち、この特徴量の差は、例えば、エッジの強さの差であ
る。また、ここでは、重み算出部１１３は、この差の絶対値を算出する。次に、重み算出
部１１３は、算出された特徴量の差を用いて重み１２８を算出する。
【００８２】
　図１０Ａは、特徴量の差と重み１２８との関係を示す図である。２つの画素の特徴量が
近いほど、２つの画像が同じ被写体に含まれる可能性が高いので、図１０Ａに示すように
、特徴量の差が小さいほど重み１２８が大きくなる。なお、ここでは、重み算出部１１３
は、図１０Ａに示すような変換を行っているが、変換方法は限定しない。重み算出部１１
３は、特徴量の差が小さいほど重みを大きくなる変換であれば、他のどんな変換方法を利
用してもよい。
【００８３】
　また、デプス修正部１０３は、対象画素のデプス値を修正するために周辺画素のデプス
値を利用するが、周辺画素のデプス値が正しくない場合もある。デプス修正部１０３は、
間違ったデプス値で修正しないようにエラー量１２６を利用する。エラー量が大きい場合
はデプス値が間違っている可能性が高い。よって、重み算出部１１３は、エラー量が大き
いデプス値の重み１２８を低くする。図１０Ｂは、エラー量１２６と重み１２８との関係
を示す図である。重み算出部１１３は、図１０Ｂに示すように、エラー量１２６が大きい
ほど重み１２８を小さくする。つまり、重み算出部１１３は、信頼度が高いほど重み１２
８を大きくする。
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【００８４】
　さらに、周辺画素は、対象画素から離れるほど対象画素の被写体と異なる被写体に含ま
れる可能性が高くなる。重み算出部１１３は、この特徴を利用して重みを算出してもよい
。図１０Ｃは、対象画素と周辺画素との距離と、重み１２８との関係を示す図である。重
み算出部１１３は、対象画素と周辺画素との距離を算出し、この距離が遠いほど重みを小
さくする。なお、このように画素間の距離を利用して重み１２８を算出する場合、重み算
出部１１３がこの距離を算出してもよいし、重み算出部１１３は、予め他の処理部で算出
された距離情報を用いて重み１２８を算出してもよい。
【００８５】
　デプス合成部１１４は、重み算出部１１３で算出された複数の重み１２８を用いて入力
デプス情報１２１を修正する。具体的には、デプス合成部１１４は、算出された複数の重
み１２８を用いて、複数の参照画素のデプス値を加重平均することにより、修正後の対象
画素のデプス値を生成する。つまり、周辺画素のデプス値をＤ（ｉ）、特徴量１２５から
算出された重みをＷｆ（ｉ）、エラー量から算出された重みをＷｅ（ｉ）、距離から算出
された重みをＷｄ（ｉ）とすると、対象画素の出力デプス値Ｄ（０）は、以下の式（１）
で算出される。
【００８６】
【数１】

【００８７】
　図１１は、以上の処理によって、デプス合成部１１４にて算出された複数の出力デプス
値Ｄ（０）を含む出力デプス情報１２２の一例である出力デプス画像を示す図である。図
１１に示す出力デプス情報１２２は、図５に示す入力デプス情報１２１と比較して、エラ
ーが修正されている。また、図１１に示すように、対象物のデプス値に悪影響を与えるこ
となく、ノイズ等によりエラーが生じていたデプス値のみが修正されていることが分かる
。
【００８８】
　以下、画像処理装置１００により処理の流れを説明する。図１２は、画像処理装置１０
０による画像処理方法のフローチャートである。
【００８９】
　まず、画像変換部１１１は、入力画像１２３のエッジを抽出することにより、エッジ画
像１２７を生成する（Ｓ１１１）。次に、特徴抽出部１１２は、エッジ画像１２７から、
入力画像１２３に含まれる各画素の特徴量１２５を抽出する（Ｓ１１２）。
【００９０】
　また、エラー検出部１０２Ａは、信頼度情報１２４を用いて各画素のエラー量を検出す
る（Ｓ１１３）。
【００９１】
　次に、画像処理装置１００は、入力画像１２３に含まれる複数の画素から対象画素を選
択する（Ｓ１１４）。次に、デプス修正部１０３は、入力画像１２３に含まれる複数の画
素から参照画素を選択する（Ｓ１１５）。例えば、この参照画素は、対象画素の周辺の画
素である。具体的には、参照画素は、対象画素に隣接する画素、又は、対象画素から予め
定められた距離内に位置する画素である。なお、複数の参照画素は、入力画像１２３に含
まれる全ての画素であってもよい。また、複数の参照画素は対象画素を含んでもよい。
【００９２】
　次に、重み算出部１１３は、対象画素と参照画素との特徴量の差を算出し、算出された
特徴量の差を用いて第１の重みを算出する（Ｓ１１６）。具体的には、重み算出部１１３
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は、特徴量の差が大きいほど第１の重みを小さくする。
【００９３】
　また、重み算出部１１３は、参照画素のエラー量（信頼度）を用いて第２の重みを算出
する（Ｓ１１７）。具体的には、重み算出部１１３は、エラー量が大きいほど（信頼度が
低いほど）第２の重みを小さくする。
【００９４】
　また、重み算出部１１３は、対象画素と参照画素との距離を算出し、算出された距離を
用いて第３の重みを算出する（Ｓ１１８）。具体的には、重み算出部１１３は、距離が遠
いほど第３の重みを小さくする。
【００９５】
　なお、これらのステップＳ１１６～Ｓ１１８の処理順序は任意の順序よく、一部又は全
ての処理が同時に行われてもよい。
【００９６】
　全ての参照画素に対する重みの算出処理が終了していない場合（Ｓ１１９でＮｏ）、次
の参照画素が選択され（Ｓ１１５）、選択された参照画素に対してステップＳ１１６～Ｓ
１１８の処理が行われる。つまり、ステップＳ１１５～１１８の処理が全ての参照画素に
対して行われることにより、複数の参照画素の各々に対応する第１～第３の重みが算出さ
れる。
【００９７】
　全ての参照画素に対する重みの算出処理が終了した場合（Ｓ１１９でＹｅｓ）、デプス
合成部１１４は、複数の参照画素に対して算出された第１～第３の重みを用いて、複数の
参照画素を重み付け加算することにより、対象画素の修正後のデプス値を算出する（Ｓ１
２０）。つまり、デプス合成部１１４は、複数の参照画素の各々に、当該参照画素に対応
する第１～第３の重みを乗算し、算出された複数の乗算結果を加算することにより、対象
画素の修正後のデプス値を算出する。
【００９８】
　以上の処理により、一つの対象画素のデプス値が修正される。
【００９９】
　入力画像１２３に含まれる全ての画素に対する修正処理が終了していない場合（Ｓ１２
１でＮｏ）、複数の画素から次の対象画素が選択され（Ｓ１１４）、選択された対象画素
に対してステップＳ１１５～Ｓ１２０の処理が行われる。つまり、ステップＳ１１４～１
２０の処理が全ての画素に対して行われることにより、複数の画素の各々のデプス値が修
正される。
【０１００】
　以上、本実施の形態に係る画像処理装置１００は、周辺画素のデプス値を利用して対象
画素のデプス値を修正する際、画像の特徴（エッジ強さ等）及び信頼度に基づいて、周辺
画素のデプス値の重みを決定する。これにより、画像処理装置１００は、デプス値の精度
を向上させることができる。
【０１０１】
　なお、本実施の形態では、画像処理装置１００は、第１～第３の重みの全てを利用して
デプス値の修正を行っているが、全ての重みではなく、一部の重みを利用してもよい。言
い換えると、重み算出部１１３は、対象画素と周辺画素との特徴量の差と、周辺画素のエ
ラー量と、対象画素と周辺画素との距離とのうち、少なくとも一つを用いて重み１２８を
決定してもよい。
【０１０２】
　また、本実施の形態では、画像処理装置１００は、全ての画素に対して、デプス値の修
正処理を行うが、エラー量等を利用して、修正する画素と修正しない画素とを判断しても
よい。例えば、画像処理装置１００は、複数の画素のうち、エラー量が予め定められた閾
値より大きい画素を判定し、エラー量が予め定められた閾値より大きい画素に対してのみ
エラー修正処理を行ってもよい。
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【０１０３】
　また、本実施の形態では、画像処理装置１００は、画像の特徴としてエッジの強さを利
用したが、画像の特徴として平坦度を利用してもよい、一般に平坦度はエッジの強さと反
対の意味を持ち、エッジ量が多いほど、平坦度が少なくなる。言い換えると、平坦度もエ
ッジの強さを示す情報である。
【０１０４】
　また、特徴抽出部１１２は、画素の特徴として、エッジの方向を抽出してもよい。この
場合、例えば、重み算出部１１３は、対象画素と参照画素とのエッジの方向の差を算出し
、当該差が大きいほど重み１２８を小さくする。これにより、画像処理装置１００は、対
象画素と類似度の高い参照画素を用いて、当該対象画素を修正できる。
【０１０５】
　なお、重み算出部１１３は、エッジの方向が予め定められた方向（又は当該方向に近い
ほど）重み１２８を大きく（又は小さく）してもよい。これにより、重み算出部１１３は
、カメラの特性に応じたデプス値の信頼度の傾向に基づき、より信頼度の高いデプス値の
重みを大きくできる。具体的には、カメラの特性（例えば、レンズの特性）に応じて、特
定のエッジ方向を有する画素のデプス値の信頼度が、他のエッジ方向（例えば、上記特定
のエッジ方向に直交するエッジ方向）を有する画素のデプス値の信頼度より低くなる傾向
がある場合がある。このような場合には、重み算出部１１３は、当該特定のエッジ方向（
又は当該方向に近いほど）重み１２８を小さくする。
【０１０６】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、上記実施の形態１に係る画像処理装置１００の変形例を説明する。
本実施の形態に係る画像処理装置２００は、上記画像処理装置１００の機能に加え、入力
デプス情報１２１を生成する機能を有する。さらに、画像処理装置２００は、入力デプス
情報１２１を生成する際に生成された情報を用いて信頼度を算出する。
【０１０７】
　図１３は、本実施の形態に係る画像処理装置２００の機能構成を示すブロック図である
。この画像処理装置２００は、図３に示す画像処理装置１００の構成に加え、さらに、デ
プス推定部２１５と、信頼度算出部２１６とを備える。なお、実施の形態１と同様の構成
要素については同じ符号を用い、説明を省略する。
【０１０８】
　デプス推定部２１５は、複数の入力画像を含む入力画像群２２３を用いて、各画素にお
けるデプス値を推定することにより入力デプス情報１２１を生成する。ここで入力画像群
２２３は、図３に示す入力画像１２３を含む複数の画像である。典型的には、入力画像群
２２３に含まれる複数の画像は、焦点位置（合焦範囲）が異なるように、同一のシーン（
被写体）が連続的又は同時に撮影された画像である。
【０１０９】
　なお、デプス推定部２１５によるデプス推定処理には、公知のデプス推定処理を用いる
ことができる。典型的には、デプス推定部２１５は、複数の画像からデプス値を推定する
。例えば、デプス推定部２１５は、ＤＦＦ（Ｄｅｐｔｈ　Ｆｒｏｍ　Ｆｏｃｕｓ）又はＤ
ＦＤ（Ｄｅｐｔｈ　Ｆｒｏｍ　Ｄｅｆｏｃｕｓ）などを利用する。
【０１１０】
　具体的には、デプス推定部２１５は、処理対象の画素がどのデプス値に対応するかを推
定するために、例えば、複数の想定されるデプス値ｄ（ｎ）の複数のコスト値Ｃｏｓｔ（
ｄ（ｎ））を算出する。ここで、複数のデプス値ｄ（ｎ）は、各々が予め定められた奥行
きに対応する。つまり、ｎは、想定されるデプス値の段階を示す。また、コスト値Ｃｏｓ
ｔ（ｄ（ｎ））は、処理対象の画素のボケ量と、デプス値ｄ（ｎ）に対応する予め定めら
れたボケ量との一致度を示す。具体的には、コスト値Ｃｏｓｔ（ｄ（ｎ））が小さいほど
、一致度が高いことを示す。つまり、デプス推定部２１５は、デプス値ｄ（ｎ）ごとに、
コスト値Ｃｏｓｔ（ｄ（ｎ））を算出する。
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【０１１１】
　次に、デプス推定部２１５は、算出された複数のコスト値Ｃｏｓｔ（ｄ（ｎ））のうち
、最も値が小さい（最も一致度が高い）最小コスト値２２９（選択コスト値）を判定し、
当該最小コスト値２２９に対応するデプス値ｄ（ｎ）をデプス値の推定結果とする。よっ
て、最小コスト値２２９が小さいほど推定結果がより正確であるといえる。
【０１１２】
　また、デプス推定部２１５は、上記の処理を画素ごとに行うことにより、１画面に対応
する複数の画素のデプス値を推定し、この複数のデプス値を入力デプス情報１２１として
出力する。また、デプス推定部２１５は、１画面に対応する複数の最小コスト値２２９を
出力する。
【０１１３】
　信頼度算出部２１６は、複数の最小コスト値２２９を用いて信頼度情報１２４を算出す
る。つまり、信頼度算出部２１６は、各最小コスト値２２９に基づいて、推定されたデプ
ス値の信頼度を算出する。具体的には、信頼度算出部２１６は、例えば、図１４に示すよ
うに、最小コスト値２２９が小さいほど（一致度が高いほど）信頼度が高くなるように最
小コスト値２２９を変換することにより信頼度情報１２４を算出する。なお、信頼度算出
部２１６は、例えば、図１に示す信頼度取得部１０２に含まれる。
【０１１４】
　エラー検出部１０２Ａは、信頼度算出部２１６によって算出された信頼度情報１２４を
用いてエラー量１２６を検出する。
【０１１５】
　また、ここでは、信頼度算出部２１６により複数の最小コスト値２２９（選択コスト値
）が信頼度情報１２４に変換される例を述べるが、エラー検出部１０２Ａは、最小コスト
値２２９をそのまま用いてもよい。例えば、エラー検出部１０２Ａは、最小コスト値２２
９をそのままエラー量１２６として出力してもよい。または、デプス修正部１０３は、最
小コスト値２２９をそのまま用いて重み１２８を算出してもよい。つまり、デプス修正部
１０３は、最小コスト値２２９が大きいほど重み１２８を小さくしてもよい。
【０１１６】
　図１５は、本実施の形態に係る画像処理装置２００による処理の流れを示すフローチャ
ートである。図１５に示す処理は、図１２に示す処理に対して、ステップＳ２０１が追加
されている。また、ステップＳ１１３ＡがステップＳ１１３と異なる。
【０１１７】
　ステップＳ１１２の後、デプス推定部２１５は、入力画像群２２３を用いて入力デプス
情報１２１を生成する（Ｓ２０１）。次に、信頼度算出部２１６は、デプス推定処理にお
いて算出された最小コスト値２２９（選択コスト値）を用いて、信頼度を算出し、エラー
検出部１０２Ａは、算出された信頼度を用いてエラー量１２６を算出する（Ｓ１１３Ａ）
。なお、以降の処理は、実施の形態１と同様である。
【０１１８】
　以上、本実施の形態に係る画像処理装置２００は、デプス推定部２１５と、信頼度算出
部２１６とにより、デプス推定の際に利用された情報を用いて信頼度を算出することがで
きる。
【０１１９】
　なお、本実施の形態では、信頼度算出部２１６は、デプス推定時の最小コスト値を利用
して、最小コスト値が小さいほど信頼度を高くしているが、デプス推定時の最小コスト値
を利用してデプス値の信頼度を算出する方法であれば、他の方法を利用してもよい。
【０１２０】
　例えば、被写体が高速で移動している場合には、入力画像群２２３に含まれる複数の画
像において被写体の位置がずれることがある。この場合には、正しくデプス値を推定でき
ないため、最小コスト値２２９が大きくなる。よって、信頼度算出部２１６は、最小コス
ト値２２９と閾値Ｍ＿ｔｈとを比較し、図１６に示すように、最小コスト値２２９が閾値
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Ｍ＿ｔｈより大きい場合（一致度が閾値Ｍ＿ｔｈより低い場合）には、信頼度を最も低い
値「０」に設定する。これにより、信頼度が低いデプス値が修正に用いられることを抑制
できる。
【０１２１】
　なお、図１７に示すように、信頼度算出部２１６は、閾値Ｍ＿ｔｈを画素の輝度値に応
じて変更してもよい。具体的には、信頼度算出部２１６は、輝度値が大きいほど閾値Ｍ＿
ｔｈを大きくする。また、閾値Ｍ＿ｔｈには上限値及び下限値のうち少なくとも一方が設
定されていてもよい。ここで、コスト値の算出時には、輝度値が大きいほどコスト値が大
きくなる傾向がある。よって、輝度値に応じて閾値Ｍ＿ｔｈを変更することにより、この
輝度値に応じたコスト値の変動の影響を低減できる。
【０１２２】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、上記実施の形態２に係る画像処理装置２００の変形例を説明する。
本実施の形態に係る画像処理装置３００は、上記画像処理装置２００の機能に加え、入力
画像群２２３の位置合わせを行う機能を有する。さらに、画像処理装置３００は、位置合
わせの際に生成された情報を用いて信頼度を算出する。
【０１２３】
　図１８は、本実施の形態に係る画像処理装置３００の機能構成を示すブロック図である
。この画像処理装置３００は、図１３に示す画像処理装置２００の構成に加え、さらに、
位置合わせ部３１７を備える。また、信頼度算出部３１６の機能が信頼度算出部２１６と
異なる。なお、実施の形態２と同様の構成要素については同じ符号を用い、説明を省略す
る。
【０１２４】
　複数の画像を用いてデプス値を推定する場合、画像間の時間差によって、被写体の位置
及び形状などが変わる場合があるため、正確にデプス値を推定することが困難である。そ
こで、本実施の形態に係る画像処理装置３００は、デプス推定の精度を向上させるために
、複数の画像の位置ずれを修正し、修正後の複数の画像を用いてデプス推定を行う。さら
に、画像処理装置３００は、この位置合わせの際に生成された情報を信頼度の算出にも利
用する。それによって、画像処理装置３００は、適切にデプス値の修正を行う。
【０１２５】
　位置合わせ部３１７は、入力画像群２２３に含まれる複数の画像に対して位置合わせを
行うことで画像群３２３を生成する。つまり、位置合わせ部３１７は、複数の画像におけ
る被写体の位置を合わせるために、当該被写体の位置をずらして位置合わせを行う。なお
、この位置合わせ処理には、公知の任意の処理方式を用いることができる。例えば、位置
合わせ部３１７は、ブロックマッチングなどの一般の位置合わせ方式を利用してもよい。
【０１２６】
　具体的には、位置合わせ部３１７は、ブロックマッチングを用いて、対象画像の対象ブ
ロックに対応する参照画像の対応ブロックを探索する。対象画像及び参照画像は、入力画
像群２２３に含まれる画像である。具体的には、位置合わせ部３１７は、対象ブロックと
、参照画像に含まれる複数のブロックの各々との差異を算出する。次に、位置合わせ部３
１７は、算出された複数の差異のうち、最も小さい差異に対応するブロックを対応ブロッ
クと判定する。そして、位置合わせ部３１７は、対象ブロックと対応ブロックとの位置が
一致するように、対象ブロック又は対応ブロックをずらす。なお、位置合わせ部３１７は
、互いに対応するブロックを示す情報をデプス推定部２１５へ出力してもよい。
【０１２７】
　ここで、対象ブロックと対応ブロックと差異が少なければブロックが一致する可能性が
高い。画像が一致すれば、デプス推定の精度も高くなる。そこで、信頼度算出部３１６は
、このブロック探索時の対象ブロックと対応ブロックとの差異であるブロック間差異３３
０を用いて信頼度を算出する。具体的には、信頼度算出部３１６は、図１９に示すように
、このブロック間差異３３０が小さいほど信頼度を高くする。なお、このブロック間差異
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３３０は、対象ブロックごとの、当該対象ブロックと対応ブロックとの差異を示す。
【０１２８】
　デプス推定部２１５は、位置合わせが行われた後の画像群３２３を用いてデプス推定処
理を行う。なお、デプス推定処理の詳細は、入力される画像が異なる点を除くと実施の形
態２と同様である。
【０１２９】
　信頼度算出部３１６は、位置合わせ部３１７による位置合わせの際に生成された情報を
用いて信頼度情報１２４を算出する。具体的には、信頼度算出部３１６は、最小コスト値
２２９、及びブロック間差異３３０に基づいて複数のデプス値の信頼度を含む信頼度情報
１２４を算出する。
【０１３０】
　例えば、最小コスト値Ｃｏｓｔ（ｄ（ｎ））を用いて算出された信頼度をＲ＿ｃｏｓｔ
、ブロック間の差異を用いて算出された信頼度をＲ＿ｄｉｆｆ、最終的なデプス値の信頼
度をＲとした場合、以下の式（２）に示すように、ＲはＲ＿ｃｏｓｔとＲ＿ｄｉｆｆとの
関数で表される。
【０１３１】
【数２】

【０１３２】
　最終的な信頼度Ｒは例えば以下の式（３）で算出される。
【０１３３】

【数３】

【０１３４】
　なお、ここでは、信頼度算出部３１６により複数のブロック間の差異が信頼度情報１２
４に変換される例を述べたが、エラー検出部１０２Ａは、ブロック間差異３３０をそのま
ま用いてもよい。例えば、エラー検出部１０２Ａは、ブロック間差異３３０をそのままエ
ラー量１２６として出力してもよい。または、デプス修正部１０３は、ブロック間差異３
３０をそのまま用いて重み１２８を算出してもよい。つまり、デプス修正部１０３は、ブ
ロック間差異３３０が大きいほど重み１２８を小さくしてもよい。
【０１３５】
　図２０は、本実施の形態に係る画像処理装置３００による処理の流れを示すフローチャ
ートである。図２０に示す処理は、図１５に示す処理に対して、ステップＳ３０１が追加
されている。また、ステップＳ１１３ＢがステップＳ１１３Ａと異なる。
【０１３６】
　ステップＳ１１２の後、位置合わせ部３１７は、入力画像群２２３に含まれる複数の画
像の位置あわせを行うことにより画像群３２３を生成する（Ｓ３０１）。次に、デプス推
定部２１５は、画像群３２３を用いて入力デプス情報１２１を生成する（Ｓ２０１）。次
に、信頼度算出部３１６は、位置合わせ処理において算出されたブロック間差異３３０と
、デプス推定処理において算出された最小コスト値２２９（選択コスト値）とを用いて、
信頼度を算出し、エラー検出部１０２Ａは、算出された信頼度を用いてエラー量１２６を
算出する（Ｓ１１３Ｂ）。なお、以降の処理は、実施の形態１及び２と同様である。
【０１３７】
　以上、本実施の形態に係る画像処理装置３００は、デプス推定の際に利用する情報に加
えて、位置あわせを行う際に求まる情報も信頼度算出に利用する。これにより、画像処理
装置３００は、信頼度をより精度よく算出することができる。
【０１３８】
　なお、信頼度算出部３１６は、上記式（３）を用いる方法以外で、最終的な信頼度を算



(18) JP 6115781 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

出してもよい。例えば、信頼度算出部３１６は、以下の式（４）を用いてもよい。
【０１３９】
【数４】

【０１４０】
　ここでは、ａ及びｂは係数であり、０≦ａ、ｂ≦１を満たす。
【０１４１】
　また、上記説明では、信頼度算出部３１６は、最小コスト値２２９とブロック間差異３
３０とを共に用いて信頼度を算出しているが、ブロック間差異３３０のみを用いて信頼度
を算出してもよい。
【０１４２】
　以上、本発明の１つ又は複数の態様に係る画像処理装置について、実施の形態に基づい
て説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。
【０１４３】
　例えば、上記各実施の形態における画像処理装置が備える構成要素の一部又は全部は、
１個のシステムＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模集積
回路）から構成されているとしてもよい。例えば、画像処理装置１００は、特徴算出部１
０１と、信頼度取得部１０２と、デプス修正部１０３とを有するシステムＬＳＩから構成
されてもよい。
【０１４４】
　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ＬＳ
Ｉであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）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ＲＯＭ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従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。
【０１４５】
　なお、ここでは、システムＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ、ＬＳＩ、スー
パーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はＬＳＩ
に限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、
プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔ
ｅ　Ａｒｒａｙ）、又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギ
ュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０１４６】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
イオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０１４７】
　また、本発明の一態様は、このような画像処理装置だけではなく、画像処理装置に含ま
れる特徴的な構成部をステップとする画像処理方法であってもよい。また、本発明の一態
様は、画像処理方法に含まれる特徴的な各ステップをコンピュータに実行させるコンピュ
ータプログラムであってもよい。また、本発明の一態様は、そのようなコンピュータプロ
グラムが記録された、コンピュータ読み取り可能な非一時的な記録媒体であってもよい。
【０１４８】
　なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか
、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい
。各構成要素は、ＣＰＵ又はプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスク又は
半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行する
ことによって実現されてもよい。ここで、上記各実施の形態の画像処理装置などを実現す
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るソフトウェアは、次のようなプログラムである。
【０１４９】
　すなわち、このプログラムは、コンピュータに、入力画像に含まれる複数の画素の各々
の特徴量を算出する特徴算出ステップと、前記複数の画素の各々の奥行きを示す複数のデ
プス値の各々の信頼度を取得する信頼度取得ステップと、前記信頼度及び前記特徴量を用
いて前記デプス値を修正するデプス修正ステップとを実行させる。
【０１５０】
　また、上記で用いた数字は、全て本発明を具体的に説明するために例示するものであり
、本発明は例示された数字に制限されない。
【０１５１】
　また、ブロック図における機能ブロックの分割は一例であり、複数の機能ブロックを一
つの機能ブロックとして実現したり、一つの機能ブロックを複数に分割したり、一部の機
能を他の機能ブロックに移してもよい。また、類似する機能を有する複数の機能ブロック
の機能を単一のハードウェア又はソフトウェアが並列又は時分割に処理してもよい。
【０１５２】
　また、上記画像処理方法に含まれる各ステップが実行される順序は、本発明を具体的に
説明するために例示するためのものであり、上記以外の順序であってもよい。また、上記
ステップの一部が、他のステップと同時（並列）に実行されてもよい。
【０１５３】
　以上、一つまたは複数の態様に係る画像処理装置について、実施の形態に基づいて説明
したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しな
い限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態に
おける構成要素を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内に含ま
れてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１５４】
　本発明は、画像処理装置に適用できる。また、本発明は、このような画像処理装置を備
える、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、パーソナルコンピュータ、タブレ
ット端末、携帯電話機器、及びスマートフォン等の各種電子機器に適用できる。
【符号の説明】
【０１５５】
　１００、２００、３００　画像処理装置
　１０１　特徴算出部
　１０２　信頼度取得部
　１０２Ａ　エラー検出部
　１０３　デプス修正部
　１１１　画像変換部
　１１２　特徴抽出部
　１１３　重み算出部
　１１４　デプス合成部
　１２１　入力デプス情報
　１２２　出力デプス情報
　１２３　入力画像
　１２４　信頼度情報
　１２５　特徴量
　１２６　エラー量
　１２７　エッジ画像
　１２８　重み
　２１５　デプス推定部
　２１６、３１６　信頼度算出部
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　２２３　入力画像群
　２２９　最小コスト値
　３１７　位置合わせ部
　３２３　画像群
　３３０　ブロック間差異

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(22) JP 6115781 B2 2017.4.19

【図９】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】
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【図１８】 【図１９】
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