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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像の左画像および右画像のそれぞれに対する第１段階目の画像変換として、前記
入力画像の左画像および右画像の内側位置または外側位置を基準としたスケーリング処理
を施す第１の画像変換部と、
　前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれに対する第２
段階目の画像変換として、前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像
の中心を基準としたスケーリング処理を施して出力画像を生成する第２の画像変換部と、
　前記入力画像の左画像および右画像から視差を推定して、画素または画素群毎の視差を
保持する視差マップを生成する視差推定部と、
　前記視差推定部により推定された前記視差マップを解析して前記入力画像における前記
視差の分布が所定の範囲に収まるように視差制御パラメータを生成する視差解析部と、
　前記視差解析部により生成された前記視差制御パラメータに基づいて前記第１および第
２の画像変換部における画像変換を制御する視差制御部と
を具備する視差変換装置。
【請求項２】
　前記第１の画像変換部は、前記第１段階目の画像変換として前記入力画像の左画像およ
び右画像の内側位置を基準としたスケーリング処理を施す
請求項１記載の視差変換装置。
【請求項３】
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　前記第１の画像変換部は、前記第１段階目の画像変換として前記入力画像の左画像およ
び右画像の外側位置を基準としたスケーリング処理を施す
請求項１記載の視差変換装置。
【請求項４】
　前記視差解析部は、前記入力画像における前記視差の関数であって、表示面よりも手前
側では手前になるほど値が高くなり、表示面よりも奥側では一定の位置よりも奥になると
値が増加する関数により定められる観賞時の画素毎のストレス値の、画面全体の総量が最
小になるように前記視差制御パラメータを決定する
請求項１記載の視差変換装置。
【請求項５】
　前記入力画像の左画像および右画像における注目領域を推定して、前記入力画像におけ
る注目領域の位置および注目度を示す注目領域マップを生成する注目領域推定部をさらに
具備し、
　前記視差解析部は、前記視差マップに加えて前記注目領域マップを考慮して前記視差制
御パラメータを生成する
請求項１記載の視差変換装置。
【請求項６】
　前記出力画像の画枠周辺の領域において視聴者の片目のみに入力され、かつ、表示面よ
りも手前に飛び出す領域を塗りつぶすように前記出力画像を変換する画枠変換部をさらに
具備する
請求項１記載の視差変換装置。
【請求項７】
　入力画像の左画像および右画像のそれぞれに対する第１段階目の画像変換として、前記
入力画像の左画像および右画像の内側位置または外側位置を基準としたスケーリング処理
を施す第１の画像変換部と、
　前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれに対する第２
段階目の画像変換として、前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像
の中心を基準としたスケーリング処理を施して出力画像を生成する第２の画像変換部と、
　前記入力画像の左画像および右画像における画素または画素群毎の視差の分布が所定の
範囲に収まるように生成された視差制御パラメータに基づいて前記第１および第２の画像
変換部における画像変換を制御する視差制御部と
を具備する視差変換装置。
【請求項８】
　入力画像の左画像および右画像のそれぞれに対する第１段階目の画像変換として、前記
入力画像の左画像および右画像の内側位置または外側位置を基準としたスケーリング処理
を施す第１の画像変換部と、
　前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれに対する第２
段階目の画像変換として、前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像
の中心を基準としたスケーリング処理を施して出力画像を生成する第２の画像変換部と、
　前記第１および第２の画像変換部における画像変換に関する操作入力に従って生成され
た視差制御パラメータに基づいて前記第１および第２の画像変換部における画像変換を制
御する視差制御部と
を具備する視差変換装置。
【請求項９】
　前記操作入力は、予めプリセットされた視差制御パラメータの組合せを示す抽象化視差
制御パラメータである
請求項８記載の視差変換装置。
【請求項１０】
　左画像および右画像を立体画像の対として備える入力画像を供給する入力画像供給部と
、
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　前記入力画像の左画像および右画像のそれぞれに対する第１段階目の画像変換として、
前記入力画像の左画像および右画像の内側位置または外側位置を基準としたスケーリング
処理を施す第１の画像変換部と、
　前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれに対する第２
段階目の画像変換として、前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像
の中心を基準としたスケーリング処理を施して出力画像を生成する第２の画像変換部と、
　前記入力画像の左画像および右画像から視差を推定して、画素または画素群毎の視差を
保持する視差マップを生成する視差推定部と、
　前記視差推定部により推定された前記視差マップを解析して前記入力画像における前記
視差の分布が所定の範囲に収まるように視差制御パラメータを生成する視差解析部と、
　前記視差解析部により生成された前記視差制御パラメータに基づいて前記第１および第
２の画像変換部における画像変換を制御する視差制御部と、
　前記出力画像を表示する画像表示装置と
を具備する立体画像表示システム。
【請求項１１】
　入力画像の左画像および右画像から視差を推定して、画素または画素群毎の視差を保持
する視差マップを生成する視差推定手順と、
　前記視差マップを解析して前記入力画像における前記視差の分布が所定の範囲に収まる
ように視差制御パラメータを生成する視差解析手順と、
　前記入力画像の左画像および右画像のそれぞれに対する第１段階目の画像変換として、
前記入力画像の左画像および右画像の内側位置または外側位置を基準としたスケーリング
処理を前記視差制御パラメータに基づいて施す第１の画像変換手順と、
　前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれに対する第２
段階目の画像変換として、前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像
の中心を基準としたスケーリング処理を前記視差制御パラメータに基づいて施して出力画
像を生成する第２の画像変換手順と
を具備する視差変換方法。
【請求項１２】
　入力画像の左画像および右画像における画素または画素群毎の視差の分布が所定の範囲
に収まるように生成された視差制御パラメータに基づいて、前記入力画像の左画像および
右画像のそれぞれに対する第１段階目の画像変換として、前記入力画像の左画像および右
画像の内側位置または外側位置を基準としたスケーリング処理を施す第１の画像変換手順
と、
　前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれに対する第２
段階目の画像変換として、前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像
の中心を基準としたスケーリング処理を前記視差制御パラメータに基づいて施して出力画
像を生成する第２の画像変換手順と
を具備する視差変換方法。
【請求項１３】
　画像変換に関する操作入力に従って生成された視差制御パラメータに基づいて、入力画
像の左画像および右画像のそれぞれに対する第１段階目の画像変換として、前記入力画像
の左画像および右画像の内側位置または外側位置を基準としたスケーリング処理を施す第
１の画像変換手順と、
　前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれに対する第２
段階目の画像変換として、前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像
の中心を基準としたスケーリング処理を前記視差制御パラメータに基づいて施して出力画
像を生成する第２の画像変換手順と
を具備する視差変換方法。
【請求項１４】
　入力画像の左画像および右画像から視差を推定して、画素または画素群毎の視差を保持
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する視差マップを生成する視差推定手順と、
　前記視差マップを解析して前記入力画像における前記視差の分布が所定の範囲に収まる
ように視差制御パラメータを生成する視差解析手順と、
　前記視差制御パラメータに基づいて前記入力画像の左画像および右画像のそれぞれに対
する第１段階目の画像変換として、前記入力画像の左画像および右画像の内側位置または
外側位置を基準としたスケーリング処理を施す第１の画像変換手順と、
　前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれに対する第２
段階目の画像変換として、前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像
の中心を基準としたスケーリング処理を施して出力画像を生成する第２の画像変換手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１５】
　入力画像の左画像および右画像における画素または画素群毎の視差の分布が所定の範囲
に収まるように生成された視差制御パラメータに基づいて、前記入力画像の左画像および
右画像のそれぞれに対する第１段階目の画像変換として、前記入力画像の左画像および右
画像の内側位置または外側位置を基準としたスケーリング処理を施す第１の画像変換手順
と、
　前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれに対する第２
段階目の画像変換として、前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像
の中心を基準としたスケーリング処理を前記視差制御パラメータに基づいて施して出力画
像を生成する第２の画像変換手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１６】
　画像変換に関する操作入力に従って生成された視差制御パラメータに基づいて、入力画
像の左画像および右画像のそれぞれに対する第１段階目の画像変換として、前記入力画像
の左画像および右画像の内側位置または外側位置を基準としたスケーリング処理を施す第
１の画像変換手順と、
　前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれに対する第２
段階目の画像変換として、前記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像
の中心を基準としたスケーリング処理を前記視差制御パラメータに基づいて施して出力画
像を生成する第２の画像変換手順と
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、立体画像表示システムに関し、特に立体画像における視差を変換する視差変
換装置、立体画像表示システム、および、これらにおける処理方法ならびに当該方法をコ
ンピュータに実行させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像表示装置により立体画像を表示する技術が用いられている。このような画像
表示装置により表示された立体画像を視聴する際には、実世界と輻輳角が同じであっても
焦点距離が異なってくるため、視覚疲労を起こす要因となる。特に、画面内においてある
部分が飛び出し過ぎている場合や、動画表示中に不用意に物体が飛び出す場合など、視差
の変化が大きいと視聴者に負担になる。
【０００３】
　そのため、従来、自然な立体表示を行うために、左画像に対して右画像を右側または左
側にずらすオフセットを設定することにより、飛び出し度や奥行き感を調整する技術が提
案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特許第３９７８３９２号公報（図３、４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の従来技術では、飛び出し度を弱めるためには左画像に対して右画像を右側にずら
し、奥行き感を弱めるためには左画像に対して右画像を左側にずらす必要がある。したが
って、右画像をずらした方向によって立体像が全体的に移動してしまい、視差の分布のダ
イナミックレンジを考慮して調整することが困難になってしまう。
【０００６】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、立体表示装置によって立体表示
を行う際、視聴者の負担を軽減し、立体像をより自然に快適に見せることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、入力画
像の左画像および右画像のそれぞれについて第１段階目の画像変換を施す第１の画像変換
部と、上記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像のそれぞれについて
第２段階目の画像変換を施して出力画像を生成する第２の画像変換部と、上記入力画像の
左画像および右画像から視差を推定して、画素または画素群毎の視差を保持する視差マッ
プを生成する視差推定部と、上記視差マップを解析して、上記入力画像における上記視差
の分布が所定の範囲に収まるように視差制御パラメータを生成する視差解析部と、上記視
差制御パラメータに基づいて上記第１および第２の画像変換部における画像変換を制御す
る視差制御部とを具備する視差変換装置、その視差変換方法ならびにプログラムである。
これにより、２段階の画像変換によって入力画像における視差の分布が所定の範囲に収ま
るようになるという作用をもたらす。
【０００８】
　また、この第１の側面において、上記第１の画像変換部は、上記第１段階目の画像変換
として上記入力画像の左画像および右画像の相対位置を水平方向にシフトさせるシフト処
理を行い、上記第２の画像変換部は、上記第１段階目の画像変換が施された後の左画像お
よび右画像の中心を基準として拡大縮小を行うスケーリング処理を行うようにしてもよい
。また、上記第１の画像変換部は、上記第１段階目の画像変換として上記入力画像の左画
像および右画像の内側位置を基準として拡大縮小を行うスケーリング処理を行い、上記第
２の画像変換部は、上記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像の中心
を基準として拡大縮小を行うスケーリング処理を行うようにしてもよい。また、上記第１
の画像変換部は、上記第１段階目の画像変換として上記入力画像の左画像および右画像の
外側位置を基準として拡大縮小を行うスケーリング処理を行い、上記第２の画像変換部は
、上記第１段階目の画像変換が施された後の左画像および右画像の中心を基準として拡大
縮小を行うスケーリング処理を行うようにしてもよい。これら２段階の画像変換により、
立体像をより自然に快適に見せるという作用をもたらす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記視差解析部が、上記入力画像の所定のストレス値
の総量が最小になるように上記視差制御パラメータを決定するようにしてもよい。これに
より、ストレス値を基準とした視差制御を行わせるという作用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記入力画像の左画像および右画像における注目領域
を推定して、上記入力画像における注目領域の位置および注目度を示す注目領域マップを
生成する注目領域推定部をさらに具備し、上記視差解析部が、上記視差マップに加えて上
記注目領域マップを考慮して上記視差制御パラメータを生成するようにしてもよい。これ
により、注目領域マップを考慮した視差制御を行わせるという作用をもたらす。
【００１１】
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　また、この第１の側面において、上記出力画像の画枠周辺の領域において視聴者の片目
のみに入力され、かつ、表示面よりも手前に飛び出す領域を塗りつぶすように上記出力画
像を変換する画枠変換部をさらに具備してもよい。これにより、画枠周辺の不快な領域を
塗りつぶすように画像を変換させるという作用をもたらす。
【００１２】
　また、本発明の第２の側面は、入力画像の左画像および右画像のそれぞれについて第１
段階目の画像変換を施す第１の画像変換部と、上記第１段階目の画像変換が施された後の
左画像および右画像のそれぞれについて第２段階目の画像変換を施して出力画像を生成す
る第２の画像変換部と、上記第１および第２の画像変換部における画像変換に関する操作
入力を受け付ける操作受付部と、上記操作入力に従って視差制御パラメータを生成し、上
記視差制御パラメータに基づいて上記第１および第２の画像変換部における画像変換を制
御する視差制御部とを具備する視差変換装置、その視差変換方法ならびにプログラムであ
る。これにより、２段階の画像変換によって入力画像における視差の分布が所定の範囲に
収まるようになるという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第２の側面において、上記操作受付部が、予めプリセットされた視差制御パ
ラメータの組合せを示す抽象化視差制御パラメータを上記操作入力として受け付けるよう
にしてもよい。これにより、視差制御パラメータの指定を容易にさせるという作用をもた
らす。
【００１４】
　また、本発明の第３の側面は、左画像および右画像を立体画像の対として備える入力画
像を供給する入力画像供給部と、上記入力画像の左画像および右画像のそれぞれについて
第１段階目の画像変換を施す第１の画像変換部と、上記第１段階目の画像変換が施された
後の左画像および右画像のそれぞれについて第２段階目の画像変換を施して出力画像を生
成する第２の画像変換部と、上記入力画像の左画像および右画像から視差を推定して、画
素または画素群毎の視差を保持する視差マップを生成する視差推定部と、上記視差マップ
を解析して、上記入力画像における上記視差の分布が所定の範囲に収まるように視差制御
パラメータを生成する視差解析部と、上記視差制御パラメータに基づいて上記第１および
第２の画像変換部における画像変換を制御する視差制御部と、上記出力画像を表示する画
像表示装置とを具備する立体画像表示システムその表示方法ならびにプログラムである。
これにより、２段階の画像変換によって入力画像における視差の分布が所定の範囲に収ま
るように表示させるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、立体表示装置によって立体表示を行う際、視聴者の負担を軽減し、立
体像をより自然に快適に見せることができるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態における立体画像表示システムの構成例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における視差変換装置２００の構成例を示す図である
。
【図３】本発明の実施の形態における画像変換部２５０の構成例を示す図である。
【図４】視差と立体像までの距離との関係を説明するための図である。
【図５】本発明の実施の形態による画像変換部２５０におけるシフト処理の態様を示す図
である。
【図６】本発明の実施の形態におけるシフト処理の前後による立体像距離の変化の関係を
示すグラフである。
【図７】本発明の実施の形態におけるシフト処理による立体感の変化の例を示す図である
。
【図８】本発明の実施の形態による画像変換部２５０におけるフレーム中心位置を基準と
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したスケーリング処理の態様を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態におけるフレーム中心位置を基準としたスケーリング処理の
前後による立体像距離の変化の関係を示すグラフである。
【図１０】本発明の実施の形態におけるシフト処理とスケーリング処理の組合せによる立
体感の変化の例を示す図である。
【図１１】立体視の快適な範囲について説明するための図である。
【図１２】本発明の実施の形態におけるシフト処理とスケーリング処理の組合せによる立
体感の調整の一例を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態におけるシフト処理とスケーリング処理の組合せによる立
体感の調整の他の例を示す図である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態による視差変換処理の手順例を示す流れ図である。
【図１５】本発明の実施の形態による画像変換部２５０におけるフレーム内側位置を基準
としたスケーリング処理の態様を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態におけるフレーム内側位置を基準としたスケーリング処理
の前後による立体像距離の変化の関係を示すグラフである。
【図１７】本発明の実施の形態による画像変換部２５０におけるフレーム外側位置を基準
としたスケーリング処理の態様を示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態におけるフレーム外側位置を基準としたスケーリング処理
の前後による立体像距離の変化の関係を示すグラフである。
【図１９】本発明の実施の形態における２段階のスケーリング処理による第１の具体例を
示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態における２段階のスケーリング処理による第２の具体例を
示す図である。
【図２１】本発明の実施の形態においてキュービック補間を行う場合の例を示す図である
。
【図２２】本発明の第１の実施の形態における視差制御パラメータの推奨設定範囲の例を
示す図である。
【図２３】本発明の第１の実施の形態における抽象化視差制御パラメータの例を示す図で
ある。
【図２４】本発明の第２の実施の形態における視差変換装置２００の構成例を示す図であ
る。
【図２５】本発明の第２の実施の形態におけるシフト処理と視差ヒストグラムの関係例を
示す図である。
【図２６】本発明の第２の実施の形態におけるスケーリング処理と視差ヒストグラムの関
係例を示す図である。
【図２７】視差とストレス値との関係の一例を示す図である。
【図２８】本発明の第２の実施の形態による視差変換処理の手順例を示す流れ図である。
【図２９】本発明の第３の実施の形態における視差変換装置２００の構成例を示す図であ
る。
【図３０】本発明の第３の実施の形態における視差変換処理の具体例を示す図である。
【図３１】本発明の第３の実施の形態における視差ヒストグラムの具体例を示す図である
。
【図３２】本発明の第３の実施の形態による視差変換処理の手順例を示す流れ図である。
【図３３】本発明の第４の実施の形態における視差変換装置２００の構成例を示す図であ
る。
【図３４】本発明の第４の実施の形態における画枠変換部２８０による処理の前後の状態
例を示す図である。
【図３５】本発明の第４の実施の形態による視差変換処理の手順例を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　以下、本発明を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（パラメータ指定による視差制御）
　２．第２の実施の形態（視差解析に基づく視差制御）
　３．第３の実施の形態（注目領域を考慮した視差制御）
　４．第４の実施の形態（画枠周辺を考慮した視差制御）
　５．変形例
【００１８】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［立体画像表示システムの構成例］
　図１は、本発明の実施の形態における立体画像表示システムの構成例を示す図である。
この立体画像表示システムは、画像記憶装置１００と、視差変換装置２００と、表示制御
装置３００と、画像表示装置４００とを備える。
【００１９】
　画像記憶装置１００は、立体表示のための画像データを記憶するものである。ここで、
画像データは、人間の左眼に知覚される左画像と人間の右眼に知覚される右画像とを対に
した立体画像であり、１組の左右画像からなる静止画であってもよく、また、左右画像（
フレーム）を時系列に並べた動画であってもよい。なお、画像記憶装置１００は、特許請
求の範囲に記載の入力画像供給部の一例である。
【００２０】
　視差変換装置２００は、画像記憶装置１００に記憶された画像データにおける立体画像
の視差を変換するものである。すなわち、この視差変換装置２００の入力および出力はと
もに立体画像であり、両眼により把握される視差が異なるように変換される。
【００２１】
　表示制御装置３００は、視差変換装置２００から出力された画像データを画像表示装置
４００に表示させるように制御するものである。画像表示装置４００は、画像データを立
体画像として表示する立体ディスプレイである。立体表示方式としては、走査線毎に左右
画像を交互に配置する方式や時分割で左右画像を表示する方式などの任意の方式を適用す
ることができる。この画像表示装置４００の表示方式に対応するように、表示制御装置３
００は表示制御を行うことになる。
【００２２】
　［視差変換装置の構成例］
　図２は、本発明の第１の実施の形態における視差変換装置２００の構成例を示す図であ
る。この視差変換装置２００は、左画像１１および右画像１２からなる立体画像を入力画
像１０として受けて、その視差を変換して、左画像３１および右画像３２からなる立体画
像を出力画像３０として出力するものである。この視差変換装置２００は、操作受付部２
９０と、視差制御部２４０と、画像変換部２５０とを備える。
【００２３】
　操作受付部２９０は、ユーザからの操作入力を受け付けるためのユーザインターフェー
スである。操作入力としては、後述する視差制御パラメータを直接入力するようにしても
よく、また、一定の規則により抽象化したパラメータを入力するようにしてもよい。
【００２４】
　視差制御部２４０は、操作受付部２９０により受け付けられた操作入力に基づいて、画
像変換部２５０における処理内容を制御することにより、入力画像１０の視差を制御する
ものである。
【００２５】
　画像変換部２５０は、視差制御部２４０による制御に基づいて、入力画像１０に対して
画像変換を行って、出力画像３０を出力するものである。後述するように、この画像変換
部２５０における画像変換は左右画像それぞれについて２段階の処理が行われるようにな
っている。
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　［画像変換部の構成例］
　図３は、本発明の実施の形態における画像変換部２５０の構成例を示す図である。この
画像変換部２５０は、左画像前変換部２５１と、右画像前変換部２５２と、左画像後変換
部２５３と、右画像後変換部２５４とを備える。
【００２７】
　左画像前変換部２５１は、左画像１１に対して第１段階目の画像変換を施すものである
。右画像前変換部２５２は、右画像１２に対して第１段階目の画像変換を施すものである
。左画像後変換部２５３は、左画像１１に対して第２段階目の画像変換を施すものである
。右画像後変換部２５４は、右画像１２に対して第２段階目の画像変換を施すものである
。これら左画像前変換部２５１、右画像前変換部２５２、左画像後変換部２５３および右
画像後変換部２５４は、視差制御部２４０によってそれぞれ独立に制御されるようになっ
ている。なお、左画像前変換部２５１および右画像前変換部２５２は、特許請求の範囲に
記載の第１の画像変換部の一例である。また、左画像後変換部２５３および右画像後変換
部２５４は、特許請求の範囲に記載の第２の画像変換部の一例である。
【００２８】
　この画像変換部２５０における第１段階目の画像変換としては、後述のように、左右画
像を移動させるシフト処理を用いることが想定される。ただし、このシフト処理に代えて
、左右画像の端を基準として画面全体を水平方向に拡大縮小するスケーリング処理を用い
ることが可能である。また、画像変換部２５０における第２段階目の画像変換としては、
後述のように、左右画像の中心を基準として画面全体を水平方向に拡大縮小するスケーリ
ング処理を用いることが想定される。左右画像のそれぞれについてこのような２段階の画
像変換を行うことにより、より自然な立体感を再現することができる。
【００２９】
　この画像変換部２５０における画像変換は、以下のように一般化される。ここでは、座
標（ｘ，ｙ）の画素をｐ（ｘ，ｙ）とし、左右画像上の注目画素をｐ（ｘL，ｙL）、ｐ（
ｘR，ｙR）とし、視差制御後の左右画像上の画素をｐ（ｘ'L，ｙ'L）、ｐ（ｘ'R，ｙ'R）
とする。

ここで、（ｘLi，ｙLi）、（ｘRi，ｙRi）は、左右画像のそれぞれのオフセット項である
（ただし、ｉは０または１）。
【００３０】
　上述の一般式から、左右画像の相対位置を水平方向にシフトさせるシフト処理は、次式
により定義される。

このとき、視差制御パラメータは、シフト量ｓである。
【００３１】
　また、左右画像の中心を基準として画面全体を水平方向に拡大縮小するスケーリング処
理は、次式により定義される。



(10) JP 5444955 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

このとき、視差制御パラメータは、スケーリング率ｒ、左画像の中心の水平座標ｘLC、右
画像の中心の水平座標ｘRCである。
【００３２】
　また、フレーム内側位置を基準として画面全体を水平方向に拡大縮小するスケーリング
処理は、次式により定義される。

このとき、視差制御パラメータは、スケーリング率ｒ、左画像の右端の水平座標ｘLR、右
画像の左端の水平座標ｘRLである。
【００３３】
　また、フレーム外側位置を基準として画面全体を水平方向に拡大縮小するスケーリング
処理は、次式により定義される。

このとき、視差制御パラメータは、スケーリング率ｒ、左画像の左端の水平座標ｘLL、右
画像の右端の水平座標ｘRRである。
【００３４】
　［視差と立体像の関係］
　図４は、視差と立体像までの距離との関係を説明するための図である。この図では、左
右眼の間隔を両眼間隔ｄe、左右眼の中心から立体ディスプレイの表示面までの距離を視
距離Ｌs、左右眼の中心から立体像までの距離を立体像距離Ｌd、左画像の表示面上の水平
座標をＸL、右画像の表示面上の水平座標をＸRとしている。このとき、視差ｄは、ＸLと
ＸRとの相対的な距離として定義される。
　　ｄ＝ＸR－ＸL

すなわち、立体像が立体ディスプレイの表示面よりも奥に存在する場合には視差ｄは正の
数になり、立体ディスプレイの表示面よりも手前に存在する場合には視差ｄは負の数にな
る。
【００３５】
　また、同図において、
　　Ｌd：Ｌs＝ｄe：（ｄe－ｄ）
となる。両眼間隔ｄeは６．５［ｃｍ］程度であり、Ｌsは通常の場合、１．５乃至１．７
［ｍ］程度と考えられるため、これらは固定値として把握することができる。これにより
、視差ｄと立体像距離Ｌdとの関係は次式により表され、視差ｄに依存して立体感（立体
像距離Ｌd）が変化することが理解される。
　　Ｌd＝Ｌs・ｄe／（ｄe－ｄ）
【００３６】
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　［シフト処理による画像変換］
　図５は、本発明の実施の形態による画像変換部２５０におけるシフト処理の態様を示す
図である。図５（ａ）は、シフト量ｓ＝０、すなわちシフト処理が行われていない状態の
左右画像である。左画像の水平（ｘ）方向の注目画素の座標をｘL、右画像の水平方向の
注目画素の座標をｘRとしている。
【００３７】
　図５（ｂ）は、シフト量ｓ＞０、すなわち左右画像が互いに遠ざかる方向にシフト処理
を行った状態を示す図である。左画像の水平方向の注目画素の座標がｘLからｘ'Lになる
ように、左画像は左方向へｓ／２画素シフトされている。一方、右画像の水平方向の注目
画素の座標がｘRからｘ'Rになるように、右画像は右方向へｓ／２画素シフトされている
。すなわち、左右画像がそれぞれｓ／２画素ずつ、計ｓ画素シフトされたことになる。
【００３８】
　図５（ｃ）は、シフト量ｓ＜０、すなわち左右画像が互いに近づく方向にシフト処理を
行った状態を示す図である。左画像の水平方向の注目画素の座標がｘLからｘ''Lになるよ
うに、左画像は右方向へｓ／２画素シフトされている。一方、右画像の水平方向の注目画
素の座標がｘRからｘ''Rになるように、右画像は左方向へｓ／２画素シフトされている。
すなわち、左右画像がそれぞれｓ／２画素ずつ、計ｓ画素シフトされたことになる。
【００３９】
　座標（ｘ，ｙ）の画素をｐ（ｘ，ｙ）とし、左右画像上の注目画素をｐ（ｘL，ｙL）、
ｐ（ｘR，ｙR）とすると、シフト量ｓによる視差制御後の左右画像上の画素ｐ（ｘ'L，ｙ
'L）、ｐ（ｘ'R，ｙ'R）は、それぞれ以下のようになる。
　　ｐ（ｘ'L，ｙ'L）＝ｐ（ｘL－ｓ／２，ｙL）
　　ｐ（ｘ'R，ｙ'R）＝ｐ（ｘR＋ｓ／２，ｙR）
【００４０】
　図６は、本発明の実施の形態におけるシフト処理の前後による立体像距離の変化の関係
を示すグラフである。縦の太線は立体ディスプレイの表示面の位置を示しており、ここで
は１．５［ｍ］を想定している。
【００４１】
　シフト量ｓでシフト処理を行った場合、視差はｄ＋ｓに変化するため、シフト処理後の
立体像距離Ｌ'dは次式のようになる。
　　Ｌ'd＝Ｌs・ｄe／（ｄe－（ｄ＋ｓ））
【００４２】
　すなわち、左右画像が互いに遠ざかる方向にシフト処理を行った場合（ｓ＞０）には、
立体像がより奥に移動したように知覚される。このとき、シフト量が増すほど立体像がよ
り奥に移動し、奥にあるものほど奥に移動したように知覚される。一方、左右画像が互い
に近づく方向にシフト処理を行った場合（ｓ＜０）には、立体像がより手前に移動したよ
うに知覚される。このとき、シフト量の絶対値が増すほど立体像がより手前に移動し、奥
にあるものほど手前に移動したように知覚される。
【００４３】
　図７は、本発明の実施の形態におけるシフト処理による立体感の変化の例を示す図であ
る。この例では、左右画像が遠ざかる方向にシフト処理を行っており、飛び出しすぎた立
体像を奥に移動させることができる。ただし、もともと奥にあった立体感が奥に移動しす
ぎる場合があり、そのような場合には第２段階目の画像変換により調整されることが望ま
しい。
【００４４】
　［フレーム中心位置を基準としたスケーリング処理による画像変換］
　図８は、本発明の実施の形態による画像変換部２５０におけるフレーム中心位置を基準
としたスケーリング処理の態様を示す図である。図８（ａ）は、スケーリング率ｒ＝１、
すなわちスケーリング処理が行われていない状態の左右画像である。左画像の水平（ｘ）
方向の注目画素の座標をｘL、中心座標をｘLCとしている。また、右画像の水平方向の注
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目画素の座標をｘR、中心座標をｘRCとしている。
【００４５】
　図８（ｂ）は、スケーリング率ｒ＞１、すなわち左右画像の中心座標ｘLCおよびｘRCを
それぞれ基準として画面全体を水平方向に拡大処理した状態を示す図である。このとき、
左画像の水平方向の注目画素の座標がｘLからｘ'Lになるように拡大される。同様に、右
画像の水平方向の注目画素の座標がｘRからｘ'Rになるように拡大される。
【００４６】
　図８（ｃ）は、スケーリング率ｒ＜１、すなわち左右画像の中心座標を基準として画面
全体を水平方向に縮小処理した状態を示す図である。このとき、画枠の部分には元の画像
が存在しない状態となるため、黒色や白色などの画像を挿入する処理を行う。
【００４７】
　座標（ｘ，ｙ）の画素をｐ（ｘ，ｙ）とし、左右画像上の注目画素をｐ（ｘL，ｙL）、
ｐ（ｘR，ｙR）とすると、スケーリング率ｒによる視差制御後の左右画像上の画素ｐ（ｘ
'L，ｙ'L）、ｐ（ｘ'R，ｙ'R）は、それぞれ以下のようになる。
　　ｐ（ｘ'L，ｙ'L）＝ｐ（ｒ（ｘL－ｘLC）＋ｘLC，ｙL）
　　ｐ（ｘ'R，ｙ'R）＝ｐ（ｒ（ｘR－ｘRC）＋ｘRC，ｙR）
【００４８】
　図９は、本発明の実施の形態におけるフレーム中心位置を基準としたスケーリング処理
の前後による立体像距離の変化の関係を示すグラフである。縦の太線は立体ディスプレイ
の表示面の位置を示しており、ここでは１．５［ｍ］を想定している。
【００４９】
　スケーリング率ｒでスケーリング処理を行った場合、視差はｒ×ｄに変化するため、シ
フト処理後の立体像距離Ｌ'dは次式のようになる。
　　Ｌ'd＝Ｌs・ｄe／（ｄe－ｒ・ｄ）
【００５０】
　すなわち、縮小処理を行った場合（ｒ＜１）には、奥行きのダイナミックレンジが縮小
され、立体ディスプレイの表示面の位置よりも奥の立体像はより手前に移動し、立体ディ
スプレイの表示面の位置よりも手前の立体像はより奥に移動したように知覚される。一方
、拡大処理を行った場合（ｒ＞１）には、奥行きのダイナミックレンジが拡大され、立体
ディスプレイの表示面の位置よりも奥の立体像はより奥に移動し、立体ディスプレイの表
示面の位置よりも手前の立体像はより手前に移動したように知覚される。
【００５１】
　図１０は、本発明の実施の形態におけるシフト処理とスケーリング処理の組合せによる
立体感の変化の例を示す図である。この例では、左右画像が遠ざかる方向にシフト処理を
行った後に、縮小のスケーリング処理を行っており、飛び出しすぎた立体像を奥に移動さ
せた後に、さらに快適な範囲に収まるように第２段階目の画像変換として縮小による調整
が行われている。
【００５２】
　［立体視の快適な範囲］
　図１１は、立体視の快適な範囲について説明するための図である。両眼間隔ｄe、視距
離Ｌs、立体像距離Ｌdについては、図４と同様の記号により表している。ここでは、３Ｄ
コンソーシアム安全ガイドライン部会による「３ＤＣ安全ガイドライン」（2008年12月10
日改訂版）を参考にして、立体ディスプレイの表示面上の視差角から±１°の視差角を快
適な範囲と考える。このとき、立体ディスプレイの表示面上の視差角を視差角βとし、β
に対して±１°の視差角をαとして表すと、
　　｜α－β｜≦１°（＝π／１８０）
　　α＝β±（π／１８０）
である。
【００５３】
　ここで、視距離Ｌsとβとの関係は、
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　　（ｄe／２）／Ｌs＝ｔａｎ（β／２）
　　β＝２ｔａｎ-1（ｄe／（２Ｌs））
となる。また、立体像距離Ｌdとαの関係は、
　　Ｌd＝ｄe／２ｔａｎ（α／２）
であるから、快適に視聴できる奥行き方向の範囲は以下のようになる。
　　ｄe／２ｔａｎ（αmax／２）～ｄe／２ｔａｎ（αmin／２）
ただし、
　　αmax＝β＋π／１８０
　　αmin＝β－π／１８０
である。
【００５４】
　［２段階の画像変換による視差制御］
　図１２は、本発明の実施の形態におけるシフト処理とスケーリング処理の組合せによる
立体感の調整の一例を示す図である。４６Ｖ型テレビにおいて快適に視聴できる範囲は、
標準視距離３Ｈ、すなわち１．７［ｍ］においては、ディスプレイの表示面の手前０．５
［ｍ］から奥１．５［ｍ］の範囲と考えられる。これは、視差に置き換えると、－５６画
素から＋５５画素の範囲である。
【００５５】
　この例では、視差として－８０画素から＋３２画素の範囲に立体像が存在するものとす
る。まず、第１段階目の画像変換として、奥行き方向に２５画素のシフト処理を行うと、
立体像は視差として－５５画素から＋５７画素の範囲に移動する。この場合、奥行きの部
分において立体像がわずかに快適な範囲からはみ出すような状態となる。そこで、第２段
階目の画像変換として、水平方向に０．９５［倍］のスケーリング処理を行う。このスケ
ーリング処理は、上述のとおりフレーム中心位置を基準としたものである。これにより、
立体像は視差として－５２画素から＋５４画素の範囲となり、上述の快適な範囲に収まる
ことがわかる。
【００５６】
　図１３は、本発明の実施の形態におけるシフト処理とスケーリング処理の組合せによる
立体感の調整の他の例を示す図である。視距離を１．５［ｍ］とした場合、４６Ｖ型テレ
ビにおいて快適に視聴できる範囲は、ディスプレイの表示面の手前０．４［ｍ］から奥１
．０［ｍ］の範囲と考えられる。これは、視差に置き換えると、－４９画素から＋４９画
素の範囲である。
【００５７】
　この例においても、視差として－８０画素から＋３２画素の範囲に立体像が存在するも
のとする。まず、第１段階目の画像変換として、図１２の例と同様に、奥行き方向に２５
画素のシフト処理を行うと、立体像は視差として－５５画素から＋５７画素の範囲に移動
する。この場合、手前および奥行きの両部分において立体像がわずかに快適な範囲からは
み出すような状態となる。そこで、第２段階目の画像変換として、水平方向に０．９０［
倍］のスケーリング処理を行う。このスケーリング処理は、上述のとおりフレーム中心位
置を基準としたものである。これにより、立体像は視差として－４９画素から＋４９画素
の範囲となり、上述の快適な範囲に収まることがわかる。
【００５８】
　このように、第１段階目の画像変換としてシフト処理を行い、第２段階目の画像変換と
してフレーム中心位置を基準としたスケーリング処理を行うことにより、画像変換による
副作用を抑えながら、快適に視聴できる範囲に立体像を収めることができる。
【００５９】
　この場合、第１段階目の画像変換のシフト量をｓ、第２段階目の画像変換のスケーリン
グ率をｒ1とすると、両者を適用した場合の左右画像上の画素ｐ（ｘ''L，ｙ''L）、ｐ（
ｘ''R，ｙ''R）は、それぞれ以下のようになる。
　　ｐ（ｘ''L，ｙ''L）＝ｐ（ｒ1（ｘL－ｓ／２－ｘLC）＋ｘLC，ｙL）
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　　ｐ（ｘ''R，ｙ''R）＝ｐ（ｒ1（ｘR＋ｓ／２－ｘRC）＋ｘRC，ｙR）
上式により多段のスケーリングの座標変換を一括して実行することも可能であり、また、
２段階に分けて実行するようにしてもよい。
【００６０】
　［視差変換の処理手順］
　図１４は、本発明の第１の実施の形態による視差変換処理の手順例を示す流れ図である
。まず、操作受付部２９０が、ユーザからの操作入力を受け付ける（ステップＳ９１０）
。この受け付けられた操作入力に従って、視差制御部２４０は画像変換部２５０に対する
制御を行う。画像変換部２５０では、左画像前変換部２５１および右画像前変換部２５２
において第１段階目の画像変換が行われる（ステップＳ９７０）。その後、左画像後変換
部２５３および右画像後変換部２５４において第２段階目の画像変換が行われる（ステッ
プＳ９８０）。
【００６１】
　上述の実施の形態では、第１段階目の画像変換としてシフト処理を想定して説明したが
、シフト処理に代えて、フレーム内側または外側位置を基準としたスケーリング処理を用
いるようにしてもよい。以下では、フレーム内側または外側位置を基準としたスケーリン
グ処理について説明する。
【００６２】
　［フレーム内側位置を基準としたスケーリング処理による画像変換］
　図１５は、本発明の実施の形態による画像変換部２５０におけるフレーム内側位置を基
準としたスケーリング処理の態様を示す図である。図１５（ａ）は、スケーリング率ｒ＝
１、すなわちスケーリング処理が行われていない状態の左右画像である。左画像の水平（
ｘ）方向の注目画素の座標をｘL、右端座標をｘLRとしている。また、右画像の水平方向
の注目画素の座標をｘR、左端座標をｘRLとしている。
【００６３】
　図１５（ｂ）は、スケーリング率ｒ＞１、すなわち左右画像のフレーム内側位置をそれ
ぞれ基準として画面全体を水平方向に拡大処理した状態を示す図である。このとき、左画
像の水平方向の注目画素の座標がｘLからｘ'Lになるように拡大される。同様に、右画像
の水平方向の注目画素の座標がｘRからｘ'Rになるように拡大される。左右画像の基準位
置である左画像の右端座標ｘLRおよび右画像の左端座標ｘRLに変更はない。
【００６４】
　図１５（ｃ）は、スケーリング率ｒ＜１、すなわち左右画像のフレーム内側位置を基準
として画面全体を水平方向に縮小処理した状態を示す図である。このとき、画枠の部分に
は元の画像が存在しない状態となるため、黒色や白色などの画像を挿入する処理を行う。
左右画像の基準位置である左画像の右端座標ｘLRおよび右画像の左端座標ｘRLに変更はな
い。
【００６５】
　座標（ｘ，ｙ）の画素をｐ（ｘ，ｙ）とし、左右画像上の注目画素をｐ（ｘL，ｙL）、
ｐ（ｘR，ｙR）とすると、スケーリング率ｒによる視差制御後の左右画像上の画素ｐ（ｘ
'L，ｙ'L）、ｐ（ｘ'R，ｙ'R）は、それぞれ以下のようになる。
　　ｐ（ｘ'L，ｙ'L）＝ｐ（ｒ（ｘL－ｘLR）＋ｘLR，ｙL）
　　ｐ（ｘ'R，ｙ'R）＝ｐ（ｒ（ｘR－ｘRL）＋ｘRL，ｙR）
【００６６】
　図１６は、本発明の実施の形態におけるフレーム内側位置を基準としたスケーリング処
理の前後による立体像距離の変化の関係を示すグラフである。縦の太線は立体ディスプレ
イの表示面の位置を示しており、ここでは１．５［ｍ］を想定している。
【００６７】
　縮小処理を行った場合（ｒ＜１）には、立体像がより手前に移動したように知覚される
。このとき、スケーリング率が小さくなるほど立体像がより手前に移動し、奥にあるもの
ほど手前に移動したように知覚される。一方、拡大処理を行った場合（ｒ＞１）には、立
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体像がより奥に移動したように知覚される。このとき、スケーリング率が増すほど立体像
がより奥に移動し、奥にあるものほど奥に移動したように知覚される。
【００６８】
　同図と図６とを比較すると分かるように、フレーム内側位置を基準としたスケーリング
処理は、立体像距離の変化についてシフト処理の場合と同様の傾向を示す。例えば、スケ
ーリング率ｒ＝１０１％のフレーム内側位置を基準としたスケーリング処理によれば、シ
フト量ｓ＝２０とした場合のシフト処理と同様の効果を得ることができる。また、スケー
リング率ｒ＝９９％のフレーム内側位置を基準としたスケーリング処理によれば、シフト
量ｓ＝－２０とした場合のシフト処理と同様の効果を得ることができる。したがって、第
１段階目の画像変換としてシフト処理を行う代わりに、フレーム内側位置を基準としたス
ケーリング処理を行うことができる。
【００６９】
　ここで、シフト処理とフレーム中心を基準としたスケーリング処理の枠組みで、フレー
ム内側位置を基準としたスケーリング処理とフレーム中心を基準としたスケーリング処理
を実行する場合を考えるために式変形を行うと次式のようになる。
　　ｘ''L＝ｒ1ｒ0（ｘL－（ｒ0－１）（ｘLR－ｘLC）／ｒ0－ｘLC）＋ｘLC

　　ｘ''R＝ｒ1ｒ0（ｘR－（ｒ0－１）（ｘRL－ｘRC）／ｒ0－ｘRC）＋ｘRC

すなわち、左画像に対しては、シフト量（２（ｒ0－１）（ｘLR－ｘLC）／ｒ0）のシフト
処理を行い、スケーリング率ｒ1ｒ0のフレーム中心を基準としたスケーリング処理を行う
のと等価であることになる。また、右画像に対しては、シフト量（－２（ｒ0－１）（ｘR

L－ｘLC）／ｒ0）のシフト処理を行い、スケーリング率ｒ1ｒ0のフレーム中心を基準とし
たスケーリング処理を行うのと等価であることになる。
【００７０】
　［フレーム外側位置を基準としたスケーリング処理による画像変換］
　図１７は、本発明の実施の形態による画像変換部２５０におけるフレーム外側位置を基
準としたスケーリング処理の態様を示す図である。図１７（ａ）は、スケーリング率ｒ＝
１、すなわちスケーリング処理が行われていない状態の左右画像である。左画像の水平（
ｘ）方向の注目画素の座標をｘL、左端座標をｘLLとしている。また、右画像の水平方向
の注目画素の座標をｘR、右端座標をｘRRとしている。
【００７１】
　図１７（ｂ）は、スケーリング率ｒ＞１、すなわち左右画像のフレーム外側位置をそれ
ぞれ基準として水平方向に拡大処理を行った状態を示す図である。このとき、左画像の水
平方向の注目画素の座標がｘLからｘ'Lになるように拡大される。同様に、右画像の水平
方向の注目画素の座標がｘRからｘ'Rになるように拡大される。左右画像の基準位置であ
る左画像の左端座標ｘLLおよび右画像の右端座標ｘRRに変更はない。
【００７２】
　図１７（ｃ）は、スケーリング率ｒ＜１、すなわち左右画像のフレーム外側位置を基準
として水平方向に縮小処理を行った状態を示す図である。このとき、画枠の部分には元の
画像が存在しない状態となるため、黒色や白色などの画像を挿入する処理を行う。左右画
像の基準位置である左画像の左端座標ｘLLおよび右画像の右端座標ｘRRに変更はない。
【００７３】
　座標（ｘ，ｙ）の画素をｐ（ｘ，ｙ）とし、左右画像上の注目画素をｐ（ｘL，ｙL）、
ｐ（ｘR，ｙR）とすると、スケーリング率ｒによる視差制御後の左右画像上の画素ｐ（ｘ
'L，ｙ'L）、ｐ（ｘ'R，ｙ'R）は、それぞれ以下のようになる。
　　ｐ（ｘ'L，ｙ'L）＝ｐ（ｒ（ｘL－ｘLL）＋ｘLL，ｙL）
　　ｐ（ｘ'R，ｙ'R）＝ｐ（ｒ（ｘR－ｘRR）＋ｘRR，ｙR）
【００７４】
　図１８は、本発明の実施の形態におけるフレーム外側位置を基準としたスケーリング処
理の前後による立体像距離の変化の関係を示すグラフである。縦の太線は立体ディスプレ
イの表示面の位置を示しており、ここでは１．５［ｍ］を想定している。
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【００７５】
　縮小処理を行った場合（ｒ＜１）には、立体像がより手前に移動したように知覚される
。このとき、スケーリング率が小さくなるほど立体像がより手前に移動し、奥にあるもの
ほど手前に移動したように知覚される。一方、拡大処理を行った場合（ｒ＞１）には、立
体像がより奥に移動したように知覚される。このとき、スケーリング率が増すほど立体像
がより奥に移動し、奥にあるものほど奥に移動したように知覚される。
【００７６】
　同図と図６とを比較すると分かるように、フレーム外側位置を基準としたスケーリング
処理は、立体像距離の変化についてシフト処理の場合と同様の傾向を示す。例えば、スケ
ーリング率ｒ＝１０１％のフレーム外側位置を基準としたスケーリング処理によれば、シ
フト量ｓ＝２０とした場合のシフト処理と同様の効果を得ることができる。また、スケー
リング率ｒ＝９９％のフレーム外側位置を基準としたスケーリング処理によれば、シフト
量ｓ＝－２０とした場合のシフト処理と同様の効果を得ることができる。したがって、第
１段階目の画像変換としてシフト処理を行う代わりに、フレーム外側位置を基準としたス
ケーリング処理を行うことができる。
【００７７】
　ここで、シフト処理とフレーム中心を基準としたスケーリング処理の枠組みで、フレー
ム外側位置を基準としたスケーリング処理とフレーム中心を基準としたスケーリング処理
を実行する場合を考えるために式変形を行うと次式のようになる。
　　ｘ''L＝ｒ1ｒ0（ｘL－（ｒ0－１）（ｘLL－ｘLC）／ｒ0－ｘLC）＋ｘLC

　　ｘ''R＝ｒ1ｒ0（ｘR－（ｒ0－１）（ｘRR－ｘRC）／ｒ0－ｘRC）＋ｘRC

すなわち、左画像に対しては、シフト量（２（ｒ0－１）（ｘLL－ｘLC）／ｒ0）のシフト
処理を行い、スケーリング率ｒ1ｒ0のフレーム中心を基準としたスケーリング処理を行う
のと等価であることになる。また、右画像に対しては、シフト量（－２（ｒ0－１）（ｘR

R－ｘLC）／ｒ0）のシフト処理を行い、スケーリング率ｒ1ｒ0のフレーム中心を基準とし
たスケーリング処理を行うのと等価であることになる。
【００７８】
　図１９は、本発明の実施の形態における２段階のスケーリング処理による第１の具体例
を示す図である。この例では、第１段階目の画像変換として、フレーム内側位置を基準と
したスケーリング処理が行われる。これにより、左画像の水平方向の注目画素の座標がｘ

Lからｘ'Lになるように拡大され、右画像の水平方向の注目画素の座標がｘRからｘ'Rにな
るように拡大される。このとき、左右画像の基準位置である左画像の右端座標ｘLRおよび
右画像の左端座標ｘRLに変更はない。
【００７９】
　また、第２段階目の画像変換として、フレーム中心位置を基準としたスケーリング処理
が行われる。これにより、左画像の水平方向の注目画素の座標がｘ'Lからｘ''Lになるよ
うに縮小され、右画像の水平方向の注目画素の座標がｘ'Rからｘ''Rになるように縮小さ
れる。このとき、画枠の部分には元の画像が存在しない状態となるため、黒色や白色など
の画像を挿入する処理が行われる。この挿入処理に必要な画像は、第１段階目の画像変換
としてシフト処理を行った場合と比べて、より小さくすることができる。
【００８０】
　このように、第１段階目の画像変換としてフレーム内側位置を基準としたスケーリング
処理を行い、第２段階目の画像変換としてフレーム中心位置を基準としたスケーリング処
理を行うことにより、画枠近辺の黒色などの画像挿入を最小限に抑えることができる。
【００８１】
　第１段階目の画像変換のスケーリング率をｒ0、第２段階目の画像変換のスケーリング
率をｒ1とすると、両者を適用した場合の左右画像上の画素ｐ（ｘ''L，ｙ''L）、ｐ（ｘ'
'R，ｙ''R）は、それぞれ以下のようになる。
　　ｐ（ｘ''L，ｙ''L）＝ｐ（ｒ1（ｒ0（ｘL－ｘLR）＋ｘLR－ｘLC）＋ｘLC，ｙL）
　　ｐ（ｘ''R，ｙ''R）＝ｐ（ｒ1（ｒ0（ｘR－ｘRL）＋ｘRL－ｘRC）＋ｘRC，ｙR）
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上式により多段のスケーリングの座標変換を一括して実行することも可能であり、また、
２段階に分けて実行するようにしてもよい。
【００８２】
　図２０は、本発明の実施の形態における２段階のスケーリング処理による第２の具体例
を示す図である。この例では、第１段階目の画像変換として、フレーム外側位置を基準と
したスケーリング処理が行われる。これにより、左画像の水平方向の注目画素の座標がｘ

Lからｘ'Lになるように拡大され、右画像の水平方向の注目画素の座標がｘRからｘ'Rにな
るように拡大される。このとき、左右画像の基準位置である左画像の左端座標ｘLLおよび
右画像の右端座標ｘRRに変更はない。
【００８３】
　また、第２段階目の画像変換として、フレーム中心位置を基準としたスケーリング処理
が行われる。これにより、左画像の水平方向の注目画素の座標がｘ'Lからｘ''Lになるよ
うに縮小され、右画像の水平方向の注目画素の座標がｘ'Rからｘ''Rになるように縮小さ
れる。このとき、画枠の部分には元の画像が存在しない状態となるため、黒色や白色など
の画像を挿入する処理が行われる。この挿入処理に必要な画像は、第１段階目の画像変換
としてシフト処理を行った場合と比べて、より小さくすることができる。
【００８４】
　このように、第１段階目の画像変換としてフレーム外側位置を基準としたスケーリング
処理を行い、第２段階目の画像変換としてフレーム中心位置を基準としたスケーリング処
理を行うことにより、画枠近辺の黒色などの画像挿入を最小限に抑えることができる。
【００８５】
　第１段階目の画像変換のスケーリング率をｒ0、第２段階目の画像変換のスケーリング
率をｒ1とすると、両者を適用した場合の左右画像上の画素ｐ（ｘ''L，ｙ''L）、ｐ（ｘ'
'R，ｙ''R）は、それぞれ以下のようになる。
　　ｐ（ｘ''L，ｙ''L）＝ｐ（ｒ1（ｒ0（ｘL－ｘLL）＋ｘLL－ｘLC）＋ｘLC，ｙL）
　　ｐ（ｘ''R，ｙ''R）＝ｐ（ｒ1（ｒ0（ｘR－ｘRR）＋ｘRR－ｘRC）＋ｘRC，ｙR）
上式により多段のスケーリングの座標変換を一括して実行することも可能であり、また、
２段階に分けて実行するようにしてもよい。
【００８６】
　［キュービック補間］
　図２１は、本発明の実施の形態においてキュービック補間を行う場合の例を示す図であ
る。本発明の実施の形態では、スケーリング率によっては画素単位のみならず、副画素（
サブピクセル）単位まで座標が必要になる場合がある。そこで、ここでは、画素以下の座
標の画素を取得するための手法として、キュービック（cubic）補間を適用する例につい
て説明する。
【００８７】
　生成画素Ｐの周辺４×４タップを利用して画素を求めることを想定する。生成画素Ｐの
座標の整数部を（ｘ，ｙ）とし、フィルタのタップをｐ（ｘ＋ｉ，ｙ＋ｊ）、フィルタ係
数をＷi,jとすると、生成画素Ｐは次式により表される。

【００８８】
　ここで、生成画素Ｐとタップとの距離に応じて、次のようにフィルタ係数Ｗを求める。
　　Ｗ＝１－２ｄ2＋ｄ3　　　　　（ｄ＜１）
　　　＝４－８ｄ＋５ｄ2－ｄ3　　（１≦ｄ＜２）
　　　＝０　　　　　　　　　　　（ｄ≧２）



(18) JP 5444955 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

【００８９】
　例えば、（ｘ－１，ｙ－１）の画素に対応する係数の重みＷ-1,-1は、
　　水平Ｗx＝４－８（１＋△ｘ）＋５（１＋△ｘ）2－（１＋△ｘ）3

　　水平Ｗy＝４－８（１＋△ｙ）＋５（１＋△ｙ）2－（１＋△ｙ）3

として、両者の乗算として表される。
　　Ｗ-1,-1＝ＷxＷy

ここで、（△ｘ，△ｙ）は、生成画素Ｐの小数部となる。
【００９０】
　［視差制御パラメータの推奨設定範囲］
　図２２は、本発明の第１の実施の形態における視差制御パラメータの推奨設定範囲の例
を示す図である。上述のように、本発明の実施の形態では、画像変換部２５０において２
段階の画像変換を行うが、その場合の視差制御パラメータの設定には自由度がある。ここ
では、設定の目安として、視差制御パラメータの推奨設定範囲について例示する。
【００９１】
　まず、画像変換としてシフト処理を行う場合、シフト量ｓとして－１２８画素から＋１
２８画素の値を設定することが推奨される。なお、シフト量ｓ＞０であれば左右画像が互
いに遠ざかる方向にシフト処理が行われ、シフト量ｓ＜０であれば左右画像が互いに近づ
く方向にシフト処理が行われる。このシフト処理は、第１段階目の画像変換として用いら
れることが想定される。
【００９２】
　また、画像変換としてスケーリング処理を行う場合、スケーリング率ｒとして０．８０
倍から１．２０倍の値を設定することが推奨される。なお、スケーリング率ｒ＞１であれ
ば拡大するスケーリング処理が行われ、スケーリング率ｒ＜１であれば縮小するスケーリ
ング処理が行われる。また、スケーリング処理の際の基準位置としては、フレーム中心位
置（図８等）、フレーム内側位置（図１５等）、フレーム外側位置（図１７等）の何れか
を設定することが推奨される。フレーム中心位置を基準としたスケーリング処理は、第２
段階目の画像変換として用いられることが想定される。フレーム内側または外側位置を基
準としたスケーリング処理は、第１段階目においてシフト処理の代わりに行われることが
想定される。
【００９３】
　［抽象化視差制御パラメータ］
　図２３は、本発明の第１の実施の形態における抽象化視差制御パラメータの例を示す図
である。本発明の第１の実施の形態では、操作受付部２９０によって何らかの視差制御パ
ラメータが入力されることを前提としているが、各パラメータの組合せによって得られる
効果が異なるため、適正な値を設定することは必ずしも容易ではない。そこで、視差制御
パラメータの設定を容易にするための手法の一例として、抽象化視差制御パラメータを用
いる例について説明する。
【００９４】
　ここでは、視差制御の強度の一例として、「強」、「中」、「弱」、「オフ」の４段階
の抽象化視差制御パラメータを想定する。「強」の場合に最も強く視差制御が行われ、「
中」から「弱」になるにつれて視差制御の強さが弱くなり、「オフ」の場合には視差制御
は行われない。「強」の場合には、第１段階目の画像変換としてシフト量ｓ＝６０画素の
シフト処理が行われ、第２段階目の画像変換としてスケーリング率ｒ＝０．８５倍のフレ
ーム中心を基準としたスケーリング処理が行われる。「中」の場合には、第１段階目の画
像変換としてシフト量ｓ＝４０画素のシフト処理が行われ、第２段階目の画像変換として
スケーリング率ｒ＝０．９０倍のフレーム中心を基準としたスケーリング処理が行われる
。「弱」の場合には、第１段階目の画像変換としてシフト量ｓ＝０画素のシフト処理が行
われたものと扱い、すなわち実際の画像変換は行われない。そして、この場合、第２段階
目の画像変換としてスケーリング率ｒ＝１．０３倍のフレーム内側を基準としたスケーリ
ング処理が行われる。「オフ」の場合には、第１段階目の画像変換としてシフト量ｓ＝０
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画素のシフト処理が行われたものと扱い、すなわち実際の画像変換は行われない。また、
この場合、第２段階目の画像変換としてスケーリング率ｒ＝１．００倍のスケーリング処
理が行われたものと扱い、すなわち実際の画像変換は行われない。
【００９５】
　このように、予め適切にプリセットされた４段階の抽象化視差制御パラメータから選択
させることにより、視差制御パラメータを簡易に指定することができる。この場合、視差
制御部２４０は、抽象化視差制御パラメータに基づいて具体的な視差制御パラメータを生
成して、画像変換部２５０を制御する。
【００９６】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［視差変換装置の構成例］
　図２４は、本発明の第２の実施の形態における視差変換装置２００の構成例を示す図で
ある。上述の第１の実施の形態では視差制御パラメータの入力を操作受付部２９０におい
て受け付けるように構成していたが、この第２の実施の形態では、左右画像の内容に基づ
いて視差を推定し、解析することによって視差制御パラメータを生成することを考える。
この第２の実施の形態による視差変換装置２００は、第１の実施の形態における操作受付
部２９０に代えて、視差推定部２１０および視差解析部２３０を備える。
【００９７】
　視差推定部２１０は、入力画像１０の左画像１１および右画像１２から視差を推定して
、視差マップを生成するものである。この視差マップは、入力画像１０の画素または画素
群毎の視差を保持するものである。この場合、入力画像１０としては左画像１１または右
画像１２の何れを基準にしてもよい。視差の推定手法は公知技術であり、例えば、左右画
像から背景画像を除いた前景画像についてマッチングを行うことにより、左右画像の視差
を推定し、視差マップを生成する技術が知られている（例えば、特開２００６－１１４０
２３号公報参照）。
【００９８】
　視差解析部２３０は、視差推定部２１０において推定された視差マップを解析して、適
切な視差制御を行うための視差制御パラメータを生成するものである。具体的には、視差
解析部２３０は、視差マップから視差のヒストグラムを生成し、このヒストグラムの分布
が適切な範囲に収まるように視差制御パラメータを決定する。
【００９９】
　［シフト処理と視差ヒストグラム］
　図２５は、本発明の第２の実施の形態におけるシフト処理と視差ヒストグラムの関係例
を示す図である。図２５（ａ）はシフト処理前の視差ヒストグラムの例であり、図２５（
ｂ）はシフト処理後の視差ヒストグラムの例である。シフト処理により、視差の分布の平
均がディスプレイの表示面の手前から奥側へ移動していることがわかる。
【０１００】
　シフト処理におけるシフト量ｓの算出式としては、以下の式を利用することができる。
　　ｓ［画素］＝α×画像内視差平均［画素］－β×画像内視差偏差［画素］－γ
ここで、α、β、γは任意に設定可能なパラメータ値である。例えば、４２Ｖ型テレビに
おいては、α＝１．０、β＝１．５、γ＝２０．０程度に設定することが考えられる。こ
のパラメータ値は、予めデフォルト値を設定しておいて、後にユーザの嗜好に応じて変更
するようにしてもよい。なお、α＝１．０、β＝０．０、γ＝２０．０に設定した場合、
図２５（ｂ）のシフト処理後の平均は－２０．０になる。
【０１０１】
　［スケーリング処理と視差ヒストグラム］
　図２６は、本発明の第２の実施の形態におけるスケーリング処理と視差ヒストグラムの
関係例を示す図である。図２６（ａ）はスケーリング処理前の視差ヒストグラムの例であ
り、図２６（ｂ）はスケーリング処理後の視差ヒストグラムの例である。スケーリング処
理により、視差の分布範囲が圧縮されていることがわかる。
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【０１０２】
　スケーリング処理におけるスケーリング率ｒの算出式としては、以下の式を利用するこ
とができる。
　　ｒ［倍］＝ε×画像内視差偏差［画素］
【０１０３】
　また、別の式として、以下の式を利用することができる。
　　ｒ［倍］＝快適視差レンジ［画素］／画像内視差レンジ［画素］
これにより、画像内の視差レンジが快適視差レンジに収まるように、スケーリング処理に
よって視差を小さくすることができる。ここで、快適視差レンジとしては、上述の「３Ｄ
Ｃ安全ガイドライン」では、４２Ｖ型テレビの標準視聴距離において約１００画素と定義
されている。
【０１０４】
　このように、本発明の第２の実施の形態によれば、左右画像から生成された視差ヒスト
グラムに基づいて視差制御パラメータを生成し、この視差制御パラメータにより画像変換
を行うことができる。
【０１０５】
　［ストレス値に基づく視差制御パラメータ］
　図２７は、視差とストレス値との関係の一例を示す図である。ここまでの例では、視差
ヒストグラムに基づいて視差制御パラメータを生成することを想定したが、ここでは、変
形例として、新たに立体画像を鑑賞する際のストレス値を定義して、そのストレス値が最
小になるように視差制御パラメータを決定する。
【０１０６】
　画素ｎの視差をｘnとして、画素ｎのストレス値ｅnを次式により定義する。
　　ｅn＝ｆ（ｘn）
ここで、ｆ（ｘ）は、視差とストレスとの関係を表す関数であり、例えば図２７のような
関係を示す。この関数は、－ｘconf＜ｘ＜ｘconfの間では、
　　ｆ（ｘ）＝λｘ2

であり、ｘconf＜ｘでは、
　　ｆ（ｘ）＝２λｘconf（ｘ－ｘconf）＋λｘ2

conf

であり、ｘ＜－ｘconfでは、
　　ｆ（ｘ）＝ｘ4／２ｘ2

conf＋ｘ2
conf／２

である。
【０１０７】
　この関数は、上方へいくほどストレス値が高いことを示している。すなわち、立体ディ
スプレイの表示面よりも手前側では、手前になるほど少しずつストレス値が高くなる。一
方、立体ディスプレイの表示面よりも奥側では、適度な範囲まではストレス値が低いが、
ある一定の位置よりも奥になると急激にストレス値が増加する。これは、快適視差範囲を
超えるとストレス値がより大きくなり、さらに奥は両眼距離よりも視差が大きくなるとス
トレスが非常に大きくなることが知られているからである。また、快適視差範囲を超えた
場合に、奥よりも手前の方がストレスは小さいと考えられるからである。ここで、快適視
差範囲は、４６Ｖ型の標準視距離において、およそ「±５０画素」である。また、両眼距
離よりも視差が大きくなる奥側の位置は、４６Ｖ型の標準視距離において、およそ「－１
００画素」に相当する。
【０１０８】
　シフト処理におけるシフト量をｘshift、スケーリング処理によるスケーリング量をａs

caleとすると、これら処理がされた後のストレス値ｅ'nは次式のようになる。
　　ｅ'n＝ｆ（ａscale・ｘn－ｘshift）
したがって、この変形例によれば、画面全体のストレス値の総量Ｅ'が最小になるような
シフト量ｘshiftおよびスケーリング量ａscaleを求めることにより、視差制御パラメータ
を決定することができる。
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【０１０９】
　［視差変換の処理手順］
　図２８は、本発明の第２の実施の形態による視差変換処理の手順例を示す流れ図である
。まず、視差推定部２１０が、入力画像１０の左画像１１および右画像１２から視差を推
定して、視差マップを生成する（ステップＳ９２０）。そして、この生成された視差マッ
プを視差解析部２３０が解析して、適切な視差制御を行うための視差制御パラメータを生
成する（ステップＳ９４０）。この視差制御パラメータに従って、視差制御部２４０は画
像変換部２５０に対する制御を行う。画像変換部２５０では、左画像前変換部２５１およ
び右画像前変換部２５２において第１段階目の画像変換が行われる（ステップＳ９７０）
。その後、左画像後変換部２５３および右画像後変換部２５４において第２段階目の画像
変換が行われる（ステップＳ９８０）。
【０１１０】
　＜３．第３の実施の形態＞
　［視差変換装置の構成例］
　図２９は、本発明の第３の実施の形態における視差変換装置２００の構成例を示す図で
ある。この第３の実施の形態では、上述の第２の実施の形態に対してさらに注目領域推定
部２２０を備える。この注目領域推定部２２０は、入力画像１０の左画像１１および右画
像１２における被写体や画枠などの注目領域を推定するものである。視差解析部２３０は
、視差推定部２１０によって生成された視差マップと注目領域推定部２２０によって生成
された注目領域マップとに基づいて、画枠や被写体の影響を考慮した重み付き視差ヒスト
グラムを算出する。視差制御部２４０および画像変換部２５０については、上述の第１ま
たは第２の実施の形態と同様である。
【０１１１】
　［注目領域マップと視差ヒストグラム］
　図３０は、本発明の第３の実施の形態における視差変換処理の具体例を示す図である。
図３０（ａ）は、入力画像のイメージ例であり、実際には左画像および右画像から構成さ
れる。図３０（ｂ）は、視差推定部２１０によって生成される視差マップの一例である。
図３０（ｃ）は、注目領域推定部２２０によって生成される画枠を考慮した注目領域マッ
プの一例である。図３０（ｄ）は、注目領域推定部２２０によって生成される被写体に着
目した注目領域マップの一例である。
【０１１２】
　注目領域マップは、入力画像における注目領域の位置および注目度を示すものであり、
白いほど影響率、すなわち注目度が高いことを示す。すなわち、図３０（ｃ）では、画枠
に近い部分が白くなっており、この部分の影響を考慮すべき旨を示している。一方、図３
０（ｄ）では、人物に対応する領域が白くなっており、この部分の影響を考慮すべき旨を
示している。
【０１１３】
　図３１は、本発明の第３の実施の形態における視差ヒストグラムの具体例を示す図であ
る。上述の第２の実施の形態では、視差解析部２３０において視差マップがそのまま用い
られ、例えば図３１（ａ）のような視差ヒストグラムが生成される。なお、視差ヒストグ
ラムにおいては、左側が立体ディスプレイの表示面よりも奥を表し、右側が立体ディスプ
レイの表示面よりも手前を表している。
【０１１４】
　これに対し、この第３の実施の形態では、注目領域推定部２２０によって生成される注
目領域マップが加味されるため、例えば図３１（ｂ）のような重み付き視差ヒストグラム
が生成される。この重み付き視差ヒストグラムにおいて、最も手前の部分では画枠による
影響が加味されている。また、中央付近では人物による影響が加味されている。視差解析
部２３０は、このような影響が注目領域における影響が加味された重み付き視差ヒストグ
ラムを生成して、このヒストグラムの分布が適切な範囲に収まるように視差制御パラメー
タを決定する。
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【０１１５】
　［視差変換の処理手順］
　図３２は、本発明の第３の実施の形態による視差変換処理の手順例を示す流れ図である
。まず、視差推定部２１０が、入力画像１０の左画像１１および右画像１２から視差を推
定して、視差マップを生成する（ステップＳ９２０）。また、注目領域推定部２２０が、
被写体や画枠などの注目領域を推定する（ステップＳ９３０）。そして、視差解析部２３
０が推定された注目領域における影響を考慮して視差マップを解析して、適切な視差制御
を行うための視差制御パラメータを生成する（ステップＳ９４０）。この視差制御パラメ
ータに従って、視差制御部２４０は画像変換部２５０に対する制御を行う。画像変換部２
５０では、左画像前変換部２５１および右画像前変換部２５２において第１段階目の画像
変換が行われる（ステップＳ９７０）。その後、左画像後変換部２５３および右画像後変
換部２５４において第２段階目の画像変換が行われる（ステップＳ９８０）。
【０１１６】
　このように、本発明の第３の実施の形態によれば、注目領域における影響を考慮して視
差制御パラメータを生成し、この視差制御パラメータにより画像変換を行うことができる
。
【０１１７】
　＜４．第４の実施の形態＞
　［視差変換装置の構成例］
　図３３は、本発明の第４の実施の形態における視差変換装置２００の構成例を示す図で
ある。この第４の実施の形態では、上述の第２の実施の形態に対してさらに画枠変換部２
８０を備える。この画枠変換部２８０は、画枠周辺の領域において視聴者の片目だけに表
示されて不快な領域を塗りつぶすように画像を変換するものである。
【０１１８】
　画枠周辺において飛び出たオブジェクトが存在すると視聴者に対して見難いという印象
を与えやすい。一方、画枠周辺で引っ込んだオブジェクトは、それほど見難くはならない
ことが多い。したがって、片目だけに表示されて不快な領域は、画像が視聴者の片目のみ
に入力され、かつ、ディスプレイの表示面よりも手前に飛び出す領域ということになる。
このような不快な領域は、デプスマップを用いることにより判別可能である。この第４の
実施の形態では、視差推定部２１０においてデプスマップが生成されるものとし、視差解
析部２３０において不快な領域を判断するものとする。視差解析部２３０における判断結
果に基づいて、画枠変換部２８０において視聴者の片目だけに表示されて不快な領域を塗
りつぶすように画像を変換する。
【０１１９】
　［画枠周辺と視差制御］
　図３４は、本発明の第４の実施の形態における画枠変換部２８０による処理の前後の状
態例を示す図である。図３４（ａ）は、画枠変換部２８０による処理前の状態であり、左
眼のみに入力され、かつ、ディスプレイの表示面よりも手前に飛び出す領域に木が存在し
ている。この図において、灰色部分は、片目のみに入力され、かつ、ディスプレイの表示
面よりも手前に飛び出す領域であり、これが不快な領域である。一方、斜線部分は、片目
のみに入力され、かつ、ディスプレイの表示面よりも奥に引っ込んだ領域であり、この領
域は不快な領域ではない。上述の木は灰色部分に架かっており不快な領域に存在すること
になる。
【０１２０】
　図３４（ｂ）は、画枠変換部２８０による処理後の状態である。ここでは、左画像にお
いて不快な領域が黒色により塗りつぶされている。これは、灰色部分を変更することと等
価である。これにより、不快な領域に存在する木が画像上から消去され、不快さを低減す
ることができる。
【０１２１】
　［視差変換の処理手順］
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　図３５は、本発明の第４の実施の形態による視差変換処理の手順例を示す流れ図である
。ステップＳ９２０からＳ９８０までは上述の第２の実施の形態と同様の処理を行う。そ
して、画像変換部２５０における２段階の画像変換が完了すると（ステップＳ９７０およ
びＳ９８０）、画枠変換部２８０が画枠周辺において片目だけに表示されて不快な領域を
塗りつぶすように画像を変換する（ステップＳ９９０）。
【０１２２】
　このように、本発明の第４の実施の形態によれば、画枠周辺の片目だけに表示されて不
快な領域を塗りつぶすように画像を変換することにより、立体視した際の不快さを低減す
ることができる。
【０１２３】
　＜５．変形例＞
　上述の実施の形態においては、水平方向のみに拡大縮小するスケーリング処理を想定し
て説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、同時に垂直方向にも拡大縮小す
るようにしても構わない。この場合、アスペクト比を維持するように制御することが可能
となるが、拡大時の画像の溢れや縮小時の画枠部分の画像挿入処理などの水平方向におけ
る事情は、垂直方向においても同様に生じ得る。
【０１２４】
　また、上述の実施の形態においては、第１の実施の形態として２段階の画像変換による
立体像の快適な範囲への収束、第２の形態として視差ヒストグラムに基づく視差制御パラ
メータの生成について説明した。さらに、第３の実施の形態として注目領域への対応、第
４の実施の形態として画枠周辺への対応について説明した。これらは適宜組み合わせて実
施することができる。例えば、第３の実施の形態の注目領域への対応を行った後に、第４
の実施の形態の画枠周辺への対応を行うようにしてもよい。
【０１２５】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、本発
明の実施の形態において明示したように、本発明の実施の形態における事項と、特許請求
の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有する。同様に、特許請求の範囲に
おける発明特定事項と、これと同一名称を付した本発明の実施の形態における事項とはそ
れぞれ対応関係を有する。ただし、本発明は実施の形態に限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を施すことにより具現化する
ことができる。
【０１２６】
　また、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として
、例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk
）、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商標））等を用いることが
できる。
【符号の説明】
【０１２７】
　１００　画像記憶装置
　２００　視差変換装置
　２１０　視差推定部
　２２０　注目領域推定部
　２３０　視差解析部
　２４０　視差制御部
　２５０　画像変換部
　２５１　左画像前変換部
　２５２　右画像前変換部
　２５３　左画像後変換部
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　２５４　右画像後変換部
　２８０　画枠変換部
　２９０　操作受付部
　３００　表示制御装置
　４００　画像表示装置

【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】



(27) JP 5444955 B2 2014.3.19

【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】

【図３４】 【図３５】
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