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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一の撮像画像の中における動体領域または静止体領域を認識する認識部と、
　前記動体領域の被写体が人物であるか否かを判定する判定部と、
　色、階調、輪郭の各画像処理のパラメータの組み合わせを定めるパラメータ制御部と、
　前記パラメータに基づいて前記撮像画像に画像処理を施す画像処理部と、を備え、
　前記動体領域の一部または全体に前記画像処理を施す前記パラメータの組み合わせは、
静止体領域の一部または全体に前記画像処理を施す前記パラメータの組み合わせとは異な
っており、且つ、
　前記動体領域が前記人物であると判定された場合に前記動体領域と前記静止体領域のそ
れぞれに施される前記パラメータの各組み合わせは、前記動体領域が前記人物ではないと
判定された場合に前記動体領域と前記静止体領域のそれぞれに施される前記パラメータの
各組み合わせとは異なっていることを特徴とする動画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の動画像処理装置において、
　前記認識部は、前記静止体領域から１種類以上の静止体を認識し、
　前記画像処理部は、前記１種類以上の静止体ごとに、異なるパラメータで前記画像処理
を施す
　ことを特徴とする動画像処理装置。
【請求項３】
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　請求項１記載の動画像処理装置において、
　前記画像処理部は、前記動体領域が前記人物であるときはその肌色を、予め定められた
記憶色に近づける
　ことを特徴とする動画像処理装置。
【請求項４】
　請求項３記載の動画像処理装置において、
　前記画像処理部は、前記動体領域が前記人物であるときは、前記動体領域に対する階調
曲線を軟調とするとともに輪郭強調は弱く処理し、そして前記静止体領域に対しては高彩
度に色補正し階調曲線を硬調とし輪郭強調を強く処理する
　ことを特徴とする動画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１記載の動画像処理装置において、
　少なくとも動体領域／静止体領域ごとに前記パラメータを入力するためのパラメータ入
力部をさらに備え、
　前記パラメータ入力部は、入力された前記パラメータを、前記パラメータ制御部に設定
する
　ことを特徴とする動画像処理装置。
【請求項６】
　一の撮像画像の中における動体領域または静止体領域を認識する認識ステップと、
　前記動体領域の被写体が人物であるか否かを判定する判定ステップと、
　色、階調、輪郭の各画像処理のパラメータの組み合わせを定めるパラメータ制御ステッ
プと、
　前記パラメータに基づいて前記撮像画像に画像処理を施す画像処理ステップとを含み、
　前記認識ステップは、前記撮像画像をブロックに分割し、各ブロックの動きベクトルを
検出する動き検出ステップを含み、
　動きベクトルを検出されたブロックを含む前記動体領域の一部または全体に前記画像処
理を施す前記パラメータの組み合わせは、静止体領域の一部または全体に前記画像処理を
施す前記パラメータの組み合わせとは異なっており、且つ、
　前記動体領域が前記人物であると判定された場合に前記動体領域と前記静止体領域のそ
れぞれに施される前記パラメータの各組み合わせは、前記動体領域が前記人物ではないと
判定された場合に前記動体領域と前記静止体領域のそれぞれに施される前記パラメータの
各組み合わせとは異なっていることを特徴とする動画像処理方法。
【請求項７】
　請求項６記載の動画像処理方法において、
　前記静止体領域から１種類以上の静止体を認識するステップを有し、
　前記画像処理ステップにおいて、前記１種類以上の静止体ごとに、異なるパラメータで
前記画像処理を施すことを特徴とする動画像処理方法。
【請求項８】
　請求項６記載の動画像処理方法において、
　前記動き検出ステップでは、特定色領域中の前記ブロックの動きベクトルを認識し、
　前記画像処理ステップでは、前記特定色領域が前記動体領域か否かによって、異なるパ
ラメータで前記画像処理を施す
　ことを特徴とする動画像処理方法。
【請求項９】
　請求項６記載の動画像処理方法において、
　前記画像処理ステップにおいて、前記動体領域が人物であるときはその肌色を、予め定
められた記憶色に近づける
　ことを特徴とする動画像処理方法。
【請求項１０】
　請求項６記載の動画像処理方法において、
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　少なくとも動体領域／静止体領域ごとに前記パラメータを入力設定するためのパラメー
タ設定ステップをさらに有することを特徴とする動画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画像処理装置及び方法に関し、特に、画像表現に対する人間の好みが被写
体の種類によって異なることに対応した動画像処理を行う画像処理装置及び方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオカメラ、動画像撮影機能付きデジタルカメラなどによって撮像される動
画像は、毎秒１５フィールドから６０フィールドの映像信号であり、フィールド当たりの
画素数は、３色（赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ））合計で、２００万画素程度から１００
０万画素程度である。このような動画像の画質を向上させるため、ホワイトバランス調整
や、好ましい色合いにチューニングするための色補正、出力機器（ブラウン管、モニター
）の非線形な出力特性に合わせるためのガンマ補正（階調補正）、見かけ上の解像度を上
げるための輪郭強調（エッジ強調）、ノイズ低減処理などが行われる。
【０００３】
　ところで、出力画像を見る者にとって好ましい画像とは、必ずしも測光・測色的に原色
に忠実な再現とは限らず、例えば色に関しては、澄んだ青空、健康的な肌色など、人々が
好む記憶色（見慣れた対象について思い浮かべる標準的な色）の存在が知られている。こ
のように、画像表現のパラメータとして上記のように色の他、階調（ガンマ）、輪郭など
があげられるが、人間の好みは被写体によってこれらが異なる傾向がある。例えば被写体
が風景であれば、より鮮やかな色、硬めのガンマ特性、くっきりとした輪郭が好まれ、被
写体が人物であれば、好ましい肌色、軟調なガンマ特性、ソフトな輪郭が好まれる傾向が
ある。撮影シーンとしてこれらが共存するケースは数多い。
【０００４】
　特に、肌色は画像表現上重要な色であり、例えば、特許文献１においては、テレビ、カ
メラなどの映像機器では肌色が記憶色とされる所定の色になるようにチューニングがなさ
れている。具体的には、特許文献１では、肌色の画素からなるすべての領域（肌領域）の
重要度と、肌画像の重要度を算出する。ここに、肌領域重要度は、肌色画素数が多いほど
、また、その領域が画像中央にあるほど大きい値となるように定義されている。さらに、
肌領域重要度に基づいて肌画像重要度が算出される。ここに、肌画像重要度は、重要度の
高い肌領域が多く含まれる程大きくなるよう定義されており、肌領域が全く含まれない画
像に対しては、ゼロとされる。ここで、空の青や草木の緑など自然風景中の３原色は、ク
ロマ（彩度）が高い方が好まれるが、人間の肌色の彩度は、自然風景中の３原色に比べて
相対的に低い方が好まれる傾向がある。そこで、肌色以外のクロマは常に一定倍する一方
、肌画像重要度が大きい画像ほど肌色のクロマが増加しないようにするため、好印象を与
える画像を提供することができる。
【０００５】
【特許文献１】特許第３３８７０７１号公報（図１３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に開示された技術では、肌色以外のクロマは常に一定倍するため、
必ずしも見る者の感性にとって最適に処理された画像とはならない。
【０００７】
　また、特許文献１に開示された技術では、動体領域／静止体領域を区別した処理を行う
ができない。
【０００８】
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　そこで、本発明は、動体領域／静止体領域を区別して処理を行うことにより、画像表現
に対する人間の嗜好に柔軟に対応した動画像処理装置及び方法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】
【０００９】
《１》
　本発明は、動画像内の動体領域と静止体領域を識別し、各々に異なる色再現・階調・輪
郭・ノイズのいずれかの画像処理パラメータを適用する。
　具体的には、請求項１に係る動画像処理装置は、撮像画像の中から動体領域または静止
体領域を認識する認識部と、色、階調、輪郭、ノイズのいずれかの画像処理のパラメータ
を定めるパラメータ制御部と、パラメータに基づいて撮像画像に画像処理を施す画像処理
部とを備え、動体領域の一部または全体に画像処理を施すパラメータは、静止体領域の一
部または全体に画像処理を施すパラメータとは異なることを特徴とする。
【００１０】
　なお好ましくは、動体領域には人物用に予め定められた色再現の処理パラメータ（例え
ば肌色を記憶色に近づけるパラメータ）を選択し、静止体領域には風景用に予め定められ
た色再現の処理パラメータ（例えば青色や緑色を風景の記憶色に近づけるパラメータ）を
選択する。
【００１１】
　また好ましくは、動体領域には人物用に予め定められた階調の処理パラメータ（例えば
軟調寄りで肌色の階調を豊かにするパラメータ）を選択し、静止体領域には風景用に予め
定められた階調の処理パラメータ（例えば硬調寄りで風景のコントラストを高めるパラメ
ータ）を選択する。
【００１２】
　なお好ましくは、動体領域には人物用に予め定められた輪郭強調の処理パラメータ（例
えば輪郭強調をソフト寄りにして肌再現をソフトにするパラメータ）を選択し、静止体領
域には風景用に予め定められた輪郭強調の処理パラメータ（例えば輪郭強調を強めにして
風景のディテール表現を豊かにするパラメータ）を選択する。
【００１３】
　また好ましくは、動体領域には人物用に予め定められたノイズ処理の処理パラメータ（
例えばノイズ除去を強めて肌部分のノイズを和らげるパラメータ）を選択し、静止体領域
には風景用に予め定められたノイズ処理の処理パラメータ（例えばノイズ除去を弱めて風
景のディテール欠落を避けるパラメータ）を選択する。
【００１４】
《２》
　また、請求項２にかかる発明は、請求項１記載の動画像処理装置において、認識部は、
静止体領域から１種類以上の静止体を認識し、画像処理部は、１種類以上の静止体ごとに
、異なるパラメータで画像処理を施すことを特徴とする。
【００１５】
《３》
　また、請求項３にかかる発明は、請求項１記載の動画像処理装置において、認識部は、
特定色領域が動体領域であるか否かを認識し、画像処理部は、特定色領域が動体領域か否
かによって、異なるパラメータで画像処理を施すことを特徴とする。
【００１６】
《４》
　また、請求項４にかかる発明は、請求項１記載の動画像処理装置において、画像処理部
は、動体領域が人物であるときはその肌色を、予め定められた記憶色に近づけることを特
徴とする。
【００１７】
《５》
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　また、請求項５に係る発明は、請求項１記載の動画像処理装置において、少なくとも動
体領域／静止体領域ごとにパラメータを入力するためのパラメータ入力部をさらに備え、
パラメータ入力部は、入力されたパラメータを、パラメータ制御部に設定することを特徴
とする。
【００１８】
《６》
　また、請求項６にかかる発明は、請求項１記載の動画像処理装置を使用する動画像処理
方法において、撮像画像をブロックに分割し、各ブロックの動きベクトルを検出する動き
検出ステップと、動きベクトルを検出されたブロックを含む動体領域の一部または全体に
対して、ひとつのパラメータで画像処理を施すとともに、静止体領域の一部または全体に
対して、別のパラメータで画像処理を施す画像処理ステップとを含むことを特徴とする。
【００１９】
《７》
　また、請求項７にかかる発明は、請求項６記載の動画像処理方法において、静止体領域
から１種類以上の静止体を認識するステップを有し、画像処理ステップにおいて、１種類
以上の静止体ごとに、異なるパラメータで画像処理を施すことを特徴とする。
【００２０】
《８》
　また、請求項８に係る発明は、請求項６記載の動画像処理方法において、動き検出ステ
ップにおいて、特定色領域中のブロックの動きベクトルを認識し、画像処理ステップでは
、特定色領域が動体領域か否かによって、異なるパラメータで画像処理を施すことを特徴
とする。
【００２１】
《９》
　また、請求項９に係る発明は、請求項６記載の動画像処理方法において、画像処理ステ
ップにおいて、動体領域が人物であるときはその肌色を、予め定められた記憶色に近づけ
ることを特徴とする。
【００２２】
《１０》
　また、請求項１０に係る発明は、請求項６記載の動画像処理方法において、少なくとも
動体領域／静止体領域ごとにパラメータを入力設定するためのパラメータ設定ステップを
さらに有する。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、動体領域／静止体領域を区別して処理を行うことにより、動体／静止
体といった画像表現の違いに対する人間の嗜好に、柔軟に対応することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　［動画像処理装置］
　図１は、動画像処理装置のブロック図である。
　この動画像処理装置は、光学系１で被写体を撮像素子３（ＣＣＤ（電荷結合素子）など
）上に結像させる。撮像素子３では、光電変換が行われ、撮像信号がアナログ処理部４に
入力される。
【００２５】
　撮像制御部２は、光学系１などから測光データなどを受け取り、そのデータに基づいて
、シャッタ速度の制御や、光学系１の絞り制御などを行う。また、測光データの測色結果
やモニタ用に撮像された画像の測色結果に基づいて、アナログ処理部４は撮像画像のホワ
イトバランスの調整等を行う。
　アナログ処理部４から出力される撮像信号は、Ａ／Ｄ５（アナログデジタル変換器）で
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、デジタル信号に変換される。Ａ／Ｄ５の出力は、画像処理部６（演算ユニット、メモリ
、入出力ポートなどを含む演算処理ユニットであり、画像処理プログラムにより動作する
）へ入力される。
【００２６】
　画像処理部６の出力は、記録部７（フラッシュメモリなどの半導体メモリ、光メモリ、
超小型磁気ディスクなど）に記録される。
　また、画像処理部６の出力は、Ｄ／Ａ８（デジタルアナログ変換器）でアナログ信号に
変換され、外部に出力される。
　認識部１０は、Ａ／Ｄ５が出力するデジタル撮像信号を入力し、動く物（動体）を検出
する。
【００２７】
　ここで動体とは、周囲に対して相対的に動く物をいう。
　そこで、認識部１０は、撮像制御部２から、動画像処理装置の速度データや加速度デー
タなどを取り込む。これによって、パンニングやズーミングによる画像全体の運動、手ブ
レによる画像全体の揺らぎ、風などによる背景の揺らぎなどの影響を除去する。なお、そ
のため、動き量に閥値を設定し、それ以下の部分を静止体と認識してもよい。すなわち、
光学系１を左右に振るパンニングや、上下に振るパンニング・アップやパンニング・ダウ
ンなどによって画面全体が動画像となる場合は加速度センサ等による移動情報、また光学
系１のズーミングを行った場合は撮像制御部２から得られるズーミングなどの制御情報に
基づいて動画像全体の動きをキャンセルした上で、動体領域を認識する。なお、認識部１
０は、動体及び静止体双方を認識することとしてもよい。これによって、確実に動体部を
認識することができる。
【００２８】
　こうして、認識部１０は、認識した動体領域の座標情報を、パラメータ制御部２０に出
力する。
　パラメータ制御部２０は、動体領域の座標及び画像処理（色補正、階調補正、輪郭強調
など）のパラメータを決定し、画像処理部６へ出力する。ここに、動体領域の一部または
全体に画像処理を施すパラメータは、静止体領域の一部または全体に画像処理を施すパラ
メータとは異なっている。そのため、各領域の各部分ごとに座標を指定して画像処理パラ
メータを異ならせる制御を行う。
【００２９】
　また、パラメータ制御部２０は、アナログ処理部４へ画像処理パラメータを送る。例え
ば、アナログ処理部４は、この画像処理パラメータによって撮像素子３の出力のＲＧＢゲ
イン設定を変更することにより、予備的に、例えば、ホワイトバランスの調整を行う。こ
のような予備的調整により、画像処理部６の負荷を低減する。
　パラメータ入力部３０は、ユーザの所望の画像処理パラメータの入力を受け、その入力
をパラメータ制御部２０に出力する。これによって、入力されたパラメータが、パラメー
タ制御部２０から、認識部１０、アナログ処理部４、画像処理部６へ、それぞれ、出力さ
れる。
【００３０】
　また、パラメータ入力部３０は、入力された画像処理パラメータを撮像制御部２に出力
する。撮像制御部２に出力するルートを設ける理由は、ユーザの意図に従って、車と人な
ど、動き量の異なるものを意図的に識別したい場合があるからである。そのため、パラメ
ータの入力方法としては、「赤い」＋「自動車」＋「速い」などのように色や形状や速度
を選択すればよい。この例では、アナログ処理部４は、赤い自動車の動体領域について、
Ｒ（赤）信号のゲインを増大させるなどの制御が行われる。こうして、撮像条件を事前に
ユーザ所望の画像処理内容に適合させるため、画像処理部６の負荷が低減される。
　こうして、画像処理部６は、そのメモリに格納されたデフォルトのパラメータまたはパ
ラメータ入力部３０からカスタム入力されたパラメータのいずれかで画像処理を行う。
【００３１】
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　［画像処理パラメータ］
　動画像処理装置が行う画像処理には、色補正（ホワイトバランス調整、彩度補正、色相
補正など）、階調補正、輪郭強調、ノイズ処理などがある。
　色補正は、光学系１で発生する混色の補正や理想撮像特性の実現のために行われるもの
で、入力したＲＧＢ信号の値にリニアマトリックス演算を行う方式や、ＲＧＢ及びシアン
、マゼンダ、イエローの補色３色の計６色を独自に調整するクロマ補正方式などがある。
これらの方式におけるパラメータの入力のため、例えば、特定の色を指定して、測色値か
記憶色（見慣れた対象について思い浮かべる標準的な色）を選択すれば、パラメータ制御
部２０で上述した方式に従ってパラメータを設定すればよい。
【００３２】
　また、階調補正は、画像表示装置の輝度特性を補償するための補正である。例えば、ブ
ラウン管は入力信号に対し輝度出力が２．２乗となる特性をもつため、忠実な出力特性を
得るためには１／２．２乗の階調補正を行うことでブラウン管の出力をリニアにする。さ
らに、シャドウ部・ハイライト部の傾きを緩やかにして中間部を急峻にしたり（一般に硬
調と呼ばれる）、逆に中間部分の傾きを緩やかにしたり（一般に軟調と呼ばれる）する。
また、軟調と硬調の中間に中間調を設けてもよい。このように、階調補正のパラメータは
、シャドウ部、直線部、ハイライト部の一部または全部の補正を定量的または定性的に指
定するパラメータである。定量的な指定の場合、ボタン操作により、階調値を選択するな
どによりパラメータが入力される。また、定性的な指定の場合、例えば、「軟調」とだけ
指定するときは、動画像処理装置にデフォルトで組み込まれた内容の「軟調」補正が行わ
れる。
　また、輪郭強調は、見かけ上の解像度を向上するため、映像の輪郭成分を抽出して強調
し、もとの映像に付加する画像処理である。パラメータとしての入力のため、例えば、輪
郭がシャープになるにつれて、３段階のうちいずれか（弱、中、強）を選択すればよい。
【００３３】
　［動画像処理方法］
　図２は、動画像処理方法を説明するためのフローチャートである。
【００３４】
　このフローチャートは、大別すると、撮像画像をブロックに分割し、各ブロックの動き
ベクトルを検出する動き検出ステップ（Ｓ１０～Ｓ３０）と、動きベクトルを検出された
ブロックを含む動体領域に対して、ひとつのパラメータで画像処理を施すとともに、静止
体領域に対して、別のパラメータで上記画像処理を施す画像処理ステップ（Ｓ５０～Ｓ８
０）の２つのステップからなる。
【００３５】
　上記の２つのステップのうち、動き検出ステップは、公知である。
　以下、フローチャートの各ステップについて詳細に説明する。
　まず、Ｓ１０において、画像処理パラメータが入力されたか否かが、パラメータ入力部
３０によって判定される。
　Ｓ１０において、画像処理パラメータが入力されたときは、Ｓ２０に進み、その入力値
がパラメータ制御部２０または撮像制御部２へ出力される。
【００３６】
　一方、Ｓ１０において、画像処理パラメータが入力されていないときは、Ｓ２１に進み
、画像処理パラメータのデフォルト値が、パラメータ制御部２０から、認識部１０、アナ
ログ処理部４、画像処理部６へ、それぞれ出力される。なお、画像処理部６に格納された
デフォルト値のみで画像処理が可能であるときは、パラメータ制御部２０は使用されない
。
　次に、Ｓ２０またはＳ２１に続いて、Ｓ３０において、撮像画像の１フレームをブロッ
ク（例えば、１６画素×１６画素）に分割し、ブロックごとの動きベクトルから動く物（
動体）と静止体が、認識部１０によって認識される。認識の手法としては、公知のビデオ
マット法、背景画像との差分を利用する方法（例えば、特開平４－２１６１８１号公報）
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、動的輪郭法（例えば、特開平１０－２１４０８号公報）を用いるとよい。
【００３７】
　次に、Ｓ４０において、動体は人物か否かが、認識部１０によって判定される。この判
定は、眉毛、口、目などを検出し、それらの位置関係などから、人物であるか否かが判定
される。また、肌色を検出することで、判定を行ってもよい。また、顔の部位と肌色双方
から判定を行ってもよい。
　Ｓ４０において、動体が人物であると判定されれば、Ｓ５０に進み、動体領域（動く人
物）の肌色を、記憶色に近い適度な肌色に近づける。また、このとき、階調補正、輪郭強
調について人物に適した画像処理を行ってもよい。このような画像処理を画像処理部６に
行わせるために、認識部１０は、動体領域のブロック番号（領域情報）を、パラメータ制
御部２０を介して画像処理部６に出力する。
【００３８】
　一方、Ｓ４０において、動体領域が人物ではないときは、Ｓ５１に進み、動体領域に対
して、背景の画像処理パラメータと同じにするか、もしくは予めカスタム設定された画像
処理パラメータ（車用に彩度高め、硬調、輪郭くっきりなどのパラメータ）に設定される
。このような画像処理を画像処理部６に行わせるために、認識部１０は、動体領域のブロ
ック番号（領域情報）を、パラメータ制御部２０を介して画像処理部６に出力する。
【００３９】
　Ｓ５０またはＳ５１に続いて、Ｓ６０において、静止体領域（背景）は複数の種類の静
止体を含むか否かが、認識部１０によって判定される。例えば、背景が、緑や青空を含ん
でいれば、静止体の種類は２つである。この判定は、静止体の主として色判別（付随的に
形状判別）に基づいて行われる。
　Ｓ６０において、認識部１０によって、静止体の種類が複数であると判定されたときは
、Ｓ７０に進み、パラメータ制御部２０によって、各静止体の種類別に異なる画像処理パ
ラメータが付与される。なお、このとき、静止体の１つまたは幾つかを選択して、異なる
画像処理パラメータを付与することとしてもよい。こうして、Ｓ８０において、画像処理
部６によって、動体領域（被写体）と複数の静止体を含む静止体領域（背景）とに対して
、異なるパラメータで画像処理が施される。
【００４０】
　一方、Ｓ６０において、静止体の種類が複数ではない（１つである）と判定されたとき
は、Ｓ８０に進み、動体領域の一部または全部に対して、パラメータ制御部２０からの座
標情報にもとづいて、あるパラメータで画像処理が行われるとともに、静止体領域の一部
または全体に対して、パラメータ制御部２０からの座標情報に基づいて、別のパラメータ
で画像処理が施される。
【実施例】
【００４１】
　［画像処理パラメータのデフォルト設定］
　動画像処理パラメータをデフォルトで行うため、デフォルトの動画像パラメータを、パ
ラメータ制御部２０または画像処理部６のメモリに格納しておく。
　デフォルト値は、一般的な動画撮影目的を考慮し、動体領域は人物、静止体領域は風景
をターゲットとしてもよい。具体的には、静止体領域を肌色にチューニングした色補正・
軟調の階調特性・ソフトな輪郭に処理するパラメータとし、動体領域を高彩度な色補正、
硬調な階調特性、くっきりとした輪郭補償といった組み合わせとする。さらに、空や草木
などに応じて異なる画像処理パラメータをデフォルト値に設定しておくとよい。
【００４２】
　図３を参照して、撮像画像とデフォルト設定との関係を説明する。
　図３（ａ）に示す動体は、歩いている人物であり、図３（ｂ）に示すように、肌色がチ
ューニングされ、階調曲線が軟調とされ、輪郭強調は弱くされている。なお、人物のうち
肌色以外の色の部分を認識し、その部分に画像処理を施すことも可能である。
　一方、図３（ａ）に示す背景（静止体領域）は、移動する物体が存在せず、図３（ｂ）
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に示す例では、背景の画像部分が、高彩度に色補正され、階調曲線が硬調とされ、輪郭強
調は強くされている。特に、色補正、階調補正、輪郭強調は、空、草木などに応じて異な
らせるデフォルト設定とすると、画像表現における見る者の好みをより的確に反映させる
ことができる。
【００４３】
　［画像処理パラメータのカスタム設定］
　次に、動画像処理パラメータのカスタム設定について説明する。
　まず、ユーザがカスタム設定のためのパラメータをパラメータ入力部３０に入力すると
、入力された値は、パラメータ制御部２０を介して画像処理部６に出力され、画像処理が
行われる。なお、上記入力値は、直接撮像制御部２にも入力され、画像処理の前に、光学
系１及び撮像素子３を所望の画像処理に適合させる。
【００４４】
　色補正、階調補正、輪郭強調は、人物、空、草木、風景などに応じて異ならせるカスタ
ム設定とすると、画像表現における見る者の好みをより的確に反映させることができる。
　図４を参照して、撮像画像とカスタム設定との関係を説明する。
　図４（ａ）に示す動体は、走行中の車両であり、図４（ｂ）に示す例では全体が、高彩
度にチューニングされ、階調曲線が硬調とされ、輪郭強調は強くされている。なお、背景
のうち特定の色を有する部分を認識し、その部分に画像処理を施すことも可能である。　
一方、図４（ａ）に示す背景（静止体領域）には移動する物体が存在せず、図４（ｂ）に
示す例では、背景全体が、低彩度に色補正され、階調曲線が軟調とされ、輪郭強調は中程
度とされている。なお、背景のうち特定の色を有する部分を認識し、その部分に画像処理
を施すことも可能である。
【００４５】
　図３、図４に示した例に限らず、静止体領域が古い町並みなどであるときは、図示した
例とは異なる低彩度・軟調とすることによつて、より画像表現の幅を広げることができる
。
　このように、カスタム設定は人物、車両、風景などの対象を選択し、ソフト、くっきり
などの画像処理の方向性を選択することで最適な動画像処理パラメータが決定されるが、
対象選択及びまたは方向性選択を多様化することにより、画像表現における見る者の好み
をさらにより的確に反映させることができる。また、色補正・階調補正・輪郭強調の度合
いを個々に選択できるようにすればより好適である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】動画像処理装置のブロック図である。
【図２】動画処理装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図３】撮像画像の一例とデフォルト設定された画像処理パラメータの一例である。
【図４】撮像画像の一例とカスタム設定された画像処理パラメータの一例である。
【符号の説明】
【００４７】
１　光学系
２　撮像制御部
３　撮像素子
４　アナログ処理部
５　Ａ／Ｄ
６　画像処理部
７　記録部
８　Ｄ／Ａ
１０　認識部
２０　パラメータ制御部
３０　パラメータ入力部
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【図１】 【図２】
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