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明 細 苫

画像処理装置及びカメラシステム

技術分野

０００1 本発明は画像処理装置及ひヵメラシステムに関し、特に魚眼レンスを介して全方位

取り込んた画像を盃ませる処理を伴う画像処理装置乃至ヵメラシステムに適用して有

用なものてある。

背景技術

０００2 広角の視野を有するレンスとして角、眼レンスか知られており、この角、眼レンスを用い

て所定の領城を監視する全方位ヵメラシステムか提案されている。かかる全方位ヵメ

ラシステムては、一般にパン、チルト、ス一ム及ひ回伝等の機能を具備している。近

年ては、従来の機械的なパン、チルト、ス一ム方式に対し、魚眼レンスて取り込んた

入力側画像テータを電気的に処理することにより、装置を動かすことなくパン、チルト

、ス一ム及ひ回伝等の賭機能を実現するとともに、画像の歪みも除去する全方位ヵメ

ラシステムも提案されている。

０００3 図 は従来技術に係るこの種の全方位ヵメラシステムのフロノク線図てある。同図

に示すように、撮像手段てあるc osのイメーシセンザ は、角、眼レンス 2て取り込ん

た広角の画像に某つき電気的な信号てある画像テータを形成する。この画像テータ

は、角、眼レンス 2て取り込んた際の歪み成分かそのまま残存する電気的なテシタル

信号て、ヵラ一処理部3て所定のヵラ一処理を行うことて輝度 清報とともに色 清報も

有する入力側画像テータ としてフレームメモり4に菩き込まれる。

０００4 一方、パラメータ設定器5には、角、眼レンス 2て取り込んた画像のうち表示したい領

城を切り出すためのパン、チルト、ス一ム及ひ回伝に関するパラメータと、角、眼レンス

2の中心及ひ半径に関するパラメータとか設定してある。すなわち、前記パラメータの

入力装置として機能する。ここて、パン、チルト、回伝に関するパラメータは角度 清報

として、ス一ムは倍卒清報として、また角、眼レンス 2の中心及ひ半径は位置及ひ数値

清報としてそれそれ設定される。幾何学位置計算装置6はパラメータ設定器5に設定



したパラメータに某づき出力として切り出す領城の画像の魚眼レンズ 2 にょる歪みを

補正すべく、表示器 9 の表示画面 ( 出力画面 ) 9 a 上の各画素に対応する、入力側画

像データ における各画素の幾何学的位置を計算する。

０００5 出力側画像データ生成部 7 は、幾何学位置計算装置6 が計算した入力側画像デー

タ における各画素の幾何学的位置と、フレームメモり4 に記憶している入力側画像

データ とに某づき歪みが補正された出力側画像データ O を形成する。この出力

側画像データ O は、前記幾何学的位置に対応する出力画面上の各画素毎に入力

側画像データ に某づく輝度情報等を順に細み合わせたデータで、各画素毎に順

次バッファメモり8 に蓄えられ、一フレーム毎に表示器 9 の表示画面 ( 出力画面 ) 9 a 上

に再生される。かくして、表示画面 g a には所定の切り出し領城の画像で且つ歪み補

正処理を行った画像が再生される。

０００6 なお、上記従来技術と同種の技術を開示する刊行物として次の特許文献 が存在

する。

０００7 特許文献 1 : 特開2 ０００ 83242号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 上述の如き全方位ヵメラシステムは、撮像手段であるイメージセンザ の出力信号

である入力側画像データ をフレームメモり4 に菩き込み、一フレーム分の入力側画

像データ の菩き込みが終了した後、フレームメモり4 の記憶内容を参照して出力

側画像データ O を形成しているので、かかる一連の処理の際にタイムラグを生じて

しまぅ。かかるタイムラグは表示画面 g a 上の表示遅れとなって顕在化する。

０００9 本発明は、上記従来技術に鑑み、入力側画像データの歪み補正等、幾何学位置

の所定の処理を伴ぅ入力側画像データから出力側画像データへの変換に際し、フレ

ームメモりを用いることなく一連の処理を実現し得るヵメラシステム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

００1 ０ 上記 目的を達成するための本発明の第 の態様は、

レンズで取り込んだ画像のぅち表示したい領城を切り出すためのパン、チルト、ズ一



ム及び回伝の少なくとも一つに関するパラメータが設定してあるパラメータ設定手段

と、

前記パラメータに某づき前記領城の画像の幾何学的位置の所定の変換処理を行ぅ

よぅ、出力画面上の各画素に対応する、撮像手段の出力信号に某づく入力側画像

データにおける各画素の幾何学的位置を計算する幾何学位置計算手段と、

前記出力画面上の各画素のアドレスである出力側アドレスを某準に、前記幾何学

位置計算手段の計算結果に某づく前記入力側画像データの各画素のアドレスであ

る入力側アドレスを対応させて細み合わせたテーブル情報を記憶するアドレステー

リアルタイムで読み込まれた前記入力側画像データの各画素の入力側アドレスと前

記アドレステーブルに記憶している前記入力側アドレスとの突合せを了 、刊 、両人力側

アドレスが一致する場合に、その入力側アドレスにおける前記入力側画像データを、

対応する出力側アドレスと細み合わせて出力側画像データを形成するとともに、これ

を送出するアドレスマッチング手段とを有することを特徴とする画像処理装置にある。

本発明の第2の態様は、

前記画像のぅち表示したい領城を切り出すためのパン、チルト、ズーム及び回伝の

少なくとも一つに関するパラメータが設定してあるパラメータ設定手段と、

前記パラメータに某づき前記領城の画像の幾何学的位置の所定の変換処理を行ぅ

よぅ、出力画面上の各画素に対応する、前記入力側画像データにおける各画素の幾

何学的位置を計算する幾何学位置計算手段と、

前記出力画面上の各画素のアドレスである出力側アドレスを某準に、前記幾何学

位置計算手段の計算結果に某づく前記入力側画像データの各画素のアドレスであ

る入力側アドレスを対応させて細み合わせたテーブル情報を記憶するアドレステー

ブルと、

リアルタイムで読み込まれた前記入力側画像データの各画素の入力側アドレスと前

記アドレステーブルに記憶している前記入力側アドレスとの突合せを了 、刊 、両人力側

アドレスが一致する場合に、その入力側アドレスにおける前記入力側画像データを、



対応する出力側アドレスと細み合わせて出力側画像データを形成するとともに、これ

を送出するアドレスマッチング手段とを有することを特徴とするヵメラシステムにある。

００12 本発明の第3の態様は、

上記第2の態様に記載するヵメラシステムにおいて、

前記アドレステーブルは、特定の領城に関する前記幾何学位置計算手段の計算

結果に某づく前記テーブル情報における前記各出力側アドレスを前記各人力側アド

レスに某づき並べ替えたテーブル情報を記憶していることを特徴とするヵメラシステム

にある。

００13 本発明の第4の態様は、

上記第3の態様に記載するヵメラシステムにおいて、

前記アドレステーブルは、特定の複数の領城に関して前記各出力側アドレスを前

記各人力側アドレスに某づき並べ替えた複数のテーブル情報を記憶していることを

特徴とするヵメラシステム。

００14 本発明の第5の態様は、

前記画像のぅち表示したい領城を切り出すためのパン、チルト、ズーム及び回伝の

少なくとも一つに関するパラメータが設定してあるパラメータ設定手段と、

前記パラメータに某づき前記領城の画像の幾何学的位置の所定の変換処理を行ぅ

よぅ、出力画面上の各画素に対応する、前記入力側画像データにおける各画素の幾

何学的位置を計算する幾何学位置計算手段と、

前記出力画面上の各画素のアドレスである出力側アドレスを某準に、前記幾何学

位置計算手段の計算結果に某づく前記入力側画像データ上の各画素のアドレスで

ある入力側アドレスを対応させて細み合わせたテーブル情報を記憶するアドレステー

ブルと、

前記アドレステーブルに記憶している前記各出力側アドレスを前記各人力側アドレ

スに某づき並べ替えるソ一ト手段と、

前記ソ一ト手段で並べ替えることにより入力側アドレスを某準に出力側アドレスを対

応させて細み合わせたテーブル情報を記憶する他のアドレステーブルと、



リアルタイムで読み込まれた前記入力側画像データの各画素の入力側アドレスと前

記他のアドレステーブルに記憶している前記入力側アドレスとの突合せを了 、刊 、両人

力側アドレスが一致する場合に、その入力側アドレスにおける前記入力側画像デー

タを、対応する出力側アドレスと細み合わせて出力側画像データを形成し、これを送

出するアドレスマッチング手段とを有することを特徴とするヵメラシステムにある。

００15 本発明の第6の態様は、

上記第 乃至第5の態様の何れか一つに記載する画像処理装置又はヵメラシステ

ムにおいて、

前記幾何学位置計算手段は、前記入力側アドレスを小数点まで求め小数値として

出力するとともに、

前記アドレスマッチング手段は、前記入力側画像データにおいて前記入力側アドレ

スの整数部に対応する特定の画素を某準として隣接する複数の画素の輝度に某づ

き前記小数部の値により重み付けした補間により前記特定の画素の輝度を求め、こ

れを出力側画像データの前記特定の画素に対応する画素の輝度とすることを特徴と

するヵメラシステムにある。

００16 本発明の第7の態様は、

上記第6の態様に記載するヵメラシステムにおいて、

前記アドレスマッチング手段は、少なくとも ライン分のバッファメモりを有し、このバ

ッファメモりに記憶している各画素の輝度情報を利用して次のラインに属する前記特

定の画素の輝度を求めるよぅに構成したことを特徴とするヵメラシステムにある。

００17 本発明の第8の態様は、

上記第 乃至第7の態様の何れか一つに記載する画像処理装置又はヵメラシステ

ムにおいて、

前記レンズは広角の視野を有する魚、眼レンズであり、

前記幾何学位置計算手段における前記変換処理は、前記領城の画像の盃を補正

する処理であることを特徴とするヵメラシステムにある。

００18 本発明の第9の態様は、

上記第 乃至第7の態様の何れか一つに記載する画像処理装置又はヵメラシステ



ムにおいて、

前記幾何学位置計算手段における前記変換処理は、前記領城の画像を盃ませる

ための処理であることを特徴とするヵメラシステムにある。

発明の効果

００19 本発明によればリアルタイムで読み込まれた入力側画像データの各画素の入力側

アドレスとアドレステーブルに記憶している入力側アドレスとの突合せを了 、刊 、両人力

側アドレスが一致する場合に、その入力側アドレスにおける前記入力側画像データ

を、対応する出力側アドレスとを細み合わせて出力側画像データを形成するよぅにし

たので、撮像手段の出力信号である入力側画像データの一フレーム分を記憶する従

来技術の如きフレームメモりが不要になる。

００2０ この結果、フレームメモりに一フレーム分の画像データを菩込れ時間に起因する遅

延を除去して取り込んだ画像を迅速に再生画像として表示することができる。かかる

効果は、特に移動体を撮像対象とする監視ヵメラシステム等で顕著なものとなる。

図面の簡単な説明

００2 1 図 本発明の実施の形態に係る全方位ヵメラシステムを示すブロック線図である。

図2 図 に示すパラメータ設定器を抽出して、その具体的な構成を概念的に示す説

明図である。

図3 図 に示す魚眼レンズの設置方法に某づく表示モードを概念的に示す説明図

である。

図4 図 に示す幾何学位置計算装置における歪み補正の原理を説明するための説

明図である。

図5 図 に示す幾何学位置計算装置における処理操作の手順を説明するための説

明図である。

図6 図 に示す魚眼レンズにおける像高特性を説明するための説明図である。

図7 図 に示す幾何学位置計算装置、第 のアドレステーブル、ソ一ト部及び第2の

アドレステーブルの関係を概念的に示す説明図である。

図8 図 に示すソ一ト部におけるソ一ト処理を概念的に示す説明図である。

図9 図 に示すソ一ト部におけるソ一ト処理を実現するマルチビット処理方式のハ一



ト構成を概念的に示す説明図てある。

図1０図 に示すアトレスマノチンク装置の祥細な構成を概念的に示す説明図てあ

る。

図11 従来技術に係る全方位ヵメラシステムを示すフロノク線図てある。

符号の説明

００22 イメーシセンザ

2 角、眼レンス

5 パラメータ設定器

6 幾何学位置計算装置

０ 第 のアトレステーフル
ソ一ト部

2 第2のアトレステーフル

3 アトレスマノチンク装置

2０ 出力画面

発明を実施するための最良の形態

００23 以下本発明の実施の形態を図面に某つき祥細に説明する。

００24 図 は本発明の実施の形態に係る全方位ヵメラシステムを示すフロノク線図てある

。同図中、図 と同一部分には同一番号を付している。図 に示すように、撮像手段

てあるC OSのイメーシセンザ は、角、眼レンス 2て取り込んた広角の画像に某つき

電気的な信号てある画像テータを形成する。この画像テータは、角、眼レンス 2て取り

込んた際の歪み成分かそのまま残存する電気的なテシタル信号て、ヵラ一処理部3

て所定のヵラ一処理か行われる。ヵラ一処理部3は、レイヤ配列のイメーシセンザ の

出力信号から画素卓位の入力側画像テータ を形成する。この結果、アトレスマノ

チンク装置 3には、画素毎に輝度 清報と色 清報とか細み合わされた入力側画像テ

ータ か供給される。

００25 パラメータ設定器5は、角、眼レンス 2て取り込んた画像のうち表示したい領城を切り

出すためのパン、チルト、ス一ム及ひ回伝に関するパラメータと、角、眼レンス 2の中心

及ひ半径に関するパラメータとか設定してある。ここて、パン、チルト、回伝に関する



パラメータは角度情報として、ズームは倍率情報として、また魚眼レンズ2の中心及び

半径は位置及び数値情報としてそれぞれ設定される。

００26 図2はこの場合に入力装置として機能するパラメータ設定器5の具体的な構成を概

念的に示す説明図である。同図に示すよぅに、パン、チルトに関するパラメータは角

度情報として操作釦5a 5b 5c 5dを操作することにより設定する。また、ズームに

関するパラメータは操作釦5。，5fを操作することにより設定する。

００27 モード選択釦5 は魚眼レンズ2の設置方法の違いに墓づくモードを選択するもの

である。さらに詳言すると、図3に示すよぅに、魚、眼レンズ2の設置方法により周回表

撮影する場合の周回表示モードと、通常のヵメラと同様に光軸を水平方向に向けて

撮影する場合の面交表示モードとがある。そして、各モードの何れかを選択すること

により、魚眼レンズ2の入力に対する座標展開方式を変更して表示することを可能に

している。

００28 図 に示す幾何学位置計算装置6はパラメータ設定器5に設定したパラメータに某

づき出力として切り出す領城の画像の魚眼レンズ2による歪みを補正すべく、表示器

9の表示画面 (出力画面) ga上の各画素に対応する、入力側画像データ における

各画素の幾何学的位置を計算する。

００29 かかる幾何学位置計算装置6における歪み補正のための計算は、例えば次の原理

を利用することにより好適に実施し得る。

００3０ 魚眼レンズ2によってイメージセンザ の面にできる円形画像は、魚、眼レンズ2を中

心とする半径 の半球体の球面状スクリーンに投影した画像と等価である。そこで、

球面画像を平面画像に変換すれば所望の歪み補正を行ぅことができる。すなわち、

図4に示すよぅに、半球面に接している接平面Pに対して球の中心 から光を投影し

００3 1 ここで、視点を移動させることは、投影面となる接平面Pを球面上で移動させること

に等 、。接平面Pの移動方法には次の3種類がある。

) 回転 接平面Pの視点ベクトル 周りの回転呈 m )

2)チルト 視点ベクトル の垂直方向の角移動呈 ( ㈲



3)パン 視点ベクトル の水平方向の角移動呈 ( ０)

0032 そこで、歪み補 E (座標変換 ) に関する演算は次のよぅな手順により行ぅ。

0033 接平面P上のX 座標系を当該全方位カメラシステムの ，座標系に変換すること

によって魚眼レンズ2の円画像を平面画像に変換する。

0034 具体的には、図5に示すよぅに、接平面Pを次の手順に従って拡大 縮小及び回

伝させることによって座標変換を行ぅ。

)接平面Pの重心 を座標 侭，0，０) に置く。このとき、接平面P内の点P (X )の

空間座標は侭，X， ) となる (図5 (a) 参照 )。

2)接平面Pを設定されたズーム倍率にしたがって、接平面Pの大きさを( ノズーム

倍率) に拡大 縮小する (図5 )参照 )。

3)接平面Pを 軸回りに 軸から，軸に向かって a d (回伝角 ) 回伝させる (図5 )参

，昭、)。
。4)接平面Pを 軸回りに 軸から，軸に向かって (9０ 一 は ) ad (チルト角 ) 回伝させ

る (図5 )参照 )。

5)接平面Pを，軸回りに 軸から 軸に向かって a d (パン角 ) 回伝させる (図5 )参

，昭、)。

0035 以上の操作による、接平面P上の任意の点P (X )

、 、 ) とすると、P は回伝行列を使って次式のよぅに表現される。

0036 数

o 日 申 ０1「O 伊び㌔疋け ０ n仰ひ仁皮り 0 1 ０ ０ l R
6 c ０ ０ ０ ０ Cosは は ０ Z o朋 0 Ⅹ

０ ０ 1 sm ０セ ０ Co 俘 ０ s n Cos邱 ０ ０ Zoo抑 Ⅹ

PAN T LT 」 Zoom

0037 魚眼レンズ2は、周囲36０度の風景を魚眼円形に写しこんで魚眼画像を形成するも

のであるが、一般にその入射角 ０に対する固有の歪み特性である像高特性を有して

いる。すなわち、図6 (a ) に示すように、前記接平面 (図4乃至図5参照 ) 上の被写点、

である任意の点P と魚眼円形2a内の魚眼画像の結像点Qとは像高特性によって対

応付けられている。したがって、図6 中の距離 を像高 とレぢが、この像高 は



魚眼レンズ2の歪み特性に応じ、魚眼レンズ2毎に入射角 ０に対する固有の値となる

００38 図6 (b) は像高特性の一例を示す説明図である。同図に示すよぅに、人射角 ０を特

定してやれば当該像高特性曲線 (図中の太線 ) により入射角 ０に対応する像高 を

決定することができる。

００39 ここで、図6 (c) に示すよぅに、中心 と点P の距離 P は次式で与えられる。

００4０ 数2

００4 1 したがって、点P (X ， ，Z )からの入射角 ０は次式で与えられる。

００42 数3

一一 一
Z

二 a「CCOS

００43 この結果、上式で求めた人射角 ０と図6 に示す像高特性とに墓づき像高 を求

めることができる。

００44 続いて、図6 に示す点P (点P を 平面・ へ投影した点 )を像商 の位置へ拡大

・縮 、して、図6 (a) に示す結像点Qの座標 ( )を求める。具体的には、 P 二・
P ・s より、結像点Qの座標は次式で求まる。

００45 数山

石 ゐ 乃・

００46 かくして、接平面Pの任意の点P の座標 (X ， ， )は、歪みを補正した状態で結

像点Qの座標 ( ) に変換される。すなわち、出力画面上の各画素 (接平面P上の



任意の点に相当する) に対応する、入力側画像データにおける各画素 (円形画像上

のQ点に対応する) の幾何学的位置を計算することができる。ここで、本形態におけ

る幾何学位置は小数点以下まで求めている。

００47 図 に示す第 のアドレステープル ０は、出力画面上の各画素のアドレスである出

力側アドレスを某準に、幾何学位置計算装置6の計算結果に某づく入力側画像デー

タ 上の各画素のアドレスである入力側アドレスを対応させて細み合わせたテープ

ル情報を記憶している。

００48 ソ一ト部 は第 のアドレステープル ０に記憶している各出力側アドレスを各人力

側アドレスに某づき並べ替える (具体的手法については後に詳述する)。

００49 第2のアドレステープル 2はソ一ト部 で並べ替えることにより入力側アドレスを某

準に出力側アドレスを対応させて細み合わせたテーブル情報を記憶する。

００5０ 図7は上記幾何学位置計算装置6、第 のアドレステープル ０、ソ一ト部 及び第

2のアドレステープル 2の関係を概念的に示す説明図である。同図に示すように、幾

一タ ( 平面) の各画素の幾何学的位置を対応させてある。この結果、第 のアド

レステーブル ０では出力画面2０の画素の順番、すなわち出力側アドレスの順番に

前記幾何学的位置に某づく入力側アドレスが対応して並んでいる。なお、図7におい

て、入力側画像データ 中の円形領城2 が魚眼レンズ2の視野に対応する領城、

円形領城2 中の扇形領城22が切り出す領城、すなわち出力画面2０に対応する領

城である。

００5 1 ソ一ト部 では、前記入力側アドレスの順番に出力側アドレスを並べ替えている。

この結果、第2のアドレステーブル 2ではソ一ト後の入力側アドレスを某準とする出

力側アドレスが対応して並んでいる。

００5 2 図8はソ一ト部 の具体的な処理の一例を概念的に示す説明図である。本例は、

ビットソ一トと呼ばれる方式で、最初、図8 (a) に示すような順序で図中の上下方向に

並べられている各 5b の入力側アドレスデータ (前記幾何的位置のデータ)を図8

に示すように昇順にソ一トする場合の態様を示している。本方式では下位の桁からは

に「０」乃至「 」の状態を検出して適宜並べ替えている。すなわち、図8 ) における



最下位ビットに着 目して昇順に並べ替えると図8 (b)のよぅになり、この状態で2ビット

目に着 目して昇順に並べ替えると図8 (c) のよぅになる。以下、3ビット目 (図8 ) ) 、4

ビット目 (図8 (d) ) 、5ビット目 (図8 ) ) にそれぞれ着 目して同様の操作を繰り返すこ

とにより最終的に図8 ㈲ に示すよぅな並べ替えを行ぅことができる。

００5 3 図8 ( ) は上記ソ一トをハード的に実現する場合の一例を示すブロック図である。同

図に示すよぅに、最初は入カバッファ3 に全ての前記入力側アドレスデータを菩き込

んでおく。すなわち、図8 (a ) に示す状態を形成しておく。かかる状態で、先ず最下位

ビットに着 目してそれが 「０」の場合にはセレクタ32で出カバッファ33の左側から、「

」の場合にはセレクタ32で出カバッファ33の右側から順に該当する前記入力側アド

レスデータを菩き込む。この結果、出カバッファ33には図8 (b) に対応する状態が形

成される。かかる状態で、入カバッファ3 と出カバッファ33の機能を逆伝させ、2ビッ
ト目に着 目して同様の操作を繰り返し、図8 (c) に対応する状態を形成する。以後人

カバッファ3 と出カバッファ33との間で同様の操作を繰り返すことにより最終的に図

8 ㈲ に示す状態を形成することができる。

００54 図9は図8 ( ) に示すハード構成を8個の入カバッファ3 及び8個の出カバッファ3

3で構成したものである。かかる並列構成によりビットソ一トを4ビット単位で行ぅことが

でき、読み菩きの回数が 4となる結果、処理速度を4倍にすることができる。一般

的には、2 個の入出カバッファ3 33の並列構成により処理速度を 倍にすることが

できる。そこで、入出カバッファ3 33の個数は所望の処理速度に合わせて決定す

れば良い。

００5 5 図 に示すアドレスマッチング装置 3は、アドレスマッチング部 4と出力側画像デ

ータ生成部 5からなる。これらのぅち、アドレスマッチング部 4は、ヵラ一処理部3が

送出し、リアルタイムで読み込んだ入力側画像データ の各画素の入力側アドレス

と第2のアドレステーブル 2に記憶している入力側アドレスとの突合せを行って、そ

の一致乃至不一致を検出する。出力側画像データ生成部 5はアドレスマッチング部

4における両人力側アドレスが一致する場合に、その入力側アドレスにおける入力

側画像データ を、対応する出力側アドレスと細み合わせて出力側画像データ O

を形成する。



００56 図 ０はアドレスマッチング装置 3のさらに詳細な構成を概念的に示す説明図であ

る。同図 (a) はイメージセンザ のアドレスの順番に読み出される入力側画像データ

1の入力側アドレス ( ) とこれに対応する出力側画像データ Oとの対応関係を示

している。一方、同図 (b)はアドレスマッチング部 4におけるマッチング動作と、出力

側画像データ生成部 5における出力側画像データ Oの生成態様を示している。

００5 7 図 ０(b) に示すように、アドレスマッチング部 4では、リアルタイムで順次読み出さ

れる入力側画像データ の入力側アドレスと第2のアドレステープル 2に記憶され

ている入力側アドレス ( ) との突合せを行うが、本形態における第2のアドレステー

プル 2の入力側アドレス ( )は小数部を有しているので、その整数部を某準に判

断する。具体的には、入力側画像データ の入力側アドレスの 座標を表わすライン

ヵウンタ4 と 座標を表わすヵラムヵウンタ4 2との内容を比較する。ここで、

００58 出力側画像データ生成部 5ではアドレスが一致した画素の近傍の合計4画素、す

なわち入力側アドレス ( ) の画素に対して同一ライン上で隣接する入力側アドレス

( ) と一ライン前でそれぞれに隣接する入力側アドレス ( 、(

) との各画素を選択し、合計4画素4 3から出力側画像データ Oの各画素

を形成する。このため出力側画像データ生成部 5には一ライン分のラインバッファメ

モり44を有している。また、前述の如く各画素 を形成する際には第2のアドレ

ステーブル 2の入力側アドレス ( ) の小数部の値により隣接する画素との輝度を

直線補間により求めている。ここで、小数部の値により重み付けした補間であれば直

線補間に限定する必要はない。なお、図示はしないが、各画素 O は4画素4 3

に某づき生成する色情報も含んでいる。

００59 図 に示すよぅに、出力側画像データ生成部 5で形成する出力側画像データ O

は、入力側画像データ の歪みを前記幾何学的位置の情報に某づき除去したもの

で、各画素毎に入力側画像データ に某づく輝度情報及び色情報を順に細み合わ

せたデータとして、順次バッファメモり8に蓄えられ、一フレーム毎に表示器9の表示

画面 (出力画面) 9a上に再生される。

００6０ かくして、表示画面9aには所定の切り出し領城 (扇形領城22) の画像で且つ歪み



補正処理を行った画像が再生される。

００6 1 かかる木形態によればアドレスマッチング装置 3において、リアルタイムで読み込

まれた入力側画像データ の各画素の入力側アドレスと第2のアドレステーブル 2

に記憶している入力側アドレスとの突合せを了 、刊 、両人力側アドレスが一致する場合

に、一致した入力側アドレスにおける入力側画像データ を、対応する出力側アドレ

スと出力側画像データ生成部 5で細み合わせて出力側画像データ Oを形成する

００62 ここで、本形態においてはソ一ト部 を設け、入力側アドレスの順番に出力側アド

レスを並べ替えているので、アドレスマッチング部 4における所定のアドレスマッチン

グを合理的に行うことができる。アドレスマッチング部 4に入力される入力側画像デ

ータ の順番に第2のアドレステーブル 2の入力側アドレスが並べられており、入力

側画像データ の一つの画素につき一回の検索で全ての出力側画像データ Oの

画素を対応させることができるからである。

００63 上記実施の形態においてはソ一ト部 を設け、入力側アドレスの順番に出力側ア

ドレスを並べ替えているが、必ずしもソ一トを行なう必要はない。マッチングのための

検索回数は増えるが、本発明はソ一トを行なわない場合も含む。すなわち、第 のア

ドレステーブル ０及びアドレスマッチング装置 3さえ備えていれば、マッチング処理

の効率は劣るが、従来技術におけるフレームメモり (図 )を除去したヵメラシステム

を構成することができる。

００64 また、第 のアドレステーブル ０と同様の機能を有するアドレステーブルに特定の

領城に関するテーブル情報を記憶させるとともに、各人力側アドレスに対応させて各

出力側アドレスを予め並べ替えておくことで前記特定の領城に関しては、第2のアド

レステーブル 2が記憶しているソ一ト済みのテーブル情報と同様のテーブル情報を

育已，憶させることができる。したがって、この場合、前記特定の領城に関しては、ソ一ト

部 を有するアドレスマッチングと同程度の合理的なマッチング処理を行うことがで

きる。

００65 ここで、前記特定の領城を複数設定し、各領城毎に上述の如きソ一ト済みのテーブ

ル情報を記憶させておくことで、各領城に関して合理的なマッチング処理を行うこと



ができる。この場合、各領城を自動的に適宜切り替えるように制御しても良い。

００66 また、上記実施の形態では、一ライン前の画素も利用して出力側画像データ Oの

各画素 を形成しているので、一ライン分のラインバッファメモり44を設けたが、

同一ライン上で隣接する入力側アドレスのみを利用する場合には、当然ラインバッフ

ァメモり44は不要になる。一方、ニライン分以上のラインバッファメモりを設ければ、そ

の分多くの入力側アドレスの情報を利用した高精度の出力側画像データ Oを形成

することができる。したがって、再生画像の精度を考慮してラインバッファメモりの数を

選択すれば良い。

００67 上記実施の形態はレンズとして魚、眼レンズ2を有する場合であるので、幾何学位置

計算装置6における計算は魚眼レンズ2による入力側画像データ の歪みを補正す

るためのものであるが、これに限るものではない。通常のレンズで取り込んだ歪みを

有しない入力側画像データ に所望の歪みを与えるような処理を行う場合も本発明

にの含まれる。すなわち、幾何学位置計算手段はレンズで取り込んだ画像の歪み補

正のみならず、歪みのない画像を盃ませる補正等の処理を行うものも含む。要は、レ

ほなレ



請求の範囲

レンズで取り込んだ画像のぅち表示したい領城を切り出すためのパン、チルト、ズー

ム及び回伝の少なくとも一つに関するパラメータが設定してあるパラメータ設定手段

と、

前記パラメータに某づき前記領城の画像の幾何学的位置の所定の変換処理を行ぅ

よぅ、出力画面上の各画素に対応する、撮像手段の出力信号に某づく入力側画像

データにおける各画素の幾何学的位置を計算する幾何学位置計算手段と、

前記出力画面上の各画素のアドレスである出力側アドレスを某準に、前記幾何学

位置計算手段の計算結果に某づく前記入力側画像データの各画素のアドレスであ

る入力側アドレスを対応させて細み合わせたテーブル情報を記憶するアドレステー

ブルと、

リアルタイムで読み込まれた前記入力側画像データの各画素の入力側アドレスと前

記アドレステーブルに記憶している前記入力側アドレスとの突合せを了 、刊 、両人力側

アドレスが一致する場合に、その入力側アドレスにおける前記入力側画像データを、

対応する出力側アドレスと細み合わせて出力側画像データを形成するとともに、これ

を送出するアドレスマッチング手段とを有することを特徴とする画像処理装置。

2 レンズで取り込んだ画像を表わすデジタル信号を形成する撮像手段と、

前記画像のぅち表示したい領城を切り出すためのパン、チルト、ズーム及び回伝の

少なくとも一つに関するパラメータが設定してあるパラメータ設定手段と、

前記パラメータに某づき前記領城の画像の幾何学的位置の所定の変換処理を行ぅ

よぅ、出力画面上の各画素に対応する、前記入力側画像データにおける各画素の幾

何学的位置を計算する幾何学位置計算手段と、

前記出力画面上の各画素のアドレスである出力側アドレスを某準に、前記幾何学

位置計算手段の計算結果に某づく前記入力側画像データの各画素のアドレスであ

る入力側アドレスを対応させて細み合わせたテーブル情報を記憶するアドレステー

リアルタイムで読み込まれた前記入力側画像データの各画素の入力側アドレスと前

記アドレステーブルに記憶している前記入力側アドレスとの突合せを了 、刊 、両人力側



アドレスが一致する場合に、その入力側アドレスにおける前記入力側画像データを、

対応する出力側アドレスと細み合わせて出力側画像データを形成するとともに、これ

を送出するアドレスマッチング手段とを有することを特徴とするヵメラシステム。

3 請求項2に記載するヵメラシステムにおいて、

前記アドレステーブルは、特定の領城に関する前記幾何学位置計算手段の計算

結果に某づく前記テーブル情報における前記各出力側アドレスを前記各人力側アド

レスに某づき並べ替えたテーブル情報を記憶していることを特徴とするヵメラシステム

4 請求項3に記載するヵメラシステムにおいて、

前記アドレステーブルは、特定の複数の領城に関して前記各出力側アドレスを前

記各人力側アドレスに某づき並べ替えた複数のテーブル情報を記憶していることを

特徴とするヵメラシステム。

5 レンズで取り込んだ画像を表わすデジタル信号を形成する撮像手段と、

前記画像のぅち表示したい領城を切り出すためのパン、チルト、ズーム及び回伝の

少なくとも一つに関するパラメータが設定してあるパラメータ設定手段と、

前記パラメータに某づき前記領城の画像の幾何学的位置の所定の変換処理を行ぅ

よぅ、出力画面上の各画素に対応する、前記入力側画像データにおける各画素の幾

何学的位置を計算する幾何学位置計算手段と、

前記出力画面上の各画素のアドレスである出力側アドレスを某準に、前記幾何学

位置計算手段の計算結果に某づく前記入力側画像データ上の各画素のアドレスで

ある入力側アドレスを対応させて細み合わせたテーブル情報を記憶するアドレステー

ブルと、

前記アドレステーブルに記憶している前記各出力側アドレスを前記各人力側アドレ

スに某づき並べ替えるソ一ト手段と、

前記ソ一ト手段で並べ替えることにより入力側アドレスを某準に出力側アドレスを対

応させて細み合わせたテーブル情報を記憶する他のアドレステーブルと、

リアルタイムで読み込まれた前記入力側画像データの各画素の入力側アドレスと前

記他のアドレステーブルに記憶している前記入力側アドレスとの突合せを了 、刊 、両入



力側アトレスか一致する場合に、その入力側アトレスにおける前記入力側画像テー

タを、対応する出力側アトレスと細み合わせて出力側画像テータを形成し、これを迭

出するアトレスマノチンク手段とを有することを特徴とするヵメラシステム。

6 請大項 乃至請大項5の何れか一つに記載する画像処理装置又はヵメラシステム

において、

前記幾何学位置計算手段は、前記入力側アトレスを小数点まて大め小数値として

出カするとともに、

前記アトレスマノチンク手段は、前記入力側画像テータにおいて前記入力側アトレ

スの整数部に対応する特定の画素を某準として隣接する複数の画素の輝度に某つ

き前記小数部の値により重み付けした補間により前記特定の画素の輝度を大め、こ

れを出力側画像テータの前記特定の画素に対応する画索の輝度とすることを特徴と

7 請大項6に記載するカメラシステムにおいて、

前記アトレスマノチンク手段は、少なくとも ライン分のハノファメモりを有し、このハ

ノファメモりに記惜している各画素の輝度情報を利用して次のラインに属する前記特

定の画素の輝度を大めるよぅに構成したことを特徴とするカメラシステム。

8 請大項 乃至請大項7の何れか一つに記載する画像処理装置又はカメラシステム

において、

前記レンスは広角の視野を有する角、眼レンスてあり、

前記幾何学位置計算手段における前記変換処理は、前記領城の画像の盃を補正

する処理てあることを特徴とするカメラシステム。

9 請大項 乃至請大項7の何れか一つに記載する画像処理装置又はカメラシステム

において、

前記幾何学位置計算手段における前記変換処理は、前記領城の画像を盃ませる

ための処理てあることを特徴とするカメラシステム。
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