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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の色配列のカラーフィルタを受光面上に有する固体撮像素子から出力される画像信
号に対して、補間すべき画素とその周辺画素との相関を検出して色補正処理を行う際に、
前記補間すべき画素に関して補間する方向にローパスフィルタを通すことによって得られ
る補間データに補間係数を乗算し、その乗算結果を加算することによって補間処理を行う
画像処理装置であって、
　補間すべき画素に関して左右および上下の互いに９０°の整数倍の角度をなす４方向に
対応する画素情報に基づいて前記４方向に対する相関値を算出する相関値算出回路と、
　前記相関値算出回路によって算出された前記４方向に対する相関値を基に補間係数を決
定する係数決定回路と、
　前記係数決定回路で決定された前記補間係数を用いて前記４方向に対応する画素情報を
基に補間処理を行う補間処理回路とを備え、
　前記係数決定回路は、前記４方向に対する相関値の各々の大小関係に応じて相関モード
を決定し、その相関モードにより前記補間係数の算出方法を変える
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記補間処理回路は、前記４方向に対応する画素情報に対して前記係数決定回路で決定
された前記補間係数をそれぞれ掛け合わせた後加算する
　ことを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
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【請求項３】
　前記係数決定回路は、前記４方向に対する相関値の各々の大小関係を比較する際に、大
、小、等価の３段階の判定を行う
　ことを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記係数決定回路は、前記４方向に対する相関値の各々の大小関係を比較する際に、前
記補間すべき画素の近傍の画素の平均レベルまたは加重平均レベルを用いて判定を行う
　ことを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記相関値算出回路は、前記補間すべき画素に関して左右および上下の４方向に対応す
る第１の画素情報に加え、前記４方向に対してそれぞれ４５°の角度をなす４方向に対応
する第２の画素情報に基づいて計８方向に対する相関値を算出する
　ことを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記係数決定回路は、前記第１の画素情報に基づく相関値から第１系統の補間係数を、
前記第２の画素情報に基づく相関値から第２系統の補間係数をそれぞれ決定する
　ことを特徴とする請求項５記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記補間処理回路は、前記第１系統の補間係数に基づく補間処理によって第１の画像デ
ータを、前記第２系統の補間係数に基づく補間処理によって第２の画像データをそれぞれ
生成する
　ことを特徴とする請求項６記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記補間処理回路は、前記第１，第２の画像データを所定の割合で加算する
　ことを特徴とする請求項７記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記係数決定回路は、前記第１，第２の画像データを形成する際に使用した相関値の最
大値と最小値の差を比較し、この値の大きい方の画像データの補間係数を小さい方の画像
データの補間係数よりも大きくする
　ことを特徴とする請求項８記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記係数決定回路は、前記相関値の最大値と最小値の差を比較する際に、前記第２の画
素情報に基づく相関値の最大値と最小値の差に所定の定数を加算または減算した値に係数
を掛けた値を、前記第１の画像情報に基づく相関値の最大値と最小値の差と比較する
　ことを特徴とする請求項９記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記係数決定回路は、前記カラーフィルタの色配列を構成する色のうちで水平方向また
は垂直方向の空間サンプリング数が前記固体撮像素子の全画素による空間サンプリング数
に比べて少ない所定の色に対しては、前記４方向の相反する２方向の相関値を比較し、そ
の結果に基づいて補間係数を算出する補間係数算出回路を有する
　ことを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　原色Ｒ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）ベイヤ配列のカラーフィルタにおいて、前記所定の色は
ＲおよびＢである
　ことを特徴とする請求項１１記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　所定の色配列のカラーフィルタを受光面上に有する固体撮像素子から出力される画像信
号に対して、補間すべき画素とその周辺画素との相関を検出して色補正処理を行う際に、
前記補間すべき画素に関して補間する方向にローパスフィルタを通すことによって得られ
る補間データに補間係数を乗算し、その乗算結果を加算することによって補間処理を行う
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画像処理方法であって、
　補間すべき画素に関して左右および上下の互いに９０°の整数倍の角度をなす４方向に
対応する画素情報に基づいて前記４方向に対する相関値を算出する算出ステップと、
　前記算出ステップで算出した４方向に対する相関値を基に補間係数を決定する決定ステ
ップと、
　前記決定ステップで決定した補間係数に基づいて前記４方向に対応する画素情報を基に
補間処理を行う処理ステップとを有し、
　前記決定ステップでは、前記４方向に対する相関値の各々の大小関係に応じて相関モー
ドを決定し、その相関モードにより前記補間係数の算出方法を変える
　ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１４】
　前記補間処理は、前記４方向に対応する画素情報に対して前記補間係数をそれぞれ掛け
合わせた後加算することによって行われる
　ことを特徴とする請求項１３記載の画像処理方法。
【請求項１５】
　前記相関値を算出する際に、前記補間すべき画素に関して左右および上下の４方向に対
応する画素情報に加え、前記４方向に対してそれぞれ４５°の角度をなす４方向に対応す
る画素情報に基づいて計８方向に対する相関値を算出する
　ことを特徴とする請求項１４記載の画像処理方法。
【請求項１６】
　所定の色配列のカラーフィルタを受光面上に有する固体撮像素子と、被写体からの入射
光を前記固体撮像素子の受光面上に結像させる光学系と、前記固体撮像素子から出力され
る画像信号に対して、補間すべき画素とその周辺画素との相関を検出して色補正処理を行
う際に、前記補間すべき画素に関して補間する方向にローパスフィルタを通すことによっ
て得られる補間データに補間係数を乗算し、その乗算結果を加算することによって補間処
理を行う画像処理装置とを具備するカメラであって、
　前記画像処理装置は、
　補間すべき画素に関して左右および上下の互いに９０°の整数倍の角度をなす４方向に
対応する画素情報に基づいて前記４方向に対する相関値を算出する相関値算出回路と、
　前記相関値算出回路によって算出された前記４方向に対する相関値を基に補間係数を決
定する係数決定回路と、
　前記係数決定回路で決定された前記補間係数を用いて前記４方向に対応する画素情報を
基に補間処理を行う補間処理回路とを有し、
　前記係数決定回路は、前記４方向に対する相関値の各々の大小関係に応じて相関モード
を決定し、その相関モードにより前記補間係数の算出方法を変える
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１７】
　前記補間処理回路は、前記４方向に対応する画素情報に対して前記係数決定回路で決定
された前記補間係数をそれぞれ掛け合わせた後加算する
　ことを特徴とする請求項１６記載のカメラ。
【請求項１８】
　前記相関値算出回路は、前記補間すべき画素に関して左右および上下の４方向に対応す
る画素情報に加え、前記４方向に対してそれぞれ４５°の角度をなす４方向に対応する画
素情報に基づいて計８方向に対する相関値を算出する
　ことを特徴とする請求項１６記載のカメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像処理装置および画像処理方法、並びにカメラに関し、特に所定の色配列の
カラーフィルタを受光面上に有する固体撮像素子の出力信号を処理する画像処理装置およ
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び画像処理方法、並びにこれらを用いたカメラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
色配列が例えば原色ベイヤ配列のカラーフィルタを受光面上に有する固体撮像素子の出力
信号を処理する画像処理装置では、カラーフィルタ上において各色が飛び飛びに存在する
ことから、解像感を損なわないようにするために補間処理が行われる。この種の画像処理
装置においては、従来、水平方向の相反する２方向（左右方向）または垂直方向の相反す
る２方向（上下方向）のように２方向のみの相関値を算出し、それを基に補間処理を行っ
ていた。すなわち、補間すべき画素の周囲例えば５×５画素の領域の画素情報から横縞か
縦縞かを判定し、横縞の場合には補間すべき画素の水平方向の両側の画素の信号を使って
補間し、縦縞の場合には垂直方向の両側の画素の信号を使って補間するようにしていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、２方向のみの相関検出による補間を行う従来の画像処理装置では、水平方
向または垂直方向のエッジ部においては有効ではあるが、斜めのエッジ部分や、水平／垂
直方向のエッジでも、１画素幅程度の線分の場合には、水平のエッジと垂直のエッジの交
点や、線分の折れ曲がり部では適正なエッジ検出ができなかったり、また斜め線の場合に
は、水平の相関が強いか垂直の相関が強いかが判定できずに、水平エッジ部の処理と垂直
エッジ部の処理の平均をとる処理（平均値補間）を行いがちであった。
【０００４】
このため、従来の画像処理装置においては、上記の例で示される箇所では、解像感のない
ボケた画像になったり、途切れてはならない箇所で線が途切れたりするような不具合が発
生することになる。
【０００５】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、折れ曲がっ
た線や、直角に曲がった角の部分などにおいても良好に補間処理を行うことが可能な画像
処理装置および画像処理方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明による画像処理装置は、所定の色配列のカラーフィルタを受光面上に有する固体
撮像素子から出力される画像信号に対して、補間すべき画素とその周辺画素との相関を検
出して色補正処理を行う際に、前記補間すべき画素に関して補間する方向にローパスフィ
ルタを通すことによって得られる補間データに補間係数を乗算し、その乗算結果を加算す
ることによって補間処理を行う画像処理装置であって、補間すべき画素（以下、補間画素
と称す）に関して左右および上下の互いに９０°の整数倍の角度をなす４方向に対応する
画素情報に基づいてその４方向に対する相関値を算出する相関値算出回路と、この相関値
算出回路によって算出された上記４方向に対する相関値を基に補間係数を決定する係数決
定回路と、この係数決定回路で決定された補間係数を用いて上記４方向に対応する画素情
報を基に補間処理を行う補間処理回路とを備え、前記係数決定回路が、前記４方向に対す
る相関値の各々の大小関係に応じて相関モードを決定し、その相関モードにより前記補間
係数の算出方法を変えることを特徴としている。
【０００７】
　また、本発明による画像処理方法は、所定の色配列のカラーフィルタを受光面上に有す
る固体撮像素子から出力される画像信号に対して、補間すべき画素とその周辺画素との相
関を検出して色補正処理を行う際に、前記補間すべき画素に関して補間する方向にローパ
スフィルタを通すことによって得られる補間データに補間係数を乗算し、その乗算結果を
加算することによって補間処理を行う画像処理方法であって、補間画素に関して左右およ
び上下の互いに９０°の整数倍の角度をなす４方向に対応する画素情報に基づいてその４
方向に対する相関値を算出する算出ステップと、この算出ステップで算出した４方向に対
する相関値を基に補間係数を決定する決定ステップと、この決定ステップで決定した補間
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係数に基づいて上記４方向に対応する画素情報を基に補間処理を行う処理ステップとを有
し、前記決定ステップでは、前記４方向に対する相関値の各々の大小関係に応じて相関モ
ードを決定し、その相関モードにより前記補間係数の算出方法を変えることを特徴として
いる。
【０００８】
　上記構成の画像処理装置およびその処理方法において、先ず、補間画素に関して左右（
水平方向）および上下（垂直方向）の計４方向に対する特性値、即ち相関の程度（度合い
）を示す相関値を算出する。次いで、この４方向に対する相関値を基に、補間時に用いる
補間係数を決定する。この補間係数を決定するに当たって、４方向に対する相関値の各々
の大小関係に応じて相関モードを決定し、その相関モードにより補間係数の算出方法を変
えるようにする。そして、相関値を算出する際に用いた４方向に対応する画素情報に対し
て補間係数をそれぞれ掛け合わせた後加算することによって補間処理を行う。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は、本発明によ
る画像処理装置の基本構成を示すブロック図である。ここで、本画像処理装置の処理対象
となるカラー固体撮像素子は、色配列として例えば図２に示すＲ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）
の原色ベイヤ配列のカラーフィルタ１１を受光面上に有する単板式固体撮像素子１２であ
る。
【００１０】
なお、色配列は原色ベイヤ配列に限定されるものではなく、さらにカラーフィルタもＲＧ
Ｂの原色の色配列に限られるものではなく、他の原色の色配列の場合でも、補色を使用し
た色配列（例えば、Ｙｅ／Ｃｙ／Ｍｇ／Ｇ）の場合でも同様に適応可能である。また、固
体撮像素子１２としては、全画素の信号電荷を独立に読み出すいわゆる全画素読み出し方
式のＣＣＤ(Charge Coupled Device) 固体撮像素子（以下、ＣＣＤエリアセンサと称する
）を用いるものとするが、全画素読み出し方式ではないＣＣＤ固体撮像素子にも適応可能
である。
【００１１】
ＣＣＤエリアセンサ１２から出力されるＲＧＢ点順次データは、信号処理部１３において
黒レベルクランプやホワイトバランスなどの信号処理が行われた後、検出部１４および補
間部１５に供給される。検出部１４は、入力されるＲＧＢ点順次データから最適な補間方
法を検出し、その補間情報を補間部１５へ送る。補間部１５は、検出部１４から入力され
る補間情報を基にＲＧＢ点順次データに対して補間処理を行って出力する。
【００１２】
検出部１４は、図３に示すように、補間画素に関して上下および左右の互いに９０°の整
数倍の角度をなす４方向、即ち垂直（Ｖ）方向の相反する２方向および水平（Ｈ）方向の
相反する２方向の計４方向の相関の程度を検出するＶＨ相関検出部１６と、補間画素に関
して右上、左上、左下、右下の斜め方向、即ち上記４方向に対してそれぞれ４５°の角度
をなす４方向の相関の程度を検出する斜め相関検出部１７とを有する構成となっている。
【００１３】
なお、本例では、上下左右４方向に加え、斜め４方向の計８方向の相関の程度を検出する
構成を例に採っているが、上下左右の４方向だけの相関の程度を検出する構成であっても
良い。ただし、以下の説明では、８方向の場合を例に採って説明するものとする。
【００１４】
一方、補間部１５は、図４に示すように、検出部１４から与えられる補間情報に基づいて
、Ｇの画素情報に対して補間処理を行うＧ補間部１８と、Ｒの画素情報に対して補間処理
を行うＲ補間部１９と、Ｂの画素情報に対して補間処理を行うＢ補間部２０とを有する構
成となっている。
【００１５】
図５は、ＶＨ相関検出部１６および斜め相関検出部１７の具体的な構成の一例を示すブロ
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ック図である。
【００１６】
ＶＨ相関検出部１６は、補間画素の右側の画素の画素情報に基づいて相関の程度を示す相
関値を算出する右側相関値算出回路２１と、補間画素の左側の画素の画素情報に基づいて
相関値を算出する左側相関値算出回路２２と、補間画素の上側の画素の画素情報に基づい
て相関値を算出する上側相関値算出回路２３と、補間画素の下側の画素の画素情報に基づ
いて相関値を算出する下側相関値算出回路２４と、これら相関値算出回路２１～２４で算
出した各相関値を補間ゲインに変換して出力する相関値→補間ゲイン変換回路２５とから
構成されている。
【００１７】
上記構成のＶＨ相関検出部１６において、相関値→補間ゲイン変換回路２５からは、水平
垂直補間用ゲインＲＧａｉｎ，ＬＧａｉｎ，ＴＧａｉｎ，ＢＧａｉｎおよび水平垂直ＲＢ
補間用ゲインＲＧａｉｎＤ，ＬＧａｉｎＤ，ＴＧａｉｎＤ，ＢＧａｉｎＤが補間係数とし
て出力される。なお、水平垂直ＲＢ補間用ゲインＲＧａｉｎＤ，ＬＧａｉｎＤ，ＴＧａｉ
ｎＤ，ＢＧａｉｎＤについては、後で詳述する。
【００１８】
斜め相関検出部１７は、補間画素の右上側の画素の画素情報に基づいて相関値を算出する
右上側相関値算出回路２６と、補間画素の左上側の画素の画素情報に基づいて相関値を算
出する左上側相関値算出回路２７と、補間画素の左下側の画素の画素情報に基づいて相関
値を算出する左下側相関値算出回路２８と、補間画素の右下側の画素の画素情報に基づい
て相関値を算出する右下側相関値算出回路２９と、これら相関値算出回路２６～２９で算
出した各相関値を補間ゲインに変換し、補間係数として斜め補間用ゲインＤ１Ｇａｉｎ～
Ｄ４Ｇａｉｎを出力する相関値→補間ゲイン変換回路３０とから構成されている。
【００１９】
さらに、水平垂直４方向と斜め４方向は互いに直交していないため、ＶＨ‐斜め比較回路
３１において、水平垂直の相関値と斜めの相関値を比較することにより、斜め補間補正用
ゲインＶＨＧａｉｎ，ＤＧａｉｎを補間係数として算出するようにしている。この斜め補
間補正用ゲインＶＨＧａｉｎ，ＤＧａｉｎの算出法については、後で詳細に説明する。
【００２０】
図６は、ＶＨ相関検出部１６における例えば左側相関値算出回路２２の具体的な構成の一
例を示すブロック図である。なお、右側相関値算出回路２１、上側相関値算出回路２３お
よび下側相関値算出回路２４についても、全く同じ回路構成を採る。
【００２１】
左側相関値算出回路２２において、入力されたＲＧＢ点順次信号は、色分離回路３２にお
いて、Ｒ画素／Ｇ画素／Ｂ画素の各色にそれぞれ対応するＲ信号／Ｇ信号／Ｂ信号に分離
されて出力される。Ｇ信号は、変化量１，２算出回路３３，３４にそれぞれ供給される。
Ｒ信号は、変化量算出回路３５に供給される。Ｂ信号は、変化量算出回路３６に供給され
る。
【００２２】
ここで、Ｇ信号についてのみ、２つの異なる変化量１，２算出回路３３，３４に入力する
のは、図２のＲＧＢ原色ベイヤ配列を見ても分かるように、ＧはＲ／Ｂに比べて水平方向
および垂直方向のサンプリング数が倍であり、Ｇでは隣り合った垂直ラインでの変化量１
と、１ラインおいた垂直ライン同士での変化量２を算出するためである。なお、ここでは
、隣り合った垂直ライン間または１ラインおいた垂直ライン間での例を採ったが、２ライ
ン以上おいた垂直ライン間であっても良い。
【００２３】
変化量１，２算出回路３３，３４および変化量算出回路３５，３６は、図７の概念図に示
すように、変化量を算出する方向に対して直交する向きにしたＬＰＦ（１，２，２，２，
１）３７，３８，３９を通した後に、算出用ＢＰＦ４０，４１，４２，４３を通すことに
より変化量を算出する構成となっている。ここで、算出用ＢＰＦ４０，４１，４２，４３
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は、Ｇについては１／２相関（１，－１）と、１／４相関（１，０，－１）を使用し、Ｒ
／Ｂについては１／４相関（１，１，－１，－１）を使用する。
【００２４】
これら変化量算出回路３３，３４，３５，３６で算出された各変化量は、絶対値化回路４
５，４６，４７，４８で絶対値化された後係数付加回路４９，５０，５１，５２に供給さ
れる。係数付加回路４９，５０，５１，５２は、絶対値化回路４５，４６，４７，４８で
絶対値化された各変化量に対して別途設定された係数をそれぞれ掛け合わせて出力する。
そして、係数付加回路４９，５０，５１，５２の各出力は、加算回路５３で加え合わされ
た後、上下左右の相関値Ｓｔ，Ｓｂ，Ｓｌ，Ｓｒとして出力される。なお、ＲＢの相関値
への寄与がＧに比べて低くなるように１／４して加算する。
【００２５】
ここで、係数付加回路４９，５０，５１，５２において係数を掛ける理由は、Ｒ／Ｇ／Ｂ
の各色は輝度を形成する際にも、ＮＴＳＣテレビジョン方式の場合には０．３０Ｒ＋０．
５９Ｇ＋０．１１Ｂとして計算するように、人間の視覚特性に合わせるためである。ただ
し、計算量やゲート規模を削減するためには、Ｒ：Ｇ：Ｂが３：６：１の比率、１：２：
１の比率または２：４：１の比率になるように簡易的な係数を設定する方が良い。
【００２６】
続いて、上記構成の左側相関値算出回路２２における変化量算出回路３３～３６による左
方向の変化量の算出法につき、図８の原色ベイヤ配列図を用いて説明する。ここでは、左
方向の変化量の算出法について述べるが、他の方向（右／上／下の各方向）についても、
添え字が変わるだけで全く同じである。
【００２７】
先ず、Ｇについては、隣り合った垂直ラインでの変化量が（１）式により、１ラインおい
た垂直ライン同士での変化量が（２）式によりそれぞれ算出される。なお、（１）式／（
２）式では、画素Ｇ２２に対する相関を検出する際の式を示している。一方、Ｒ信号／Ｂ
信号では、１ラインおきにしか同じ色の信号が存在しないため、１ラインおいた垂直ライ
ン間の変化量が、（３）式／（４）式によりそれぞれ算出される。また、画素Ｇ３３に対
しては、水平／垂直を表わす添え字がそれぞれ１ずつ増加する他に、Ｒ信号とＢ信号で算
出方法が入れ替わる。
【００２８】
【数１】

【００２９】
図５に示すＶＨ相関検出部１６において、相関係数を決定する回路である相関値→相関ゲ
イン変換回路２５は、相関係数を決定するに当り、相関値算出回路２１～２４で算出され
た４方向の相関値Ｓｒ，Ｓｌ，Ｓｔ，Ｓｂを基に、相関モードを決定する。相関モードを
導入する理由は、単に相関値を順位付けした場合では、相関の順位に対して補間係数の決
定が難しいためである。
【００３０】
例えば、４つの相関値がほとんど同じである場合（１００，１０１，１０２，１０３）と
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、全く異なる場合（０，１０，１００，５００）では、補間係数の算出結果は異なるべき
である。そこで、相関の順位決定とは別に相関係数の分布を示す相関モードを導入する。
相関モードは、４つの相関値Ｓｒ，Ｓｌ，Ｓｔ，Ｓｂがどういう分布になっているかを表
わすもので、表１に示すように、０から７までの８つのモードからなる。
【００３１】
【表１】

【００３２】
図９は、相関モードを決定するための相関モード決定回路の具体的な構成の一例を示すブ
ロック図である。
【００３３】
図９において、４つの相関値Ｓｒ，Ｓｔ，Ｓｌ，Ｓｂをそれぞれ比較するための６個のコ
ンパレータ５４～５９が設けられている。右方向の相関値Ｓｒは、コンパレータ５４，５
５，５７の各一方の比較入力Ａとなる。上方向の相関値Ｓｔは、コンパレータ５４の他方
の比較入力Ｂになるとともに、コンパレータ５６，５８の各一方の比較入力Ａとなる。左
方向の相関値Ｓｌは、コンパレータ５５，５６の各他方の比較入力Ｂになるとともに、コ
ンパレータ５９の一方の比較入力Ａとなる。下方向の相関値Ｓｂは、コンパレータ５７，
５８，５９の各他方の比較入力Ｂとなる。
【００３４】
ここで、コンパレータ５４～５９は、２つの比較入力Ａ，Ｂを比較することにより、“＞
”（大），“＜”（小），“＝”（等価）の３段階の比較結果を出力する構成となってい
る。すなわち、Ａ＞Ｂ，Ａ＜Ｂの２つの比較結果に加え、比較する２つの相関値の差の絶
対値が、あるリファレンス値ＴＨよりも小さい場合は“＝”であるとする。なお、このリ
ファレンス値ＴＨとしては、補間画素の近傍の画素の平均レベルまたは加重平均レベル、
例えば補間画素の近傍での輝度Ｙ０にある係数を掛けたものを使用する。図１０は、輝度
Ｙ０の検出の概念図である。
【００３５】
コンパレータ５４～５９の後段には、右、上、左、下にそれぞれ対応した４個の１ビット
全加算器６０～６３が設けられている。全加算器６０は、コンパレータ５４の比較結果Ａ
＞Ｂを一方の加算入力Ｘ、コンパレータ５５の比較結果Ａ＞Ｂを他方の加算入力Ｙ、コン
パレータ５７の比較結果Ａ＞Ｂを桁上げ入力Ｃとする。全加算器６１は、コンパレータ５
４の比較結果Ａ＜Ｂを一方の加算入力Ｘ、コンパレータ５６の比較結果Ａ＞Ｂを他方の加
算入力Ｙ、コンパレータ５８の比較結果Ａ＞Ｂを桁上げ入力Ｃとする。
【００３６】
全加算器６２は、コンパレータ５５の比較結果Ａ＜Ｂを一方の加算入力Ｘ、コンパレータ
５６の比較結果Ａ＜Ｂを他方の加算入力Ｙ、コンパレータ５９の比較結果Ａ＞Ｂを桁上げ
入力Ｃとする。全加算器６３は、コンパレータ５７の比較結果Ａ＜Ｂを一方の加算入力Ｘ
、コンパレータ５８の比較結果Ａ＜Ｂを他方の加算入力Ｙ、コンパレータ５９の比較結果
Ａ＜Ｂを桁上げ入力Ｃとする。そして、これら全加算器６０～６３は、２つの加算入力Ｘ



(9) JP 4066484 B2 2008.3.26

10

20

30

40

50

，Ｙおよび桁上げ入力Ｃに基づいて自分の順位を判定し、判定結果Ｓ０，Ｓ１を出力する
。
【００３７】
全加算器６０～６３の各判定結果Ｓ０，Ｓ１は、論理回路６４を経て４個の４入力加算器
６５～６８に供給される。これら加算器６５～６８のうち、加算器６５，６６からは２つ
の加算出力Ｓ０，Ｓ１が、加算器６７，６８からは１つの加算出力Ｓ０がそれぞれ導出さ
れ、論理回路６９に入力される。この論理回路６９は、加算器６５，６６の各２つの加算
出力Ｓ０，Ｓ１と、加算器６７，６８の各１つの加算出力Ｓ０に基づいて３ビットのモー
ド信号ｍ０，ｍ１，ｍ２を出力する。このモード信号ｍ０，ｍ１，ｍ２に基づいて８つの
モードが決定される。
【００３８】
上記構成の相関モード決定回路において、４つの相関値Ｓｒ，Ｓｌ，Ｓｔ，Ｓｂをそれぞ
れ比較して３段階の比較結果（“＞”，“＜”，“＝”）を得、これら比較結果を基に小
さい順に０から順位をつける。この場合に、２ないし４方向が同じ順位になる場合もある
。この順位の分布を基に表１に当てはめ、相関モードを決定する。なお、Ｍｏｄｅ１，２
，５，６の場合では、分布が表とは異なる場合がある。例えば、Ｍｏｄｅ１では順位０が
３方向で、残りの１方向の順位は１，２，３のどれでもあり得る。
【００３９】
続いて、相関順位からランク付けを行う。ここで、ランクと相関順位とは、便宜上、別な
ものである。ランクとは、同じ相関順位にある方向に対しても順番を付けたものである。
同じ相関順位の場合の順番の付け方は、“右”から時計周りとする。例えば、上下左右が
全て同じ相関順位であった場合は、右、上、左、下のランクはそれぞれ０，１，２，３と
なる。
【００４０】
以上のようにして、相関値→相関ゲイン変換回路２５において、相関係数を算出する際に
相関モードとランクを決定し、この組み合わせによってそれぞれのランクの補間係数を算
出することにより、各方向の補間係数、即ち水平垂直補間用ゲインＲＧａｉｎ，ＬＧａｉ
ｎ，ＴＧａｉｎ，ＢＧａｉｎおよび水平垂直ＲＧ補間用ゲインＲＧａｉｎＤ，ＬＧａｉｎ
Ｄ，ＴＧａｉｎＤ，ＢＧａｉｎＤを決定できる。
【００４１】
ここで、補間係数を算出するに当り、相関値→相関ゲイン変換回路２５では、決定した相
関モードにより補間係数の算出方法を変える構成を採っている。すなわち、水平垂直４方
向の４つの相関値Ｓｒ，Ｓｌ，Ｓｔ，Ｓｂにおいて、その値の小さいものから順にＳ０，
Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３とし、これらに基づいて各モードごとに例えばルックアップテーブル（
ＬＵＴ）から変数α（０≦α≦１／４）を求め、この変数αを用いて補間係数を算出する
ようにする。
【００４２】
すなわち、図１１に示すように、４つの相関値Ｓ０～Ｓ３を演算回路７０Ａにおいて演算
してＳ３－Ｓ０，Ｓ２－Ｓ０，Ｓ１－Ｓ０の３つの演算出力を得る。この３つの演算出力
Ｓ３－Ｓ０，Ｓ２－Ｓ０，Ｓ１－Ｓ０を、選択回路７０Ｂにおいて、３ビットのモード信
号ｍ０～ｍ２で決まる各モードに対応して選択してルックアップテーブル７０Ｃに与える
ようにする。
【００４３】
ルックアップテーブル７０Ｃにおいては、モード０ではα＝０とし、モード１ではＳ３－
Ｓ０の値に対応する変数αを、モード２またはモード３ではＳ２－Ｓ０の値に対応する変
数αを、モード４以降ではＳ１－Ｓ０の値に対応する変数αをそれぞれ設定する。そして
、この変数αを用いて表２のように補間係数を算出するようにする。なお、ルックアップ
テーブル７０Ｃのテーブル値を外部から変更可能とすることで、変数αの値を任意に設定
することができる。
【００４４】
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【表２】

【００４５】
以上、水平垂直４方向の相関検出について述べたが、斜め４方向の相関検出に関しては、
色分離後のＲＧＢの各信号に対し、それぞれ斜め方向の変調成分の絶対値を算出し、Ｒ：
Ｇ：Ｂ＝１：４：１の割合で加算し、相対値とする。なお、右上、左上、左下、右下をそ
れぞれ、Ｄ１方向、Ｄ２方向、Ｄ３方向、Ｄ４方向とする。そして、図５の相関値→補間
ゲイン変換回路３０において、水平垂直４方向の場合と同様にして、斜め４方向の補間用
ゲインＤ１Ｇａｉｎ，Ｄ２Ｇａｉｎ，Ｄ３Ｇａｉｎ，Ｄ４Ｇａｉｎを補間係数として算出
する。
【００４６】
次に、図４の補間部１５におけるＧ，Ｒ，Ｂの各補間部１８，１９，２０の具体的な構成
の一例を図１２および図１３に示す。なお、図１２はＧ補間部１８の構成を、図１３はＲ
，Ｂ補間部１９，２０の構成をそれぞれ示している。
【００４７】
先ず、図１２において、色分離後のＧのデータは水平垂直４方向、即ち右側、左側、上側
、下側の各相関用処理回路７１，７２，７３，７４にそれぞれ供給され、これら相関用処
理回路７１，７２，７３，７４において４方向の補間データＧｒ，Ｇｌ，Ｇｔ，Ｇｂが生
成される。これら補間データＧｒ，Ｇｌ，Ｇｔ，Ｇｂは、補間する方向にＬＰＦを通すこ
とで生成される。実際には、高輝度用と低輝度用の２つのＬＰＦを設け、それぞれの出力
に所定のゲインを掛けた後に加算することで、補間データＧｒ，Ｇｌ，Ｇｔ，Ｇｂの生成
が行われる。
【００４８】
補間データＧｒ，Ｇｌ，Ｇｔ，Ｇｂは各々、乗算器７５，７６，７７，７８において、図
５に示すＶＨ相関検出部１６で決定された補間係数、即ち水平垂直補間用ゲインＲＧａｉ
ｎ，ＬＧａｉｎ，ＴＧａｉｎ，ＢＧａｉｎがそれぞれ掛けられる。そして、加算器７９～
８１によって加算されることにより、Ｇの補間処理が行われる。補間処理後のＧの画像デ
ータは、（５）式で表される。
Ｇ＝Ｇｒ×ＲＧａｉｎ＋Ｇｌ×ＬＧａｉｎ
＋Ｇｔ×ＴＧａｉｎ＋Ｇｂ×ＢＧａｉｎ　　……（５）
【００４９】
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斜め４方向についても同様に、右上側、左上側、左下側、右下側の各相関用処理回路８２
，８３，８４，８５において、Ｄ１／Ｄ２／Ｄ３／Ｄ４の各方向の補間データが生成され
、乗算器８６，８７，８８，８９において、図５に示す斜め相関検出部１７で決定された
斜め補間用ゲインＤ１Ｇａｉｎ，Ｄ２Ｇａｉｎ，Ｄ３Ｇａｉｎ，Ｄ４Ｇａｉｎがそれぞれ
掛けられた後、加算器９０～９２で足し合わされることによって補間処理が行われる。
【００５０】
また、水平垂直４方向相関検出／補間によるＧの画像データと、斜め４方向相関検出／補
間によるＧの画像データを、状況に合わせて（６）式に示すように混合比を変化させて加
算する。混合比の調整は、図５に示すＶＨ‐斜め比較回路３１で算出される斜め補間補正
用ゲインＶＨＧａｉｎ，ＤＧａｉｎによって行われる。
Ｇ＝Ｇｖｈ×ＶＨＧａｉｎ＋Ｇｄ×ＤＧａｉｎ　　　……（６）
【００５１】
ここで、水平垂直方向と斜め方向は直交していないため、水平垂直と斜めのそれぞれの相
関値の最大値Ｓ３と最小値Ｓ０の差（Ｓ３－Ｓ０）を比較し、この値の大きい方の補間係
数が小さい方の補間係数よりも大きくなるように加算する。これは、検出方向に対して、
平行または直交しているエッジの場合に、相関値の最大値と最小値の差が大きくなるため
である。ただし、水平垂直と斜めの比較をする際に、水平垂直の算出値にオフセットを与
え、標準で水平垂直補間を行い、斜め補間に適した場合にのみ斜め用の補間係数を大きく
する。
【００５２】
水平垂直と斜めのそれぞれの相関値の最大値Ｓ３と最小値Ｓ０の差（Ｓ３－Ｓ０）を比較
する際には、図１４の概念図に示すように、斜めの差（Ｓ３－Ｓ０）に対して所定の定数
ＳＤｏｆｆｓｅｔを加算（又は、減算）した値に係数ＳＤＧａｉｎを掛けた値Ａを、水平
垂直の差Ｂ（Ｓ３－Ｓ０）と比較し、その差（Ａ－Ｂ）に基づいて斜め補間補正用ゲイン
ＶＨＧａｉｎ，ＤＧａｉｎを設定するようにする。
【００５３】
すなわち、図１２において、加算器８１の出力データに対して乗算器９３で斜め補間補正
用ゲインＶＨＧａｉｎを掛けるとともに、加算器９２の出力データに対して乗算器９４で
補間補正用ゲインＤＧａｉｎを掛け、これら乗算器９３，９４の各出力データを加算器９
５で加算することにより、水平垂直４方向相関検出／補間によるＧの画像データと、斜め
４方向相関検出／補間によるＧの画像データを所定の割合で混合（加算）するようにする
。
【００５４】
以上、Ｇ補間部１８の構成および動作について説明したが、図１３に示すＲ，Ｂ補間部１
９，２０の構成についても、図１２に示すＧ補間部１８の構成と基本的には同じである。
したがって、図１３中、図１２と同等部分には同一符号を付して示してある。ただし、右
側、左側、上側、下側の各相関用処理回路７１′，７２′，７３′，７４′における補間
データの生成法については、Ｇの場合に比べて複雑である。その理由として２つあり、Ｒ
Ｂ補間用相関検出を行うことと、Ｇ／２成分をＲＢに加えるためである。
【００５５】
そのため、ＲＧ補間用相関検出は、水平（右、左）の補間データ用と垂直方向（上、下）
の補間データ用では別々に行う。具体的には、Ｒ画素およびＢ画素の信号からＲ信号／Ｂ
信号を補間する際に、先述した水平垂直ＲＢ補間用ゲインＲＧａｉｎＤ，ＬＧａｉｎＤ，
ＴＧａｉｎＤ，ＢＧａｉｎＤを、Ｒ／Ｂ専用の補間係数として算出して用いる。以下、Ｒ
信号の補間処理を例に採って説明するが、Ｂ信号の補間処理についても同様である。
【００５６】
なお、ＲＧＢの原色ベイヤ配列のカラーフィルタ１１において、その色配列を示す図２か
ら明らかなように、Ｇは水平方向または垂直方向の空間サンプリング数がＣＣＤエリアセ
ンサ１２の全画素による空間サンプリング数と同じであるのに対し，Ｒ／Ｂは水平方向ま
たは垂直方向の空間サンプリング数がＣＣＤエリアセンサ１２の全画素による空間サンプ
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リング数に比べて少ない。
【００５７】
図８に示す原色ベイヤ配列において、補間すべき画素がＲ２１の画素の場合では特別な処
理は必要なく、Ｒ２１の信号をそのままＲ信号として使用する。補間すべき画素がＧ２２
の場合は、左側補間はＲ２１の画素を、右側補間はＲ２３の画素を使用するが、上側補間
と下側補間の場合では、図１５に示す補間係数算出回路９６を用いるようにする。この補
間係数算出回路９６は、図５のＶＨ相関検出部１６における相関値→相関ゲイン変換回路
２５の一部を構成している。
【００５８】
すなわち、ＶＨ相関検出部１６において、右側相関値算出回路２１で算出した右側相関値
Ｓｒと左側相関値算出回路２２で算出した左側相関値Ｓｌを補間係数算出回路９６に入力
し、この補間係数算出回路９６によって右側補間係数ＲＧａｉｎＤと左側補間係数ＬＧａ
ｉｎＤを算出する。この補間係数算出回路９６の特性の一例を図１６に示す。なお、図１
６の特性では、補間係数が０．０～１．０の範囲のように示してあるが、補間係数の値そ
のものはいくつでも良く、実際に補間係数とＲ信号とを掛け合わせたときに結果的に０．
０～１．０の範囲に入れば問題ない。
【００５９】
このようにして算出された右側補間係数ＲＧａｉｎＤと左側補間係数ＬＧａｉｎＤが、図
１３の右側相関用処理回路７１′および左側相関用処理回路７２′に入力されると、これ
ら相関用処理回路７１′，７２′において、所定の演算処理が行われ、上側補間データＴ
Ｄａｔａと下側補間値ＢＤａｔａが算出される。相関用処理回路７１′，７２′における
演算式としては、
ＴＤａｔａ＝Ｒ０１×ＬＧａｉｎＤ＋Ｒ０３×ＲＧａｉｎＤ
ＢＤａｔａ＝Ｒ４１×ＬＧａｉｎＤ＋Ｒ４３×ＲＧａｉｎＤ
【００６０】
または、
ＴＤａｔａ＝｛（Ｒ０１＋Ｒ２１）×ＬＧａｉｎＤ
＋（Ｒ０３＋Ｒ２３）×ＲＧａｉｎＤ｝／２
ＢＤａｔａ＝｛（Ｒ２１＋Ｒ４１）×ＬＧａｉｎＤ
＋（Ｒ２３＋Ｒ４３）×ＲＧａｉｎＤ｝／２
などが考えられる。
【００６１】
また、補間すべき画素Ｇ３３の場合には、上記と同様な処理方法で上側相関値Ｓｔ／下側
相関値Ｓｂから上側補間係数ＴＧａｉｎＤ／下側補間係数ＢＧａｉｎＤを算出し、例えば
次のような演算式にて右側補間データＲＤａｔａ／左側補間データＬＤａｔａを算出する
。
ＬＤａｔａ＝Ｒ２１×ＴＧａｉｎＤ＋Ｒ４１×ＢＧａｉｎＤ
ＲＤａｔａ＝Ｒ２５×ＴＧａｉｎＤ＋Ｒ４５×ＢＧａｉｎＤ
【００６２】
さらに、補間すべき画素がＢ３２の場合では、上側相関値Ｓｔ／下側相関値Ｓｂから上側
補間係数ＴＧａｉｎＤ／下側補間係数ＢＧａｉｎＤを、右側相関値Ｓｒ／左側相関値Ｓｌ
から右側補間係数ＲＧａｉｎＤ／左側補間係数ＬＧａｉｎＤをそれぞれ算出し、次のよう
な演算式にて上側補間データＴＤａｔａ／下側補間データＢＤａｔａ／左側補間データＬ
Ｄａｔａ／右側補間データＲＤａｔａをそれぞれ算出する。
ＴＤａｔａ＝Ｒ２１×ＬＧａｉｎＤ＋Ｒ２３×ＲＧａｉｎＤ
ＢＤａｔａ＝Ｒ４１×ＬＧａｉｎＤ＋Ｒ４３×ＲＧａｉｎＤ
ＬＤａｔａ＝Ｒ２１×ＴＧａｉｎＤ＋Ｒ４１×ＢＧａｉｎＤ
ＲＤａｔａ＝Ｒ２３×ＴＧａｉｎＤ＋Ｒ４３×ＢＧａｉｎＤ
【００６３】
上述したように、ＲＧ補間用相関検出は、水平方向（右、左）の補間データ用と垂直方向
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（上、下）の補間データ用とで別々に行う。水平方向の補間データ用補間係数ＬＧａｉｎ
Ｄ，ＲＧａｉｎＤには、右側相関値Ｓｒと左側相関値Ｓｌを比較（Ｓｌ－Ｓｒ）して算出
する。垂直方向の補間データ用補間係数ＴＧａｉｎＤ，ＢＧａｉｎＤには、上側相関値Ｓ
ｔと下側相関値Ｓｂを比較（Ｓｂ－Ｓｔ）して算出する。
【００６４】
そして、これら補間係数ＴＧａｉｎＤ／ＢＧａｉｎＤ／ＬＧａｉｎＤ／ＲＧａｉｎＤに基
づいて上側補間データＴＤａｔａ／下側補間データＢＤａｔａ／左側補間データＬＤａｔ
ａ／右側補間データＲＤａｔａをそれぞれ算出した後、図５のＶＨ相関検出部１６で算出
した４方向相関検出による水平垂直補間用係数ＴＧａｉｎ／ＢＧａｉｎ／ＬＧａｉｎ／Ｒ
Ｇａｉｎを掛け合わせて加算し、Ｒ信号を生成する。
【００６５】
ここで、Ｒの上側補間データＴＤａｔａを生成する場合を例にとって考える。Ｒは元画像
には水平垂直ともに１画素おきにしか情報がないため、補間すべき画素がＲ画素の場合は
その画素のデータを使用し、Ｇｂ画素の場合では上側がＲ画素であるため、上側のＲ画素
のデータを上側補間データとする。
【００６６】
しかし、Ｂ画素またはＧｒ画素の場合では、その垂直ライン上にＲの情報がないため、左
右の垂直ラインのＲ画素とＧの１／２変調成分を基に上側補間データＴＤａｔａを生成す
る。具体的には、右側垂直ライン上のＲ画素と水平右側のＧの１／２変調成分を加算した
ものにＲＧａｉｎＤを係数として掛け合わせ、左側垂直ライン上のＲ画素と水平左側のＧ
の１／２変調成分を加算したものにＬＧａｉｎＤを係数として掛け合わせて足すことによ
り、上側補間データＴＤａｔａを生成する。
【００６７】
ところで、図８に示す原色ベイヤ配列において、Ｇ２２の画素に相当するＲ信号の補間を
行う場合、水平方向の補間に関しては両側がＲであり、Ｒが疎であるため問題ないが、垂
直方向の補間を行うとしても同一の垂直ラインではＧ０２，Ｂ１２，Ｇ２２，Ｂ３２，Ｇ
４２のようにＧ信号またはＢ信号のみしか存在しない。このため、隣りの垂直ラインのＲ
信号を用いる必要がある。
【００６８】
しかし、水平方向で信号レベルが急激に変化するような垂直のエッジを撮像すると、エッ
ジがＧ２２の垂直ラインと隣りの例えばＲ２３の垂直ラインの間にくることがある。この
場合には、Ｇ２２の位置のＲ信号のレベルはＲ０１／Ｒ２１／Ｒ４１などとはほぼ等しく
なるべきだが、Ｒ０３／Ｒ２３／Ｒ４３などのＲ信号のレベルを使用するため、本来の信
号レベルとは異なり、エッジに色が着くことが懸念される。
【００６９】
ところが、原色ベイヤ配列の信号処理において、上述したように、Ｒ画素およびＢ画素の
信号からＲ信号／Ｂ信号を補間する際に、右側相関値Ｓｒと左側相関値Ｓｌに基づいて水
平方向の補間データ用補間係数ＬＧａｉｎＤ，ＲＧａｉｎＤを、上側相関値Ｓｔと下側相
関値Ｓｂに基づいて垂直方向の補間データ用補間係数ＴＧａｉｎＤ，ＢＧａｉｎＤを算出
して用いるようにしたことで、エッジ部の色付き（色偽信号）を抑圧しつつ、４方向相関
検出補間処理による解像度／解像感の向上が可能となる。
【００７０】
図１７は、本発明に係るカメラの一例を示す概略構成図である。図１７において、被写体
からの入射光は、レンズ１０１等を含む光学系によってＣＣＤエリアセンサ１０２の受光
面（撮像面）上に結像される。ＣＣＤエリアセンサ１０２の受光面上には、色配列が例え
ば原色ベイヤ配列のカラーフィルタ１０３が設けられている。ＣＣＤエリアセンサ１０２
は、ＣＣＤ駆動回路１０４によって露光、信号電荷の読み出しおよび転送などの駆動制御
が行われる。
【００７１】
ＣＣＤエリアセンサ１０２の出力信号は画像処理装置１０５に供給され、種々の信号処理
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が行われる。この画像処理装置１０５として、水平垂直および斜めの８方向の相関を検出
し、その検出結果に基づいて適応型補間処理を行う上記実施形態に係る画像処理装置が用
いられる。
【００７２】
このように、例えば原色ベイヤ配列のカラーフィルタ１０３を持つＣＣＤエリアセンサ１
０２を撮像デバイスとして用いたカメラにおいて、水平垂直および斜めの８方向の相関を
検出し、その検出結果に基づいて適応型補間処理を行うようにしたことで、カラーフィル
タ１０３上において各色が飛び飛びに存在しても、解像感を損なうことがないとともに、
折れ曲がった線や、直角に曲がった角の部分などにおいても良好に補間処理が行われるの
で、より良好な撮像画像を得ることができる。
【００７３】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、カラーフィルタを受光面上に有する固体撮像素
子から出力される画像信号に対して、補間すべき画素とその周辺画素との相関を検出して
色補正処理を行う際に、前記補間すべき画素に関して補間する方向にローパスフィルタを
通すことによって得られる補間データに補間係数を乗算し、その乗算結果を加算すること
によって補間処理を行う際に、補間画素に関して左右および上下の４方向に対応する画素
情報に基づいてその４方向に対する相関値を算出し、この算出した４方向に対する相関値
の各々の大小関係に応じて相関モードを決定し、その相関モードにより算出方法を変えて
補間係数を決定し、この決定した補間係数に基づいて上記４方向に対応する画素情報を基
に補間処理を行うようにしたことにより、相関値の算出方向に対して直交していない方向
のエッジに対しても、良好に相関の度合いを判定できるため、補間処理後の斜めエッジが
ぼやけることなく良好に再現できるとともに、折れ曲がった線や、直角に曲がった角の部
分などにおいても良好に補間することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による画像処理装置の基本構成を示すブロック図である。
【図２】カラーフィルタの原色ベイヤ配列図である。
【図３】検出部の構成の一例を示すブロック図である。
【図４】補間部の構成の一例を示すブロック図である。
【図５】ＶＨ相関検出部および斜め相関検出部の具体的な構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図６】相関値算出回路の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【図７】変化量の算出の概念図である。
【図８】変化量の算出法を説明するための原色ベイヤ配列図である。
【図９】相関モード決定回路の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【図１０】輝度Ｙ０の検出の概念図である。
【図１１】変数αを算出する回路の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【図１２】Ｇ補間部の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【図１３】Ｒ，Ｂ補間部の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【図１４】斜め補間補正用ゲインの算出の概念図である。
【図１５】水平垂直ＲＢ補間係数を算出するための構成図である。
【図１６】補間係数算出回路の特性の一例を示す特性図である。
【図１７】本発明に係るカメラの一例を示す概略構成図である。
【符号の説明】
１１…カラーフィルタ、１２…ＣＣＤエリアセンサ、１４…検出部、１５…補間部、１６
…ＶＨ相関検出部、１７…斜め相関検出部、１８…Ｇ補間部、１９…Ｒ補間部、２０…Ｂ
補間部、２１～２４，２６～２９…相関値算出回路、２５，３０…相関値→相関ゲイン変
換回路、３１…ＶＨ‐斜め比較回路、３３～３６…変化量算出回路、３７～３９…ＬＰＦ
（ローパスフィルタ）、４５～４８…絶対値化回路、４９～５２…係数付加回路、５４～
５９…コンパレータ、９６…補間係数算出回路
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