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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１枚の画像と、前記画像に対応する奥行き情報から、前記画像とは異なる視
点の視差画像を生成する装置において、
　２つ以上の視点を含む組毎に、視差画像を作成した場合に生じる陰面領域が大きくなる
程、大きな値となる評価値を、前記奥行き情報から算出する算出部と
　前記視点の組に対して算出された前記評価値が最小となる前記視点の組を選択する選択
部と、
前記選択部において選択された前記視点の組に対応する視点の視差画像を、前記画像から
生成する生成部と、
を備える立体画像生成装置。
【請求項２】
　前記２つ以上の視点を含む組のうち少なくとも１つの視点は、前記画像に対応する視点
を含む請求項１に記載の立体画像生成装置。
【請求項３】
　前記算出部は、２つの視点からなる前記視点の組毎に前記評価値を算出する請求項１に
記載の立体画像生成装置。
【請求項４】
　前記算出部は、前記視点の組毎に、それぞれの視点で前記視差画像を作成した場合に生
じる前記陰面領域の面積の和から、前記評価値を算出する請求項１に記載の立体画像生成
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装置。
【請求項５】
　前記算出部は、前記画像に対応する奥行き情報において、隣接する画素間の奥行き値の
差分和から前記評価値を算出する請求項１に記載の立体画像生成装置。
【請求項６】
　前記算出部は、前記陰面領域の位置が、前記画像上の中心位置に近いほど大きくなる重
みを用いて前記評価値を求める請求項１に記載の立体画像生成装置。
【請求項７】
 前記算出部は、前記陰面領域に属する画素の配置が集中している程、大きくなる重みを
用いて前記評価値を求める請求項１に記載の立体画像生成装置。 
【請求項８】
　前記算出部は、前記画像が動画像である場合に、ある視点の組における前記評価値は、
既に前記評価値を算出した画像において前記選択された視点に近いほど小さくなる重みを
用いた方法で求める請求項１に記載の立体画像生成装置。
【請求項９】
　前記画像が動画像である場合に、時間軸上での視点の変化を抑制する視点制御部をさら
に備える請求項１に記載の立体画像生成装置。
【請求項１０】
　前記画像が動画像である場合に、シーンチェンジを検出する検出部をさらに備え、
　検出された前記シーンチェンジの前後における視点の変化を大きくする請求項９記載の
立体画像生成装置。
【請求項１１】
　少なくとも１枚の画像と、前記画像に対応する奥行き情報から、前記画像とは異なる視
点の視差画像を生成する方法において、
　２つ以上の視点を含む組毎に、視差画像を作成した場合に生じる陰面領域が大きくなる
程、大きな値となる評価値を前記奥行き情報に基づいて算出し、
　前記視点の組に対して算出された前記評価値が最小となる前記視点の組を選択し、
選択された前記視点の組に対応する視点の視差画像を、前記画像と前記奥行き情報から生
成する、
立体画像生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、視差画像生成装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、民生用の立体表示デバイスの開発が活発化している一方で、多くの映像は2次元
画像である。そこで、2次元画像から立体画像を生成する方法が提案されている。立体画
像を生成するために、元の画像に含まれない視点の画像を生成する必要が生じる場合があ
る。その場合、原画像では物体の陰になって見えない部分（以下、陰面領域と記載）には
、画素を補間する等する必要がある。
【０００３】
　そこで、陰面領域の画素値を補間する方法が提案されている。2次元画像から3次元画像
を生成する際に生じる陰面領域の画素値を、陰面領域に隣接する部分画像の端部の画素に
対応する画素値に基づいて生成する技術がある。上記した従来技術では、視差画像におけ
る陰面領域の画素値を補間する際、陰面領域が奥側の領域であるにも関わらず、手前側の
物体を表す画素値を補間してしまう場合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００４－２９５８５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、陰面の影響がより少ない視差画像を生成することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、実施態様の立体画像生成装置は、少なくとも１枚の画像と
、前記画像に対応する奥行き情報から、前記画像とは異なる視点の視差画像を生成するた
めに、算出部、選択部および生成部を備える。算出部は、２以上の視点を含む組毎に、視
差画像を作成した場合に生じる陰面領域が大きくなる程、大きな値となる評価値を、前記
奥行き情報から算出する。選択部は、前記視点の組に対して算出された前記評価値が最小
となる前記視点の組を選択する。生成部は、前記選択部において選択された前記視点の組
に対応する視点についての視差画像を、前記画像から生成する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態の立体画像生成装置を示す図。
【図２】画像の画素位置と水平・垂直方向の座標との関係について説明する図。
【図３】視差量と奥行き値の関係を示す概念図。
【図４】視点軸を説明する図。
【図５】縦横に複数台のカメラが並べて撮影された場合の視点軸を示す図。
【図６】入力画像とそれに対応する奥行き情報の一例を表す図。
【図７】線分ＭＮを通る平面における奥行きの分布と視点の組を示す図。
【図８】入力画像から生成した、視差画像の例を示す図。
【図９】立体画像生成装置の動作を示す図。
【図１０】算出部が行う詳細な動作の一例を示す図。
【図１１】算出部が行う詳細な動作の変更例を示す図。
【図１２】視点と陰面面積の関係を示す概念図。
【図１３】視点と陰面面積の関係を示す概念図。
【図１４】算出部が行う詳細な動作の変更例を示す図。
【図１５】第２の実施形態の立体画像生成装置を示す図。
【図１６】第３の実施形態の立体画像生成装置を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態について説明する。なお、互いに同様の動作をする構成や処理
には共通の符号を付して、重複する説明は省略する。
【０００９】
　（第１の実施形態）
　本実施形態の立体画像生成装置は、少なくとも１枚の入力画像と、入力画像に対応する
奥行き情報から、入力画像とは異なる視点の視差画像を生成する。本実施形態の立体画像
生成装置が生成する視差画像は、立体表示可能であればいずれの方式のいずれであっても
構わない。フィールドシーケンシャル、フレームシーケンシャルのどちらでも構わないが
、本実施形態では、フレームシーケンシャル場合について例示する。また、入力画像は、
二次元画像だけでなく立体画像であっても構わない。
【００１０】
　奥行き情報は画像提供者があらかじめ用意しておいた奥行き情報であってもよい。また
、入力画像から、何らかの推定手法によって推定された奥行き情報であってもよい。
【００１１】
　さらに、奥行き情報は、そのダイナミックレンジを圧縮・伸長などの加工が施されたも
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のであってもよい。入力画像と奥行き情報が供給される方法は、種々の方法であって構わ
ない。例えば、チューナーを介して、または光ディスクに記憶された情報の読み込みによ
って、少なくとも１枚の入力画像と、入力画像に対応する奥行き情報を取得する方法があ
る。また、外部から２次元画像や、視差のある立体画像が供給され、立体画像生成装置に
入力される前段において奥行き値を推定する方法であっても構わない。
【００１２】
　図１は、本実施形態の立体画像生成装置を示す図である。立体画像生成装置は、算出部
１０１、選択部１０２および視差画像生成部１０３を備える。立体画像生成装置は、入力
画像に対応する奥行き情報から、入力画像とは異なる視点の視差画像を生成する。互いに
視差のある視差画像を表示することで視聴者は立体画像として知覚することが出来る。
【００１３】
　算出部１０１は、奥行き情報（だけ）を使って複数の候補視点の組毎に、視差画像を作
成した場合に生じる陰面領域が大きくなる程、大きな値となる評価値を算出する。算出し
た評価値は、組合せの情報と対応させて選択部１０２に送られる。なお、算出部１０１は
実際に視差画像を作成する必要はなく、仮定した視点の組で生じる陰面領域の面積が試算
できればよい。本実施形態では、陰面面積の大きさは陰面領域に属する画素数の合計を示
す。１つの組に含まれる視点の数は２以上であればいくつであっても構わない。候補視点
とは、画像を撮像する位置を予め仮想的に定めたものを示す。
【００１４】
　選択部１０２は、算出部１０１が組毎に算出した評価値に基づいて、1つの候補視点の
組を選択する。選択方法は、評価値が最小の候補視点の組を選択するのが好ましい。複数
の候補視点のなかで、視差画像を作成した場合に生じる陰影面積が最小になるようなもの
を視差画像生成の視点として選択することとなる。
【００１５】
　視差画像生成部１０３は、選択部１０２において選択された視点の組に対応する視点の
視差画像を生成する。
【００１６】
　以降、入力画像が撮影された仮想的な視点を第１の視点と呼ぶ。なお、入力画像が複数
の視点から撮像された複数の画像を有する場合など、第１の視点に複数の視点が含まれる
場合もある。また、選択部１０２が選択した視点の組に含まれる視点を第２の視点の組と
呼ぶ。視差画像生成部１０３は、第２の視点の位置から撮影された仮想的な画像を生成す
る。
【００１７】
　図２は、画像（入力画像、視差画像を含む）の画素位置と水平・垂直方向の座標との関
係について説明する図である。画像の画素位置を灰色の丸で表示し、また水平方向、垂直
方向の軸を記載したものである。このように、各画素位置は、水平・垂直方向座標の整数
位置にとるものとする。以降、特に断らない限り、ベクトルは画像の左上端（０，０）を
起点とする。
【００１８】
　図３は、視差量と奥行き値の関係を示す概念図である。ｘ軸は、画面の水平方向に沿う
軸である。ｚ軸は、奥行き方向に沿う軸である。奥行きの大きさが大きくなる程、撮像位
置から奥まった位置となる。ｚ＝０は、表示面の仮想的な位置を示す。直線ＤＥは、表示
面上にある。点Ｂは、第１の視点を示す。点Ｃは、第２の視点を示す。図３では、視聴す
る位置は、画面に対して平行に視聴していると仮定しているため、直線ＤＥと直線ＢＣは
平行である。点ＢＣ間の距離をｂとする。対象物は、奥行きＺaの点Ａに配置されている
。ここで、奥行きＺaは奥行き方向を正とするベクトルである。点Ｄは、対象物が入力画
像上に表示される位置を示している。点Ｄの画面上での画素位置をベクトルiで表わす。
点Ｅは、対象物が生成される視差画像上に表示されている場合の位置を示している。つま
り、線分ＤＥの長さが視差量である。
【００１９】
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　図３（ａ）は、画面よりも奥側の対象物を表示する際の奥行き値と視差量の関係を示す
図である。また、図３（ｂ）は、画面よりも手前側の対象物を表示する際の奥行き値と視
差量の関係を示す図である。図３（ａ）と、（ｂ）とでは、点Ｄと点Ｅのｘ軸上での位置
関係が逆転している。点Ｄと点Ｅの位置関係を反映するため、点Ｄを始点とし、点Ｅを終
点とする視差ベクトルｄ(i)を定義する。視差ベクトルの要素値は、ｘ軸に従う。図３の
様に視差ベクトルを定義すれば、画素位置iの視差量はベクトルｄ(i)で表わされる。
【００２０】
　いま、視聴者から画面に向かうベクトルをZsとすれば、三角形ＡＢＣと三角形ＡＤＥが
相似関係にあるため、｜Ｚａ＋Ｚｓ|：｜Ｚａ｜＝ｂ：｜ｄ(i)｜が成り立つ。これをｄ(i
)について解くと、図３のようにｘ軸、ｚ軸を設定するため、以下の式が成り立つ。
【数１】

【００２１】
つまり、画素位置iの奥行きＺａ(i)から視差ベクトルｄ(i)は、一意に定まる。よって、
以降の説明において、視差ベクトルと記載されている部分は奥行き値と読み替えることが
可能である。
【００２２】
　次に、図４，図５を用いて視点について説明する。
【００２３】
　図４は、視点軸を説明する図である。図４(a)は、図３と同様の方向から見た画面と視
点の関係を示す。点Ｌは左目の位置、点Ｒは右目の位置、点Ｂは入力画像の撮影位置を示
している。点Ｌ、Ｂ、Ｒを通る図の右方向に正となり、原点を点Ｂとする視点軸を定義す
る。
【００２４】
　また、図４(b)も同様に、図３と同様の方向から見た画面と視点の関係を示す。この場
合、点Sと点Tの２つの視点から撮影されたそれぞれの画像が入力されたときの視点軸は、
図４(a)と同様に、図の右方向に正とし、撮影した視点の中間、つまり、点Sと点Tの中点
を原点とする軸となる。この軸は、図３における直線ＢＣと平行をなす。視点軸上では実
空間の距離ではなく、人間の平均的な眼間距離を１に正規化した座標（scale）を用いる
。そのように定義すると図４において、点Ｒは視点軸上で0.5、点Ｌは-0.5に位置する。
以降の説明では、視点を視点軸上の座標で表すことにする。このようにすれば、式（１）
を視点（scale）に応じた関数として式（２）の様に書くことができる。

【数２】

【００２５】
　このようにすれば、たとえば視点0.5から見た画像の画素位置iにおける画素値I(i,0.5)
は、式（３）のように表せる。

【数３】

【００２６】
　また、入力画像が１視点による映像である場合について例示したが、２以上の視差画像



(6) JP 5627498 B2 2014.11.19

10

20

30

40

50

が提供された場合でも同様に視点軸を設定することが出来る。左目用の画像は視点軸上で
は-0.5、右目用の画像は0.5から撮影されたと想定した視点軸を設定することができる。
また、図５のように縦横に複数台のカメラが並べて撮影された画像が入力された場合にお
いても、図５のｖ軸，ｈ軸のように視点軸を定めることも可能である。
【００２７】
　陰面領域に属する画素数と視点との関係について、図６～図９を用いて説明する。
【００２８】
　図６は入力画像とそれに対応する奥行き情報の一例を表す図である。奥行き情報は、黒
ければ黒いほど視聴者側に近い位置を示す。
【００２９】
　図７は、図６の入力画像上に仮定した線分ＭＮを通る平面における奥行きの分布と視点
の組を示す図である。太線で示した線は、奥行き値を表している。(Ｌ、Ｒ）、（Ｌ’、
Ｒ’）の２つの視点の組を仮定する。Ｌ、Ｌ'は左目の視点、Ｒ、Ｒ'は右目の視点を表し
ている。ＬとＲとの間の距離、及びＬ’とＲ’との間の距離は、それぞれ平均的な眼間距
離であることが好ましい。視点の組（Ｌ，Ｒ）から見た場合の視差画像を生成すると、視
点Ｒから見た場合において図７中に示したように幾何的に陰面領域７０１が発生する。陰
面領域とは、ある視点からは別の物体や面の陰になって入力画像では見えない部分にある
領域を示す。
【００３０】
　図８（ａ）は、図６の入力画像から生成した、視点Ｌ、Ｒにおける視差画像を示す図で
ある。陰面領域７０１を含む視差画像が生成される。入力画像には、陰面領域の情報が含
まれないために、何らかの方法で推定した画素値を補間する必要がある。しかしながら、
陰面領域の画素値を正しく予想することは困難であり、画質劣化が生じる可能性が高い。
【００３１】
　図８（ｂ）は、図６の入力画像から生成した、視点Ｌ’、Ｒ’における視差画像を示す
図である。図７の例の場合、視点の組（Ｌ’、Ｒ’）から見た場合の視差画像を生成する
と、陰面領域が発生しない。したがって、図８（ｂ）に示すように陰面領域を含まずに視
差画像を生成することが可能になる。つまり、入力された奥行き情報に応じて、適応的に
視点の組を変更することによって、陰面領域に属する画素数の合計が変化することがわか
る。
【００３２】
　図９は、立体画像生成装置の動作を説明する図である。
【００３３】
　算出部１０１が、候補となる視点の組を、視点軸に従って設定する（Ｓ９０１）。たと
えば、左目用の視差画像と右目用の視差画像を生成するときは、各組が2視点から成る。
集合Ωは、候補となる視点の組を示す。なお、あらかじめ候補となる視点の組を定めてお
いても良い。集合Ωを以下の場合で設定した例について説明する。
【００３４】
Ω={ (-0.5, 0.5), (-1.0, 0.0), (0.0, 1.0)}
３つの視点の組を候補とする例を述べたが、複数であれば任意の数でよい。なお、候補の
数が多くなるほど演算量が必要になる。そのため、許容される演算量に応じて候補の数を
設定するのが好ましい。また、視点の組の要素の１つに入力画像が撮影された視点と同じ
視点を含めることで、後段の視差画像生成においての演算量を削減することが可能である
。例えば、前述の例の(-1.0, 0.0),(0.0, 1.0)は、入力画像が撮影された視点と同じ視点
を含む。
【００３５】
　算出部１０１が、集合Ωのそれぞれの視点の組ωに対して評価値Ｅ（ω）を算出する（
Ｓ９０２）。評価値Ｅ（ω）は、先に述べたように陰面領域に属する画素数が大きくなれ
ばなるほど大きくなるような値を用いる。評価値Ｅ（ω）の算出方法は、様々な方法が考
えられる。１つは、前に述べた視差ベクトルを利用して、視差ベクトルの指し示す位置に
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入力画素値を割り当て、画素値が割り当てられない画素数を算出すればよい。具体的な算
出方法は、図１０を用いて後述する。
【００３６】
　算出部１０１は、Ｓ９０１で設定した視点の組全ての評価値を算出したか判定し（Ｓ９
０３）、算出していない場合（Ｓ９０３，Ｎｏ）、Ｓ９０２に戻り評価値を算出していな
い視点の組の評価値Ｅ（ω）を算出する。Ｓ９０１で設定した視点の組全ての評価値を算
出した場合（Ｓ９０３，Ｙｅｓ）、Ｓ９０４に進む。
【００３７】
　選択部１０２は、Ｓ９０２で算出した評価値に基づいて視差画像の生成に使用する視点
の組を選択する（Ｓ９０４）。評価値が最小の視点の組を選択するのが好ましい。
【００３８】
　視差画像生成部１０３は、Ｓ９０４で選択された視点の組に対応する視差画像を生成す
る。例えば、Ｓ９０４で選択された視点の組が(0.0, 1.0)の場合には、視点1.0に対応す
る視差画像を生成する（Ｓ９０５）。なお、視点0.0に対応する画像は入力画像なので改
めてＳ９０５で生成する必要はない。
【００３９】
　Ｓ９０５で生成した視差画像を出力し、１つの入力画像に対する処理を終了する。
【００４０】
　図１０は、算出部１０１が行うＳ９０２の詳細な動作の一例を示す図である。
【００４１】
　算出部１０１は、Ｅ(ω)を0に初期化する（Ｓ９０２１）。入力された奥行き情報を用
いて、処理対象の視点の組ωのうちのある視点ωｊの画像内の各画素が陰面領域であるか
否かを表すマップ関数Map(i,ωj)を作成する。視点ωｊに対応する画像上の画素i∈Pに対
して、Map(i,ωj)=OCCLUDEを初期値として設定する（Ｓ９０２２）。ここで、Pは入力画
像のすべての画素を示す。OCCLUDEとは、左辺で示される画素が陰面領域に属することを
意味する。
【００４２】
次に、画素i∈Pに対して、奥行き情報を変換した視差ベクトルd(i,ωj)分シフトさせた位
置の値をMap(i+d(i,ωj),ωj)=NOT_OCCLUDEと書き換える（Ｓ９０２３）。ここで、NOT_O
CCLUDEとは、左辺で示される画素が陰面領域に属しないことを意味する。
【００４３】
　そして、全てのωの要素ωjについてステップＳ９０２２～Ｓ９０２３の処理が終了し
たか否かを判定する（Ｓ９０２４）。全てのωの要素ωjについてＳ９０２２～Ｓ９０２
３の処理が終了していない場合（Ｓ９０２４，ＮＯ）は、ステップＳ９０２２に遷移する
。 
　全てのωの要素ωjについてＳ９０２２～Ｓ９０２３の処理が終了した場合（Ｓ９０２
４，ＹＥＳ）、Map(i,ωj)のすべての画素i∈Pに対して、Map(i,ωj)=OCCLUDEであるか否
かを判定する（Ｓ９０２５）。Map(i,ωj)=OCCLUDEの場合（Ｓ９０２５，Ｙｅｓ）、E(ω
)に当該画素の数を加算する（Ｓ９０２６）。すなわち、マップ関数Map(i,ωj)の全ての
画素i∈Pの中で、Map(i,ωj)=OCCLUDEである画素の数をE(ω)に加算する。Map(i,ωj)=OC
CLUDEでない場合（Map(i,ωj)=NOT_OCCLUDEの場合）は（Ｓ９０２５，ＮＯ）、ステップ
Ｓ９０２６の処理は行わず、ステップＳ９０２７遷移する。
【００４４】
　これにより、視差画像I(i,ωj)において、視差ベクトルによって画素値が割り当てられ
ない、つまり陰面領域に属する画素数を示す評価値E(ω)が得られる。
【００４５】
　ステップＳ９０２７では、全ての画素ｉについてステップＳ９０２５～Ｓ９０２６の処
理が終了したか否かを判定する（Ｓ９０２７）。全ての画素ｉについてステップＳ９０２
５～Ｓ９０２６の処理が終了していない場合（Ｓ９０２７，ＮＯ）は、ステップＳ９０２
５に遷移する。
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【００４６】
　全ての画素ｉについてステップＳ９０２５～Ｓ９０２６の処理が終了した場合（Ｓ９０
２７，ＹＥＳ）は、全てのωの要素ωjについてステップＳ９０２５～Ｓ９０２６の処理
が終了したか否かを判定する（Ｓ９０２８）。全てのωの要素ωjについてＳ９０２５～
Ｓ９０２６の処理が終了していない場合（Ｓ９０２８，ＮＯ）は、ステップＳ９０２５に
遷移する。
【００４７】
　全てのωの要素ωjについてＳ９０２５～Ｓ９０２６の処理が終了した場合（Ｓ９０２
８，ＹＥＳ）、ステップＳ９０２の処理を終了する。
【００４８】
　（変更例１）
　図１１は、算出部１０１が行う評価値の算出方法の別の例について述べる図である。図
１０の処理においては、陰面領域画素数を単純に算出していた。陰面領域画素の周辺に画
素値が割り当てられている場合は、内挿補間が行える。そのため陰面領域の画素が大きな
画質劣化を引き起こさない場合がある。逆に、陰面領域画素が集中した場合は内挿補間な
どの手段がとれないために、陰面領域の画素値の推定が困難となる。この困難さを考慮し
た評価値の算出方法を図１１に示す。図１０のＳ９０２５～Ｓ９０２８のステップをＳ１
１０１～Ｓ１１０８に置き換えて算出部１０１が処理すればよい。
【００４９】
　まず、内部変数weightを０に初期化する（Ｓ１１０１）。Map(i,ωj)のすべての画素i
∈Pに対して、Map(i,ωj)=OCCLUDEであるか否かを判定する（Ｓ１１０２）。画素i∈Pに
対して、Map(i,ωj)がOCCLUDEのとき(Ｓ１１０２，Ｙｅｓ)、weightをインクリメントし
、次に、E(ω)にweightを足しこむ（Ｓ１１０３）。また、Map(i,ωj)がOCCLUDEではない
とき(Ｓ１１０２，ＮＯ)、weightを０にする(Ｓ１１０４)。このとき、画素iの選ばれる
順番はラスタスキャン走査順に従う。つまり、この操作は、Ｓ１１０２において、ラスタ
スキャン走査順で選択された各画素が連続して、陰面領域に属すると判定されればされる
ほど、weightの値が大きくなり、Ｓ１１０３におけるE(ω）の増加量が大きくなる。
【００５０】
　そして、全ての画素ｉについてステップＳ１１０２～Ｓ１１０４の処理が終了したか否
かを判定する（Ｓ１１０５）。全ての画素ｉについてステップＳ１１０２～Ｓ１１０４の
処理が終了していない場合（Ｓ１１０５，ＮＯ）は、ステップＳ１１０２に遷移する。全
ての画素ｉについてステップＳ１１０２～Ｓ１１０４の処理が終了した場合（Ｓ１１０５
，ＹＥＳ）は、全てのωの要素ωjについてステップＳ１１０２～Ｓ１１０４の処理が終
了したか否かを判定する（Ｓ１１０６）。全てのωの要素ωjについてＳ１１０２～Ｓ１
１０４の処理が終了していない場合（Ｓ１１０６，ＮＯ）は、ステップＳ１１０２に遷移
する。
【００５１】
　全てのωの要素ωjについてＳ１１０２～Ｓ１１０４の処理が終了した場合（Ｓ１１０
６，ＹＥＳ）は、処理を終了する。
【００５２】
　なお、ここでは、ラスタスキャン順を挙げたが、その他にヒルベルト走査など画像内の
領域を一筆書きで走査する順番に変更してもよい。さらに、Ｓ１１０３におけるＥ(ω)+=
weightの代わりに、Ｅ(ω)+=２^weightのようにして、陰面領域が連続すればするほどよ
り評価値が大きくなるようにしてもよい。
【００５３】
　また、陰面領域は画面の中央付近に出現すると、主観的に画質劣化が目立ちやすい。こ
のことを考慮すると、図１１のＳ１１０３におけるE(ω)＋＋の代わりに、E(ω)+=exp(-(
Norm(i-c)))として、画素位置iが画面中央に近ければ近いほど評価値を大きくすることも
可能である。ここで、ｃは画面の中央位置を表すベクトルである。また、Norm()は、ベク
トルのノルム値を表す関数であり、一般的なＬ1ノルムやＬ2ノルムを使用する。同様に、
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図１１のＳ１１０３におけるE(ω)+=weightの代わりにE(ω)+=weight*exp(-Norm((i-c)))
のようにして、同様の効果を持たせてもよい。
【００５４】
　（変更例２）
 また、視点の組は時間的に不連続であると、それによる映像の時間的つながりがなくな
るために、主観的に大きな画質劣化につながる。そこで、時間的に1フレーム前において
視差画像を作成した場合の視点の組ωt-1となるべく近い視点の組が後述する選択部１０
２において選択されるようにするような評価値E(ω)の導出法も考えられる。具体的には
、図１０のＳ９０２６におけるE(ω)＋＋の代わりに、E(ω)+=(1-exp(-(Norm(ω-ωt-1))
))として、視点の組ωが前フレーム作成時に選択された視点の組ωt-1に近ければ近いほ
ど評価値を小さくすることも可能である。Norm()は、先に述べたように、一般的なＬ1ノ
ルムやＬ2ノルムを使用する。同様に、図１１のＳ１１０３におけるE(ω)+=weightの代わ
りにE(ω)+=weight*(1-exp(-(Norm(ω-ωt-1))))のようにして、同様の効果を持たせても
よい。
【００５５】
　陰面領域の大きさは、与えられた奥行き情報において、隣接画素の奥行き値の1次微分
から求められることが幾何的な関係からわかる。以下では、そのことを説明する。
【００５６】
　図１２は、図３などと同様に、鉛直方向から見た場合の図を表している。点Ａは、視点
軸上でαの位置にある視点とする。つまり線分AEの長さは、眼間距離をｂとすればｂαと
なる。点Ｃおよび点Ｄは画素位置を表していて、この場合点Ｃ及び点Ｄは隣接している画
素とする。また、奥行き値が従う座標ｚ軸の原点に画面を配置する。ここで、z軸の負の
値は、－Zs以下にはならないことを仮定する。これは、視聴者の位置よりも飛び出してく
ることはないためである。このｚ軸に従って、点Ｃの奥行き値ｚ(C)、点Ｄの奥行き値z(
Ｄ)で表わす。視点軸の原点は点Ｅである。太線は、与えられた奥行き値を表している。
この場合、線分ＢＣの長さが陰面領域の大きさになることがわかる。この線分ＢＣの長さ
は、△ＡＥＦと△ＢＣＦの相似関係を用いると、
【数４】

【００５７】
のように書ける。ただし、αは０以上の場合である。なぜなら、図で示すようにｚ(C)と
ｚ(D)の勾配ｚ（C)-ｚ（D)が負のときの陰面領域は、α＞１のとき発生するためである。
【００５８】
　図１３は、視点と陰面面積の関係を示す別の概念図である。図１２を左右反転した場合
の図を示す。ただし、点Cと点Dの位置関係を図１２と同じにするために、点Cと点Dの位置
は入れ替えている。つまり、奥行き値の勾配z（C)-ｚ（D)＞0となる場合を示す。この場
合、先ほどと同様に幾何的な関係を用いれば、線分ＢDの長さは、
【数５】

【００５９】
のように書ける。ただし、α＜０となる。これらの関係をまとめると、陰面領域の大きさ
を表す線分の長さＬ(α,i,j)は
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【数６】

【００６０】
と書ける。画素位置i,jは隣接した画素である。
【００６１】
　図１４は、Ｌを用いた際の評価値E(ω)の算出方法を説明する図である。図１４のステ
ップＳ５０1～ステップＳ５０３に示すように、算出部１０１は、集合Ωの要素ωに含ま
れる視点すべてに対し、及びすべての画素i∈Pに対し、

【数７】

【００６２】
によって評価値を算出することもできる。その場合、ただし、ｊはラスタスキャン順にi
を走査していった場合の次の位置の画素位置を示す。また、数７は、陰面領域の大きさが
大きくなればなるほど評価値E(ω）が大きくなるように、

【数８】

【００６３】
のようにしてもよい。ただし、Pow(x,y) はｘのｙ乗の値を返す関数である。さらに、画
面の中央にある陰面領域であればあるほど、評価値E(ω）が大きくなるように、画面の中
心位置を示す位置ベクトルｃを用いて

【数９】

【００６４】
のようにしてもよい。また、選ばれる視点の組が時間的に大きな変化を起こさないように

【数１０】

【００６５】
などの式を用いてもよい。
【００６６】
　選択部１０２は、算出部１０１において定義された集合Ωの要素それぞれの評価値E(ω
)を入力とし、ひとつの視点の組ω_selを決定する。ω_selは、

【数１１】

【００６７】
のように、集合Ωのそれぞれの視点において評価値E(ω)が最小になる視点の組とする。
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または、所定の閾値Ｔｈに対してＥ(ω)＜Ｔｈとなる視点の組の中から、ωt-1にもっと
も近いωをω_selとする。ここで、所定の閾値Ｔｈとは、画面全体の画素数に対して陰面
領域に属する画素数が0.１％となるように定めることが好ましい。
【００６８】
　視差画像生成部１０３は、奥行き情報と入力画像と選択部１０２において、決定された
視点の組ω_selを取得し、視点の組に応じた視差ベクトルに従って視差画像を生成して出
力する。この際、評価値が０でない限り陰面領域が発生する。発生した陰面領域に対して
画素値を与える方法は、既存の如何なる方法であっても構わない。
【００６９】
　第1の実施形態によれば、あらかじめ設定した複数の第２の視点の組から視差画像を生
成した場合に現れる陰面領域の画素数が大きくなればなるほど大きくなる評価値を算出し
、評価値が最小になる第２の視点の組を選択し、その第２の視点の組から仮想的に撮影し
た場合の視差画像を生成することで、陰面領域に属する画素数を低減させることが可能と
なり、視差画像をより高画質化することが可能となる。
【００７０】
　また、上記例は２次元の画像１枚が入力された場合であるが、提供者側があらかじめ用
意している左目用と右目用の視差画像が入力された場合に対しても、撮影時とは異なる撮
影位置からの画像を生成する用途がある。それは、入力された視差画像は、提供者側です
でに定められた視差量によって立体映像を出力せざるを得ない一方で、視聴者側ではより
視差量をつけて迫力のある立体映像を視聴したい、または視差量を弱めて立体映像の視聴
による疲労を低減させたいなどのニーズに対しての用途である。そのために、入力左右視
差画像に対してステレオマッチングなどの手法によって奥行き情報を生成し、奥行きのダ
イナミックレンジを大きく、または小さくした視差画像を生成することで、上記視聴者の
ニーズに応えることも可能になる。
【００７１】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、あらかじめ設定した複数の第２の視点の組から視差画像を生成し
た場合に現れる陰面領域の画素数が大きくなればなるほど大きくなる評価値を算出し、評
価値が最小になる第２の視点の組を選択していた。その場合、視点が時系列に急激な変化
を起こす可能性がある。動画像が入力されている場合において、視点の急激な変化が起こ
ると、立体映像の時間的なつながりがなくなり、視聴者に違和感を与える。本実施形態で
は、視点の変化を緩やかにすることで、上記問題を解消する。
【００７２】
　図１５は、本実施形態の立体画像生成装置を示す図である。第１の実施形態とは、本実
施形態の立体画像生成装置は、視点制御部２０１をさらに備える点が異なる。
【００７３】
　視点制御部２０１は、選択部１０２が選択した視点の組ω_selを取得し、内部的に保持
している過去の視差画像の作成時の視点の組を利用して、補正した視点の組ω_corを視差
画像生成部１０３に送る。補正した視点の組ω_corの導出方法について説明する。
【００７４】
　ｎフレーム前に作成した視差画像の視点の組をω(n)で表わすことにする。ここで、ω(

0)はω_selとする。ω_corは、次のFIRフィルタによって導出する。
【数１２】

【００７５】
ただし、aiは、フィルタ係数であり、上記FIRフィルタがローパスフィルタになる特性を
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もつ係数を設定する。
【００７６】
　また、ω_corは、1次遅れを用いて次式によって導出することができる。
【００７７】
ω_cor = h*ω(0)+(1-h)ω(1)

ｈは時定数を表している。その範囲は、０＜ｈ＜１である。
【００７８】
　また、演算量を低減するために、ω_colの視点のうち少なくとも１つは入力画像の撮影
位置に固定することも考えられる。
【００７９】
　このように第２の実施形態では、視点の急激な変化を抑えることで、立体映像の時間的
なつながりを持たせ、視聴者に違和感を与えない立体映像生成装置を実現できる。
【００８０】
　（第３の実施形態）
　第２の実施形態では、陰面領域に属する画素数が小さくなる視点の組になるまでは緩や
かに変化するため、この遷移の間は陰面領域に属する画素数が必ずしも小さくならない。
一方で、シーンチェンジのタイミングにおいては、視差位置を急激に変化させても視聴者
に違和感を与えることはない。そこで、本実施形態では、動画のシーンが変化するタイミ
ングにおいては、視差位置の変化を大きくすることで、より適切な視点の組による立体映
像生成方法を提供する。
【００８１】
　図１６は、本実施形態の構成を示す図である。図１と比較して、検出部３０１と視点制
御部３０２を更に有する点が異なる。
【００８２】
　検出部３０１は、入力画像内のシーンチェンジを検出する。検出対象のフレームの前に
おいてシーンチェンジの発生を検出した場合にDETECT信号を視点制御部３０２に送る。ま
た、シーンチェンジの発生を検出しなかった場合に、NONE信号を視点制御部３０２に送る
。
【００８３】
　視点制御部３０２は、検出部３０１からNONE信号を受信した場合は、視差位置制御部２
０１と同様の処理を行う。一方で、DETECT信号を受信した場合は、ＦＩＲフィルタの出力
ではなく、ω(0)をω_corとする。また、1次遅れ系でω_colを導出する場合、時定数をｈ

1にする。ただし、1>ｈ1>ｈである。
【００８４】
　このように第３の実施形態では、動画のシーンが変化するタイミングにおいては、視差
位置の変化を大きくすることで、より適切な視点の組による立体映像生成装置を実現でき
る。　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示し
たものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、
その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種
々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範
囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含ま
れる。
【符号の説明】
【００８５】
１０１…算出部、１０２…選択部、１０３…視差画像生成部、
２０１、３０２…視点制御部、
３０１…検出部
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