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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを入力する画像データ入力部と、
　前記画像データから、処理対象の注目画素と該注目画素の周辺に位置する周辺画素とを
含む画素領域を抽出する画素抽出部と、
　前記画素領域内の各画素を前記画素領域内の画素値分布に応じて区分し、複数の画素グ
ループを形成する画素グループ形成部と、
　前記画素グループ毎に、該各画素グループに属する前記画素領域内の画素に設定する画
素グループ類似度として、前記注目画素を含む画素グループとの間の類似度を算出する画
素グループ類似度算出部と、
　前記注目画素の画素値をもとに、前記画素領域内の各画素の画素値類似度を算出する画
素値類似度算出部と、
　前記画素グループ類似度と前記画素値類似度とをもとに、前記画素領域内の画素に適用
するフィルタ係数を算出するフィルタ係数算出部と、
　前記画素領域内の画素値と前記フィルタ係数とをもとに、前記注目画素の画素値を平滑
化処理する平滑化処理部と、
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記画素グループ形成部は、
　予め定められる複数の区分パターンに従って前記画素領域内を複数の画素グループに区
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分した複数通りの画素グループ群の候補毎に画素グループ群代表類似度を算出する画素グ
ループ群代表類似度算出部と、
　前記画素グループ群代表類似度をもとに、前記複数通りの画素グループ群の候補の中か
ら前記画素領域の画素値分布に適合する画素グループ群の候補を代表画素グループ群とし
て選択する代表画素グループ群選択部と、
　を備え、前記代表画素グループ群の選択によって前記画素グループを形成することを特
徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記画素グループ群代表類似度算出部は、前記画素グループ群の候補を構成する画素グ
ループ毎に該画素グループに属する隣接画素間の類似度を算出し、算出した類似度の総和
を前記画素グループ群代表類似度として算出することを特徴とする請求項２に記載の画像
処理装置。
【請求項４】
　前記画素グループ群代表類似度算出部は、前記隣接画素の画素値の差分絶対値を前記隣
接画素間の類似度として算出することを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記代表画素グループ群選択部は、前記複数通りの画素グループ群の候補毎に算出した
画素グループ群代表類似度のうち、値が最も小さい画素グループ群代表類似度の画素グル
ープ群の候補を前記代表画素グループ群として選択することを特徴とする請求項４に記載
の画像処理装置。
【請求項６】
　前記画素グループ類似度算出部は、
　前記複数の画素グループ毎に、画素グループ代表値を算出する画素グループ代表値算出
部と、
　前記画素グループ代表値をもとに、前記注目画素を含む画素グループとの間の画素グル
ープ代表値類似度を前記複数の画素グループ毎に算出する画素グループ代表値類似度算出
部と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記画素グループ代表値算出部は、前記画素グループに属する各画素の画素値平均を前
記画素グループ代表値として算出することを特徴とする請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記画素グループ代表値類似度算出部は、前記画素グループの画素グループ代表値と前
記注目画素を含む画素グループの画素グループ代表値との差分絶対値を、前記画素グルー
プ代表値類似度として算出することを特徴とする請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記画素値類似度算出部は、前記画素領域内の各画素について、前記注目画素の画素値
との差分絶対値を前記画素値類似度として算出することを特徴とする請求項１に記載の画
像処理装置。
【請求項１０】
　前記フィルタ係数算出部は、前記画素グループ類似度が低いほど値が小さく算出される
第１の関数値と、前記画素値類似度が低いほど値が小さく算出される第２の関数値とを乗
算して前記フィルタ係数を算出することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記第１の関数値および第２の関数値は、それぞれガウス関数を用いて算出されること
を特徴とする請求項１０に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記画像データ入力部は、連続した画像列を構成する各画像を時系列順に順次入力し、
　前記画素抽出部は、現画像の画像データから前記注目画素と該注目画素の周辺に位置す
る周辺画素とを含む画素領域を現画像画素領域として抽出するとともに、過去画像の画像



(3) JP 5220677 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

データから前記注目画素と該注目画素の周辺に位置する周辺画素とを含む画素領域を過去
画像画素領域として抽出し、
　前記画素グループ形成部は、前記現画像画素領域について前記画素グループを形成する
とともに、前記過去画像画素領域について前記画素グループを形成し、
　前記画素グループ類似度算出部は、前記現画像画素領域について前記画素グループ類似
度を算出するとともに、前記過去画像画素領域について前記画素グループ類似度を算出し
、
　前記画素値類似度算出部は、前記現画像画素領域内の各画素について前記画素値類似度
を算出するとともに、前記過去画像画素領域内の各画素について前記画素値類似度を算出
し、
　前記フィルタ係数算出部は、前記現画像画素領域について算出した前記画素グループ類
似度と前記現画像画素領域内の各画素について算出した前記画素値類似度とをもとに前記
現画像画素領域内の画素に適用するフィルタ係数を算出するとともに、前記過去画像画素
領域について算出した前記画素グループ類似度と前記過去画像画素領域内の各画素につい
て算出した前記画素値類似度とをもとに前記過去画像画素領内の画素に適用するフィルタ
係数を算出し、
　前記平滑化処理部は、前記現画像画素領域内の画素値と、前記過去画像画素領域内の画
素値と、前記現画像画素領域内の画素および前記過去画像画素領域内の画素にそれぞれ適
用する前記フィルタ係数とをもとに、前記現画像画素領域内の前記注目画素の画素値を平
滑化処理することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記画素グループ形成部は、
　予め定められる複数の区分パターンに従って前記現画像画素領域内を複数の画素グルー
プに区分した複数通りの画素グループ群の候補毎に、現画像画素グループ群代表類似度を
算出する第１の画素グループ群代表類似度算出部と、
　前記現画像画素グループ群代表類似度をもとに、前記複数通りの画素グループ群の候補
の中から前記現画像画素領域の画素値分布に適合する画素グループ群の候補を、第１の代
表画素グループ群として選択する第１の代表画素グループ群選択部と、
　予め定められる複数の区分パターンに従って前記過去画像画素領域内を複数の画素グル
ープに区分した複数通りの画素グループ群の候補毎に、過去画像画素グループ群代表類似
度を算出する第２の画素グループ群代表類似度算出部と、
　前記過去画像画素グループ群代表類似度をもとに、前記複数通りの画素グループ群の候
補の中から前記過去画像画素領域の画素値分布に適合する画素グループ群の候補を、第２
の代表画素グループ群として選択する第２の代表画素グループ群選択部と、
　を備え、前記第１の代表画素グループ群の選択によって前記現画像画素領域について前
記画素グループを形成し、前記第２の代表画素グループ群の選択によって前記過去画像画
素領域について前記画素グループを形成することを特徴とする請求項１２に記載の画像処
理装置。
【請求項１４】
　前記過去画像は、前記平滑化処理部によって平滑化処理された画像データであることを
特徴とする請求項１３に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　画像データを入力する画像データ入力工程と、
　前記画像データから、処理対象の注目画素と該注目画素の周辺に位置する周辺画素とを
含む画素領域を抽出する画素抽出工程と、
　前記画素領域内の各画素を前記画素領域内の画素値分布に応じて区分し、複数の画素グ
ループを形成する画素グループ形成工程と、
　前記画素グループ毎に、該各画素グループに属する前記画素領域内の画素に設定する画
素グループ類似度として、前記注目画素を含む画素グループとの間の類似度を算出する画
素グループ類似度算出工程と、
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　前記注目画素の画素値をもとに、前記画素領域内の各画素の画素値類似度を算出する画
素値類似度算出工程と、
　前記画素グループ類似度と前記画素値類似度とをもとに、前記画素領域内の画素に適用
するフィルタ係数を算出するフィルタ係数算出工程と、
　前記画素領域内の画素値と前記フィルタ係数とをもとに、前記注目画素の画素値を平滑
化処理する平滑化処理工程と、
　を含むことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　画像データを入力する画像データ入力手順と、
　前記画像データから、処理対象の注目画素と該注目画素の周辺に位置する周辺画素とを
含む画素領域を抽出する画素抽出手順と、
　前記画素領域内の各画素を前記画素領域内の画素値分布に応じて区分し、複数の画素グ
ループを形成する画素グループ形成手順と、
　前記画素グループ毎に、該各画素グループに属する前記画素領域内の画素に設定する画
素グループ類似度として、前記注目画素を含む画素グループとの間の類似度を算出する画
素グループ類似度算出手順と、
　前記注目画素の画素値をもとに、前記画素領域内の各画素の画素値類似度を算出する画
素値類似度算出手順と、
　前記画素グループ類似度と前記画素値類似度とをもとに、前記画素領域内の画素に適用
するフィルタ係数を算出するフィルタ係数算出手順と、
　前記画素領域内の画素値と前記フィルタ係数とをもとに、前記注目画素の画素値を平滑
化処理する平滑化処理手順と、
　を実行させることを特徴とする画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データに対してノイズ低減処理を行う画像処理装置、画像処理プログラ
ムおよび画像処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　撮影用レンズによって集光した光をＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Com
plementary Metal Oxide Semiconductor）等の撮像素子上に結像し、被写体像を撮像する
撮像装置が知られている。このような撮像システムで得られた画像は、撮影用レンズを通
して撮像素子上に結像した像を撮像素子の各画素の受光部で光電変換する際、あるいは光
電変換して得た電荷量を増幅し、Ａ／Ｄ変換する際等、アナログ信号時に混入されるノイ
ズを含有している。
【０００３】
　例えば、光電変換時において支配的に発生するノイズは、光電変換が確率的にゆらぐこ
とに起因するショットノイズであり、いわゆるランダムノイズと呼ばれるノイズである。
発生電荷量のゆらぎは、光子数（あるいは暗電流）の増加に伴って増大する。一方、Ａ／
Ｄ変換時において支配的に発生するノイズは、各画素の暗電流や感度バラツキ、信号転送
路、周辺画素のクロストーク等によって混入するノイズ、あるいは多線読み出しによる信
号増幅のバラツキによって混入するノイズ等、ランダムノイズとは異なるいわゆる固定パ
ターンノイズと呼ばれるノイズである。
【０００４】
　固定パターンノイズについては、予めその特性を補正データとして記録しておき、この
補正データを用いてＡ／Ｄ変換後の画像データを補正することによって低減できる。これ
に対し、ランダムノイズについては、固定パターンノイズのように予めその特性を想定し
ておくことはできない。このため、従来から、平滑化処理によって信号対ノイズ比（ＳＮ
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比）を改善し、低減を図っている。
【０００５】
　ここで、平滑化処理としては、撮像された画像の局所的な構造に関わらず固定のローパ
スフィルタ特性を一律に適用してフィルタ処理するものから、画像の局所構造を考慮し、
適用するローパスフィルタ特性を変化させてフィルタ処理するものまで様々な手法が提案
されており、いずれの手法を採用するかによってノイズ低減性能の優劣が決定する。
【０００６】
　中でも、効果的にノイズの低減が可能な手法の１つとして、画素毎に重み係数を決定し
、決定した重み係数を用いて各画素を平滑化処理する手法が知られている（例えば特許文
献１，２を参照）。特許文献１では、注目画素とその周辺画素との画素値の相関（例えば
画素値差の絶対値）をもとに、重み係数を画素毎に適応的に変化させてフィルタ処理を行
っている。一方、特許文献２では、注目画素と周辺画素との相対的な空間距離や画素値差
の絶対値を用いて重み係数を決定し、決定した重み係数を用いてフィルタ処理する。そし
て、フィルタ処理した注目画素値をもとに注目画素に関するノイズ量を推定し、注目画素
値と推定したノイズ量とをもとに注目画素のノイズ低減処理を行っている。
【０００７】
　このような画素値差の絶対値を用いる平滑化フィルタとして代表的なのがバイラテラル
フィルタである。バイラテラルフィルタは、２種類のパラメータを用い、画像の局所構造
に応じてローパスフィルタ特性を変更する適応フィルタであり、画像中のエッジを保存し
ながら平滑化処理を行うことができる。このバイラテラルフィルタでは、フィルタ係数を
決定付ける関数として例えばガウス関数が用いられ、前述の２種類の各パラメータの値を
重みとして求めた２つのガウス関数値の積によってフィルタ係数を算出する。
【０００８】
　ここで、バイラテラルフィルタで用いる２種類のパラメータのうちの一方のパラメータ
が注目画素とその周辺画素との画素値差の絶対値に相当し、この値が小さいほどフィルタ
係数を大きく設定するようになっている。また、他方のパラメータとしては、注目画素と
その周辺画素との相対的な空間距離を用い、この値が小さいほどフィルタ係数を大きく設
定するようになっている。
【０００９】
　各パラメータについて簡単に説明すると、画素値差の絶対値である一方のパラメータは
、エッジの有無を判別するために使用され、その判別条件がガウス関数のσ値で決定され
る。保存したいエッジ量（すなわち画素値差の絶対値）がσ値より十分大きければガウス
関数値はゼロに漸近するため、平滑化処理に寄与しない画素となる。したがって、エッジ
境界部分の画素のように、周辺の画素との間で画素値差の絶対値が大きい画素（画素値差
の絶対値について相関がない画素）は、平滑化処理に利用されない。これによって、エッ
ジを鈍らせないという効果が得られる。
【００１０】
　一方、空間距離である他方のパラメータは、画像の局所領域を統計的に見た場合には空
間距離が遠いほど画素値の相関が低くなるという仮定に基づくものである。すなわち、遠
距離にある同一画素値の画素は、本来の画素値が同一なのではなく、ノイズが混入したこ
とによって同一の画素値を有していると仮定するのである。具体的には、同じ画素値の画
素が近距離と遠距離に存在する場合に、近距離の画素を遠距離の画素よりも画素値の相関
が高いとして近距離の画素に重みを大きく作用させるようになっている。したがって、周
辺の画素との間で空間距離が遠い画素（空間距離について相関がない画素）は、平滑化処
理に利用されない。
【００１１】
　以上のようにモデル化されたバイラテラルフィルタを用いたノイズ低減効果は、急峻で
大きなエッジと平坦部とからなる領域においては非常に優れた性能を示す。
【００１２】
　この他、ノイズ低減効果が高い平滑化処理の他の手法としては、例えば、エッジ方向に
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沿った１次元のローパスフィルタを作用させる手法が挙げられる（例えば特許文献３を参
照）。特許文献３では、先ず、エッジの方向を判定する。そして、判定結果をもとに、水
平方向の平滑化フィルタ、垂直方向の平滑化フィルタまたは斜め方向の平滑化フィルタを
選択してフィルタ処理を行う。
【００１３】
　さらに、エッジ方向に沿ったフィルタ処理におけるノイズ低減効果を向上させるための
手法として、エッジ方向に沿って２次元フィルタを作用させるものも知られている（例え
ば特許文献４を参照）。特許文献４では、エッジ方向を判定する際に局所領域内で複数方
向の分散値を算出し、判定したエッジ方向とその分散値とをもとに非等方な２次元フィル
タを生成している。
【００１４】
　さらに、エッジ方向の判定精度を向上させ、微細構造を保持できるようにしたものもあ
る（例えば特許文献５を参照）。この特許文献５では、空間周波数をサブバンド化した画
像に対する平滑化処理が開示されており、局所領域のエネルギー量とその判定閾値とをも
とにバイラテラルフィルタまたは方向依存のガウスフィルタを切り換えて用い、平滑化処
理を行う。そして、方向依存のガウスフィルタを用いる場合には、局所領域の等方性を示
す量をもとに、予め用意されるルックアップテーブル（ＬＵＴ）からフィルタ係数が選択
されるようになっており、エッジ方向に沿って重み付けられたフィルタ係数がその局所領
域に作用する構成となっている。より詳細には、局所領域のエネルギー量、すなわち大き
なエッジの有無によってバイラテラルフィルタと方向依存のガウスフィルタとを切り換え
ており、バイラテラルフィルタの特性を考慮した制御を実現している。
【００１５】
【特許文献１】特開２００６－３０２０２３号公報
【特許文献２】特開２００８－１２４７６４号公報
【特許文献３】特開昭６１－２０６３７６号公報
【特許文献４】米国特許第７３１７８４２号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００８／１０７３５２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　ところで、特許文献１や特許文献２に開示されているような画素値差の絶対値を用いた
フィルタ処理として代表的なバイラテラルフィルタでは、自動的にエッジ領域を検出し、
その方向を意識することなく急峻で大きなエッジを保存できる一方で、微細なエッジにつ
いてはノイズとみなしてしまうという問題があった。この問題は、ガウス関数のσ値の調
整によってある程度軽減可能ではあるが、σ値を小さくしすぎると、ノイズ低減の効果が
低下してしまうという問題があった。ここで、微細なエッジとは、画素値差（輝度値差）
の小さいエッジ境界部のことであり、以下、微細なエッジを適宜「微細構造」と呼ぶ。
【００１７】
　また、特許文献３や特許文献４に開示されている手法では、判定したエッジ方向に沿っ
て平滑化処理を行えるため、微細構造を保存できる。しかしながら、この手法では、例え
ばノイズが混入している等の要因でエッジ方向の判定を誤るという事態が生じ得る。そし
て、エッジ方向の判定を誤るとエッジを潰してしまい、結果的に人工的なノイズパターン
を発生させるという問題があった。また、特許文献３の技術では、１次元フィルタのサイ
ズを大きくしないと平滑化処理に利用できる画素を十分に確保できず、高いノイズ低減効
果が得られないという問題もあった。
【００１８】
　また、特許文献５の手法では、微細構造の保存を受け持つフィルタは方向依存のガウス
フィルタであり、そのフィルタ係数は、微細構造の非等方性判定の役割を担うＬＵＴに依
存している。このため、微細構造を精度良く保存できないという問題があった。
【００１９】
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　本発明は、上記に鑑み為されたものであって、画像の微細構造を潰すことなく精度良く
ノイズを低減可能な画像処理装置、画像処理方法および画像処理プログラムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記した課題を解決し、目的を達成するための、本発明のある態様にかかる画像処理装
置は、画像データを入力する画像データ入力部と、前記画像データから、処理対象の注目
画素と該注目画素の周辺に位置する周辺画素とを含む画素領域を抽出する画素抽出部と、
前記画素領域内の各画素を前記画素領域内の画素値分布に応じて区分し、複数の画素グル
ープを形成する画素グループ形成部と、前記画素グループ毎に、該各画素グループに属す
る前記画素領域内の画素に設定する画素グループ類似度として、前記注目画素を含む画素
グループとの間の類似度を算出する画素グループ類似度算出部と、前記注目画素の画素値
をもとに、前記画素領域内の各画素の画素値類似度を算出する画素値類似度算出部と、前
記画素グループ類似度と前記画素値類似度とをもとに、前記画素領域内の画素に適用する
フィルタ係数を算出するフィルタ係数算出部と、前記画素領域内の画素値と前記フィルタ
係数とをもとに、前記注目画素の画素値を平滑化処理する平滑化処理部と、を備えること
を特徴とする。
【００２１】
　この態様にかかる画像処理装置では、処理対象の注目画素と該注目画素の周辺に位置す
る周辺画素とを含む画素領域を抽出する。そして、抽出した画素領域内の各画素をこの画
素領域内の画素値分布に応じて区分することによって複数の画素グループを形成し、形成
した画素グループ毎に、これら各画素グループに属する画素に設定する画素グループ類似
度を、注目画素を含む画素グループとの間の類似度として算出する。また、注目画素の画
素値をもとに、抽出した画素領域内の各画素の画素値類似度を算出する。そして、画素グ
ループ類似度と画素値類似度とをもとに、抽出した画素領域内の画素に適用するフィルタ
係数を算出し、この画素領域内の画素値と算出したフィルタ係数とをもとに注目画素の画
素値を平滑化処理する。これによれば、画素領域内の画素値分布を考慮してフィルタ係数
を算出し、このフィルタ係数を用いて注目画素を平滑化処理することができる。したがっ
て、画像の微細構造を潰さずに高精度にノイズを低減でき、ノイズ低減効果を向上させる
ことができる。
【００２２】
　また、本発明の別の態様にかかる画像処理方法は、画像データを入力する画像データ入
力工程と、前記画像データから、処理対象の注目画素と該注目画素の周辺に位置する周辺
画素とを含む画素領域を抽出する画素抽出工程と、前記画素領域内の各画素を前記画素領
域内の画素値分布に応じて区分し、複数の画素グループを形成する画素グループ形成工程
と、前記画素グループ毎に、該各画素グループに属する前記画素領域内の画素に設定する
画素グループ類似度として、前記注目画素を含む画素グループとの間の類似度を算出する
画素グループ類似度算出工程と、前記注目画素の画素値をもとに、前記画素領域内の各画
素の画素値類似度を算出する画素値類似度算出工程と、前記画素グループ類似度と前記画
素値類似度とをもとに、前記画素領域内の画素に適用するフィルタ係数を算出するフィル
タ係数算出工程と、前記画素領域内の画素値と前記フィルタ係数とをもとに、前記注目画
素の画素値を平滑化処理する平滑化処理工程と、を含むことを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明の別の態様にかかる画像処理プログラムは、コンピュータに、画像データ
を入力する画像データ入力手順と、前記画像データから、処理対象の注目画素と該注目画
素の周辺に位置する周辺画素とを含む画素領域を抽出する画素抽出手順と、前記画素領域
内の各画素を前記画素領域内の画素値分布に応じて区分し、複数の画素グループを形成す
る画素グループ形成手順と、前記画素グループ毎に、該各画素グループに属する前記画素
領域内の画素に設定する画素グループ類似度として、前記注目画素を含む画素グループと
の間の類似度を算出する画素グループ類似度算出手順と、前記注目画素の画素値をもとに
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、前記画素領域内の各画素の画素値類似度を算出する画素値類似度算出手順と、前記画素
グループ類似度と前記画素値類似度とをもとに、前記画素領域内の画素に適用するフィル
タ係数を算出するフィルタ係数算出手順と、前記画素領域内の画素値と前記フィルタ係数
とをもとに、前記注目画素の画素値を平滑化処理する平滑化処理手順と、を実行させるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、画像の微細構造を潰さずに高精度にノイズを低減でき、ノイズ低減効
果を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照し、本発明を実施するための最良の形態について説明する。なお、こ
の実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、図面の記載において、同
一部分には同一の符号を付して示している。
【００２６】
（実施の形態１）
　先ず、実施の形態１について説明する。実施の形態１では、本発明の画像処理装置を適
用した撮像システムについて説明する。図１は、実施の形態１における撮像システム１の
全体構成例を示すブロック図である。図１に示すように、実施の形態１の撮像システム１
は、画像データ入力部としての撮像部１１と、入力部１２と、表示部１３と、記録部１４
と、画像処理部１５と、これら各部の動作を制御する制御部１６とを備える。
【００２７】
　撮像部１１は、撮影用レンズ、入射光をＲＧＢ各色の波長帯の色光に分離するプリズム
、ＲＧＢの色毎に被写体像を撮像する例えばＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子を含む３板式
のデジタルビデオカメラで構成され、１画素当たり３チャンネルの信号を出力する。この
撮像部１１は、撮影用レンズによって集光した光を撮像素子上に結像し、結像した光を電
気信号に変換する。そして、変換された電気信号に増幅処理やＡ／Ｄ変換処理を施してＲ
ＧＢ３チャンネルの画像データを生成する。生成した画像データは、画像処理部１５のＯ
Ｂ／ＡＧＣ処理部１５１に出力される。
【００２８】
　入力部１２は、例えばキーボードやマウス、タッチパネル、各種スイッチ等によって実
現されるものであり、これらに対する操作信号を制御部１６に出力する。表示部１３は、
ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＥＬディスプレイ（Electroluminescence Display
）等の表示装置によって実現されるものであり、制御部１６の制御のもと、例えば撮像部
１１で撮像された画像の表示画面や撮像システム１の動作環境を設定するための設定画面
等の各種画面を表示する。
【００２９】
　記録部１４は、更新記録可能なフラッシュメモリ等のＲＯＭやＲＡＭといった各種ＩＣ
メモリ、内蔵或いはデータ通信端子で接続されたハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等といっ
た各種記録媒体およびその読取装置等によって実現されるものであり、撮像システム１を
動作させ、この撮像システム１が備える種々の機能を実現するためのプログラムや、この
プログラムの実行中に使用されるデータ等が記録される。また、記録部１４には、撮像部
１１によって撮像され、画像処理部１５によって画像処理された画像データが記録される
。
【００３０】
　画像処理部１５は、撮像部１１によって撮像された画像に対してノイズ低減処理を含む
各種画像処理を施す。この画像処理部１５は、ＯＢ／ＡＧＣ処理部１５１と、ノイズ低減
処理部２０と、ＷＢ処理部１５３と、色変換処理部１５４と、階調変換処理部１５５と、
ＹＣ分離処理部１５６と、エッジ強調処理部１５７と、データ圧縮記録処理部１５８とを
備える。
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【００３１】
　ＯＢ／ＡＧＣ処理部１５１は、撮像部１１から入力された画像データに対し、黒レベル
のオフセット量を補正する処理（ＯＢクランプ処理）を施す。具体的には、先ず、画像デ
ータ中の所定のＯＢ領域内の画素平均値を算出する。そして、算出した画素平均値を画像
データ中の有効領域から減算処理し、処理後の有効領域を抽出してＯＢクランプ処理を行
う。さらに、ＯＢ／ＡＧＣ処理部１５１は、ＯＢクランプ処理を施した画像データに対し
、明るさレベルの調整処理（ＡＧＣ処理）を施す。具体的には、画像データ中の所定の領
域内の画素平均値または最大値をもとにゲイン量を算出し、算出したゲイン量を画像デー
タ中の有効領域に乗算してＡＧＣ処理を行う。処理後の画像データは、ノイズ低減処理部
２０に出力される。
【００３２】
　ノイズ低減処理部２０は、ＯＢ／ＡＧＣ処理部１５１から入力された画像データに対し
てノイズ低減処理を施す。処理後の画像データは、ＷＢ処理部１５３に出力される。
【００３３】
　ＷＢ処理部１５３は、ノイズ低減処理部２０から入力された画像データに対してホワイ
トバランス補正処理を施す。具体的には、白色時のＲチャンネル、ＢチャンネルおよびＢ
チャンネルの値が等しくなるようにＲチャンネルおよびＢチャンネルの補正係数を算出し
、算出した補正係数を用いて入力された画像データのホワイトバランスを補正する。処理
後の画像データは、色変換処理部１５４に出力される。
【００３４】
　色変換処理部１５４は、ＷＢ処理部１５３から入力された画像データに対して色変換処
理を施す。ここで、ＷＢ処理部１５３からの画像データは、入力デバイスに依存するＲＧ
Ｂ各色の画像データである。色変換処理部１５４は、マトリックス演算処理を行って入力
されたデバイス依存のＲＧＢ各色の画像データを例えばｓＲＧＢ等のデバイスに依存しな
いＲＧＢ各色の画像データに変換する。処理後の画像データは、階調変換処理部１５５に
出力される。
【００３５】
　階調変換処理部１５５は、色変換処理部１５４から入力された画像データに対して階調
変換処理を施す。ここで、色変換処理部１５４からの画像データは、線形階調特性の画像
データとして入力される。階調変換処理部１５５は、制御部１６から通知される所定のガ
ンマ特性を用い、入力された線形階調特性の画像データを非線形階調特性の画像データに
変換する。処理後の画像データは、ＹＣ分離処理部１５６に出力される。
【００３６】
　ＹＣ分離処理部１５６は、階調変換処理部１５５から入力された画像データに対してＹ
Ｃ分離処理を施す。具体的には、ＹＣ分離処理部１５６は、３×３のマトリックス演算処
理を行って入力された画像データを輝度信号Ｙおよび色差信号Ｃｂ，Ｃｒに変換する。処
理後の輝度信号および色差信号は、エッジ強調処理部１５７に出力される。
【００３７】
　エッジ強調処理部１５７は、ＹＣ分離処理部１５６から入力された輝度信号に対してエ
ッジ強調処理を施す。具体的には、エッジ強調処理部１５７は、入力された輝度信号をも
とにエッジ信号の抽出処理を行い、抽出したエッジ信号に対する増幅処理の後、増幅処理
したエッジ信号を輝度信号の入力値に加算処理してエッジを強調した輝度信号を生成する
。処理後の輝度信号およびＹＣ分離処理部１５６から入力された色差信号は、データ圧縮
記録処理部１５８に出力される。
【００３８】
　データ圧縮記録処理部１５８は、エッジ強調処理部１５７から入力された輝度信号およ
び色差信号に対して例えばＭＰＥＧ方式やＪＰＥＧ方式等に基づく圧縮処理を施し、処理
後の画像データを記録部１４に書き込んで記録する処理（記録処理）を行う。
【００３９】
　制御部１６は、ＣＰＵ等のハードウェアによって実現される。この制御部１６は、入力
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部１２から入力される操作信号、あるいは記録部１４に記録されたプログラムやデータ等
に基づいて撮像システム１を構成する各部への指示やデータの転送等を行い、撮像システ
ム１全体の動作を統括的に制御する。例えば、露光量の設定やゲインの設定等を行って撮
像部１１の動作を制御する処理や、入力部１２を介してユーザが指示したモード設定に応
じた各種処理パラメータの値を設定し、装置各部に通知する処理等を行う。
【００４０】
　次に、画像処理部１５のノイズ低減処理部２０について説明する。図２は、実施の形態
１におけるノイズ低減処理部２０の構成例を示すブロック図である。上記したように、こ
のノイズ低減処理部２０には画像データとしてＲＧＢ３チャンネルの画像データが入力さ
れるが、ノイズ低減処理部２０は、各チャンネルの画像データに対して同一の処理を行う
。ここで、ノイズ低減処理部２０は、これらの各チャンネルの画像データに対する処理を
順番に行うこととしてもよいし、並行して同時に行う構成としてもよい。
【００４１】
　図２に示すように、ノイズ低減処理部２０は、画素抽出部２１と、画素グループ形成部
３０と、画素グループ類似度算出部４０と、画素値類似度算出部２４と、フィルタ係数算
出部２５と、平滑化処理部２６とを備え、各画素を順次処理対象として処理を行う（以下
、処理対象の画素を「注目画素」と呼ぶ。）。このノイズ低減処理部２０では、画素抽出
部２１が注目画素を含む処理画素領域を抽出する。次いで、画素グループ形成部３０およ
び画素グループ類似度算出部４０が処理画素領域内の各画素について画素グループ類似度
を得る。また、画素値類似度算出部２４が処理画素領域内の各画素について画素値類似度
を得る。そして、フィルタ係数算出部２５が画素グループ類似度と画素値類似度とをもと
に処理画素領域内の各画素に適用するフィルタ係数を算出し、平滑化処理部２６が注目画
素を平滑化処理する。以下、各部が行う処理について説明する。
【００４２】
　ＯＢ／ＡＧＣ処理部１５１からの画像データは、チャンネル毎に順番に画素抽出部２１
に入力される。画素抽出部２１は、注目画素をノイズ低減処理する際に参照する画素領域
を処理画素領域として抽出する。図３は、画素抽出部２１によって抽出される処理画素領
域の一例を示す図である。実施の形態１では、画素抽出部２１は、中央の注目画素を中心
とした５×５の処理画素領域を抽出する。
【００４３】
　ここで、図３中に示すように、注目画素について抽出した処理画素領域内の各画素（注
目画素を含む）の画素値をＰx+i,y+j（ｉ＝－２，－１，０，１，２；ｊ＝－２，－１，
０，１，２）と定義する。ｘ，ｙは、画像データ中での注目画素の水平座標（ｘ座標）お
よび垂直座標（ｙ座標）を示す。また、ｉ，ｊは、抽出された処理画素領域中での各画素
の水平方向の相対座標（ｉ）および垂直方向の相対座標（ｊ）を示す。抽出された処理画
素領域（実際には処理画素領域を構成する各画素の画素値Ｐx+i,y+j）は、画素グループ
形成部３０の画素グループ群代表類似度算出部３１および画素値類似度算出部２４にそれ
ぞれ出力される。
【００４４】
　画素グループ形成部３０は、画素抽出部２１から入力された処理画素領域内を複数の小
領域に区分して画素グループを形成する。例えば、予め複数通りの区分パターンを定めて
おく。そして、定めておいた区分パターンに従って区分した複数通りの画素グループ群を
候補とし、これら候補の中から１つの代表画素グループ群を選択することによって、画素
グループを形成する。
【００４５】
　実施の形態１では、５×５の処理画素領域内をそれぞれ５つの画素グループに区分する
５通りの区分パターンを定めておき、これらの区分パターンに従って区分した５通りの画
素グループ群を候補とする。図４－１～５は、候補とする５通りの画素グループ群の一例
を示す図である。なお、各図４－１～５において、ハッチングの種類によって同一の画素
グループに属する画素を識別して示している。
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【００４６】
　すなわち、図４－１に示すように、処理画素領域内を列方向の５画素毎に区分した５つ
の画素グループｇ10～ｇ14で構成される画素グループ群（以下、「垂直相関画素グループ
群」と呼ぶ。）を１つ目の候補とする。また、図４－２に示すように、処理画素領域内を
行方向の５画素毎に区分した５つの画素グループｇ20～ｇ24で構成される画素グループ群
（以下、「水平相関画素グループ群」と呼ぶ。）を２つ目の候補とする。また、図４－３
に示すように、処理画素領域内を左上がりの斜め方向に沿って区分した５つの画素グルー
プｇ30～ｇ34で構成される画素グループ群（以下、「左斜相関画素グループ群」と呼ぶ。
）を３つ目の候補とする。また、図４－４に示すように、処理画素領域内を右上がりの斜
め方向に沿って区分した５つの画素グループｇ40～ｇ44で構成される画素グループ群（以
下、「右斜相関画素グループ群」と呼ぶ。）を４つ目の候補とする。そして、図４－５に
示すように、各画素グループを構成する画素がそれぞれ中央の注目画素を中心として点対
称となるように、処理画素領域内を５つの画素グループｇ50～ｇ54に区分した画素グルー
プ群（以下、「等方相関画素グループ群」と呼ぶ。）を５つ目の候補とする。
【００４７】
　実際には、図２に示すように、画素グループ形成部３０は、画素グループ群代表類似度
算出部３１と、代表画素グループ群選択部３２とを備え、各部の処理によって画素グルー
プを形成する（すなわち代表画素グループ群を選択する）。
【００４８】
　先ず、画素グループ群代表類似度算出部３１が、処理画素領域内を各候補の画素グルー
プ群に区分した際の類似度（画素グループ群代表類似度）をそれぞれ算出する。図５は、
画素グループ群代表類似度算出部３１の構成を示すブロック図である。図５に示すように
、画素グループ群代表類似度算出部３１は、垂直相関画素グループ群代表類似度算出部３
１１と、水平相関画素グループ群代表類似度算出部３１２と、左斜相関画素グループ群代
表類似度算出部３１３と、右斜相関画素グループ群代表類似度算出部３１４と、等方相関
画素グループ群代表類似度算出部３１５とを備える。
【００４９】
　垂直相関画素グループ群代表類似度算出部３１１は、処理画素領域内を垂直相関画素グ
ループ群に区分した場合の類似度（画素グループ群代表類似度）ＳＧｖを算出する。図６
は、実施の形態１における画素グループ群代表類似度ＳＧｖの算出原理を説明する説明図
である。垂直相関画素グループ群代表類似度算出部３１１は、図６中に矢印ａ１で示すよ
うに、垂直方向に隣接する画素間で例えば画素値の差分絶対値を隣接画素類似度として算
出し、その総和を画素グループ群代表類似度ＳＧｖとする。この画素グループ群代表類似
度ＳＧｖの算出式は、次式（１）で表される。
ＳＧｖ＝｜Ｐx-2,y-1－Ｐx-2,y｜＋｜Ｐx-2,y－Px-2,y+1｜＋｜Ｐx-1,y-2－Ｐx-1,y-1｜
　　　＋｜Ｐx-1,y-1－Ｐx-1,y｜＋｜Ｐx-1,y－Ｐx-1,y+1｜＋｜Px-1,y+1－Ｐx-1,y+2｜
　　　＋｜Ｐx,y-2－Ｐx,y-1｜＋｜Ｐx,y-1－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx,y+1｜
　　　＋｜Ｐx,y+1－Ｐx,y+2｜＋｜Ｐx+1,y-2－Ｐx+1,y-1｜＋｜Ｐx+1,y-1－Ｐx+1,y｜
　　　＋｜Ｐx+1,y－Ｐx+1,y+1｜＋｜Ｐx+1,y+1－Ｐx+1,y+2｜＋｜Ｐx+2,y-1－Ｐx+2,y｜
　　　＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+2,y+1｜　・・・（１）
【００５０】
　また、水平相関画素グループ群代表類似度算出部３１２は、処理画素領域内を水平相関
画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧｈを算出する。図７は、
実施の形態１における画素グループ群代表類似度ＳＧｈの算出原理を説明する説明図であ
る。水平相関画素グループ群代表類似度算出部３１２は、図７中に矢印ａ２で示すように
、水平方向に隣接する画素間で例えば画素値の差分絶対値を隣接画素類似度として算出し
、その総和を画素グループ群代表類似度ＳＧｈとする。この画素グループ群代表類似度Ｓ
Ｇｈの算出式は、次式（２）で表される。
ＳＧｈ＝｜Ｐx-1,y-2－Ｐx,y-2｜＋｜Ｐx,y-2－Ｐx+1,y-2｜＋｜Ｐx-2,y-1－Ｐx-1,y-1｜
　　　＋｜Ｐx-1,y-1－Ｐx,y-1｜＋｜Ｐx,y-1－Ｐx+1,y-1｜＋｜Ｐx+1,y-1－Ｐx+2,y-1｜
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　　　＋｜Ｐx-2,y－Ｐx-1,y｜＋｜Ｐx-1,y－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx+1,y｜
　　　＋｜Ｐx+1,y－Ｐx+2,y｜＋｜Ｐx-2,y+1－Ｐx-1,y+1｜＋｜Ｐx-1,y+1－Ｐx,y+1｜
　　　＋｜Ｐx,y+1－Ｐx+1,y+1｜＋｜Ｐx+1,y+1－Ｐx+2,y+1｜＋｜Ｐx-1,y+2－Ｐx,y+2｜
　　　＋｜Ｐx,y+2－Ｐx+1,y+2｜　・・・（２）
【００５１】
　また、左斜相関画素グループ群代表類似度算出部３１３は、処理画素領域内を左斜相関
画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧｂを算出する。図８は、
実施の形態１における画素グループ群代表類似度ＳＧｂの算出原理を説明する説明図であ
る。左斜相関画素グループ群代表類似度算出部３１３は、図８中に矢印ａ３で示すように
、左上がりの斜め方向に隣接する画素間で例えば画素値の差分絶対値を隣接画素類似度と
して算出し、その総和を画素グループ群代表類似度ＳＧｂとする。この画素グループ群代
表類似度ＳＧｂの算出式は、次式（３）で表される。
ＳＧｂ＝｜Ｐx+1,y-2－Ｐx+2,y-1｜＋｜Ｐx,y-2－Ｐx+1,y-1｜＋｜Ｐx+1,y-1－Ｐx+2,y｜
　　　＋｜Ｐx-1,y-2－Ｐx,y-1｜＋｜Ｐx,y-1－Ｐx+1,y｜＋｜Ｐx+1,y－Ｐx+2,y+1｜
　　　＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx-1,y-1｜＋｜Ｐx-1,y-1－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx+1,y+1｜
　　　＋｜Ｐx+1,y+1－Ｐx+2,y+2｜＋｜Ｐx-2,y-1－Ｐx-1,y｜＋｜Ｐx-1,y－Ｐx,y+1｜
　　　＋｜Ｐx,y+1－Ｐx+1,y+2｜＋｜Ｐx-2,y－Ｐx-1,y+1｜＋｜Ｐx-1,y+1－Ｐx,y+2｜
　　　＋｜Ｐx-2,y+1－Ｐx-1,y+2｜　・・・（３）
【００５２】
　また、右斜相関画素グループ群代表類似度算出部３１４は、処理画素領域内を右斜相関
画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧｓを算出する。図９は、
実施の形態１における画素グループ群代表類似度ＳＧｓの算出原理を説明する説明図であ
る。右斜相関画素グループ群代表類似度算出部３１４は、図９中に矢印ａ４で示すように
、右上がりの斜め方向に隣接する画素間で例えば画素値の差分絶対値を隣接画素類似度と
して算出し、その総和を画素グループ群代表類似度ＳＧｓとする。この画素グループ群代
表類似度ＳＧｓの算出式は、次式（４）で表される。
ＳＧｓ＝｜Ｐx-2,y-1－Ｐx-1,y-2｜＋｜Ｐx-2,y－Ｐx-1,y-1｜＋｜Ｐx-1,y-1－Ｐx,y-2｜
　　　＋｜Ｐx-2,y+1－Ｐx-1,y｜＋｜Ｐx-1,y－Ｐx,y-1｜＋｜Ｐx,y-1－Ｐx+1,y-2｜
　　　＋｜Ｐx-2,y+2－Ｐx-1,y+1｜＋｜Ｐx-1,y+1－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx+1,y-1｜
　　　＋｜Ｐx+1,y-1－Ｐx+2,y-2｜＋｜Ｐx-1,y+2－Ｐx,y+1｜＋｜Ｐx,y+1－Ｐx+1,y｜
　　　＋｜Ｐx+1,y－Ｐx+2,y-1｜＋｜Ｐx,y+2－Ｐx+1,y+1｜＋｜Ｐx+1,y+1－Ｐx+2,y｜
　　　＋｜Ｐx+1,y+2－Ｐx+2,y+1｜　・・・（４）
【００５３】
　また、等方相関画素グループ群代表類似度算出部３１５は、処理画素領域内を等方相関
画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧｅを算出する。図１０は
、実施の形態１における画素グループ群代表類似度ＳＧｅの算出原理を説明する説明図で
ある。等方相関画素グループ群代表類似度算出部３１５は、図１０中に矢印ａ５で示すよ
うに、注目画素を中心として放射状に隣接する画素間で例えば画素値の差分絶対値を隣接
画素類似度として算出し、その総和を画素グループ群代表類似度ＳＧｅとする。この画素
グループ群代表類似度ＳＧｅの算出式は、次式（５）で表される。
ＳＧｅ＝｜Ｐx-2,y+2－Ｐx-1,y+1｜＋｜Ｐx-1,y+1－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx+1,y-1｜
　　　＋｜Ｐx+1,y-1－Ｐx+2,y-2｜＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx-1,y-1｜＋｜Ｐx-1,y-1－Ｐx,y｜
　　　＋｜Ｐx,y－Ｐx+1,y+1｜＋｜Ｐx+1,y+1－Ｐx+2,y+2｜＋｜Ｐx,y-2－Ｐx,y-1｜
　　　＋｜Ｐx,y-1－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx,y+1｜＋｜Ｐx,y+1－Ｐx,y+2｜
　　　＋｜Ｐx-2,y－Ｐx-1,y｜＋｜Ｐx-1,y－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx+1,y｜
　　　＋｜Ｐx+1,y－Ｐx+2,y｜　・・・(５)
【００５４】
　以上のようにして算出された候補毎の５つの画素グループ群代表類似度ＳＧｖ，ＳＧｈ
，ＳＧｂ，ＳＧｓ，ＳＧｅは、代表画素グループ群選択部３２に出力される。
【００５５】
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　代表画素グループ群選択部３２は、画素グループ群代表類似度算出部３１から入力され
た５つの画素グループ群代表類似度ＳＧｖ，ＳＧｈ，ＳＧｂ，ＳＧｓ，ＳＧｅをもとに処
理画素領域の画素値分布に最もマッチングしている区分パターンを判定し、その代表画素
グループ群を選択する。具体的には、画素グループ群代表類似度が最も高い画素グループ
群（ここでは最も小さい値の画素グループ群代表類似度を算出した画素グループ群）を代
表画素グループ群として選択する。例えば値が最小の画素グループ群代表類似度がＳＧｖ
の場合であれば、処理画素領域内の各画素は、垂直方向に隣接する画素間で画素値の類似
度が高い。このため、垂直相関画素グループ群（図４－１を参照）の区分パターンが最も
処理画素領域の画素値分布にマッチングしていると判定し、この垂直相関画素グループ群
を代表画素グループ群として選択する。すなわちこの場合には、処理画素領域について図
４－１の画素グループｇ10～ｇ14が形成される。なお、予め画素グループ群代表類似度に
優先順位を設定しておく構成としてもよい。例えば、等方相関画素グループ群を最も優先
順位の高い画素グループ群とする等、適宜設定しておくことができる。そして、最小値と
なる画素グループ群代表類似度が複数種類存在する場合には、優先順位に従って画素グル
ープ群を選択することとしてもよい。
【００５６】
　ここでの処理によって、各画素グループを構成する画素間の画素値の類似度が高くなる
ように画素グループが形成される。換言すると、各画素グループを構成する画素間の画素
値の類似度が高くなるような区分パターンの画素グループ群が代表画素グループ群として
選択される。したがって、処理画素領域内の各画素を、画素値が類似する画素毎にグルー
プ化できる。
【００５７】
　以上のようにして選択された代表画素グループ群は、画素グループ類似度算出部４０の
画素グループ代表値算出部４１に出力される。実際には、図４－１～５に示した各画素グ
ループ群に予め固有のインデックス値を割り振っておく。例えば、図４－１の垂直相関画
素グループ群のインデックス値を“０”、図４－２の水平相関画素グループ群のインデッ
クス値を“１”、図４－３の左斜相関画素グループ群のインデックス値を“２”、図４－
４の右斜相関画素グループ群のインデックス値を“３”、図４－５の等方相関画素グルー
プ群のインデックス値を“４”とする。そして、代表画素グループ群選択部３２は、代表
画素グループ群として選択した画素グループ群のインデックス値を画素グループ代表値算
出部４１に出力する。
【００５８】
　画素グループ類似度算出部４０は、図２に示すように、画素グループ代表値算出部４１
と、画素グループ代表値類似度算出部４３とを備え、各部の処理によって、処理画素領域
について形成された画素グループ間の類似度を算出する。
【００５９】
　画素グループ代表値算出部４１は、画素抽出部２１から入力された処理画素領域内の各
画素の画素値をもとに、処理画素領域について形成した各画素グループの代表値（画素グ
ループ代表値）をそれぞれ算出する。具体的には、画素グループ代表値算出部４１は、先
ず代表画素グループ群選択部３２から入力されたインデックス値をもとに代表画素グルー
プ群を特定する。そして、画素グループ代表値算出部４１は、特定した代表画素グループ
群に応じて各画素グループの画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。
【００６０】
　例えば、画素グループ代表値算出部４１は、代表画素グループ群選択部３２から垂直相
関画素グループ群のインデックス値“０”が入力された場合には、次式（６）～（１０）
に従って画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。ここで、注目画素を
含む画素グループｇ12（図４－１参照）の画素グループ代表値がＡ0に対応している。
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【数１】

【００６１】
　また、画素グループ代表値算出部４１は、代表画素グループ群選択部３２から水平相関
画素グループ群のインデックス値“１”が入力された場合には、次式（１１）～（１５）
に従って画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。ここで、注目画素を
含む画素グループｇ22（図４－２参照）の画素グループ代表値がＡ0に対応している。
【数２】

【００６２】
　また、画素グループ代表値算出部４１は、代表画素グループ群選択部３２から左斜相関
画素グループ群のインデックス値“２”が入力された場合には、次式（１６）～（２０）
に従って画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。ここで、注目画素を
含む画素グループｇ32（図４－３参照）の画素グループ代表値がＡ0に対応している。

【数３】

【００６３】
　また、画素グループ代表値算出部４１は、代表画素グループ群選択部３２から右斜相関
画素グループ群のインデックス値“３”が入力された場合には、次式（２１）～（２５）
に従って画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。ここで、注目画素を
含む画素グループｇ42（図４－４参照）の画素グループ代表値がＡ0に対応している。

【数４】

【００６４】
　また、画素グループ代表値算出部４１は、代表画素グループ群選択部３２から等方相関
画素グループ群のインデックス値“４”が入力された場合には、次式（２６）～（３０）
に従って画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。ここで、注目画素を
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含む画素グループｇ52（図４－５参照）の画素グループ代表値がＡ0に対応している。
【数５】

【００６５】
　以上のようにして算出された各画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4は、画素
グループ代表値類似度算出部４３に出力される。
【００６６】
　画素グループ代表値類似度算出部４３は、画素グループ代表値算出部４１から入力され
た各画素グループの画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4をもとに、先ず、画素
グループ代表値類似度を算出する。具体的には、次式（３１）に従って、注目画素を含む
画素グループ（ｎ＝０）の画素グループ代表値（Ａ0）との差分絶対値を画素グループ毎
に算出し、画素グループ代表値類似度ＳＧnとする。
ＳＧn＝｜Ａn－Ａ0｜　・・・（３１）
　　　（ただしｎ＝０，１，２，３，４）
【００６７】
　続いて、画素グループ代表値類似度算出部４３は、算出した画素グループ代表値類似度
ＳＧnをもとに、次式（３２）に従って処理画素領域内の各画素に画素グループ類似度Ｓ
Ｇx+i,y+jを設定する。この結果、同一の画素グループｎに属する画素に対してはその画
素グループｎについて算出した画素グループ代表値類似度ＳＧnの値が一律に設定される
。画素毎に設定された画素グループ類似度ＳＧx+i,y+jは、フィルタ係数算出部２５に出
力される。
【数６】

【００６８】
　画素値類似度算出部２４は、画素抽出部２１から入力された処理画素領域を構成する各
画素の画素値Ｐx+i,y+jをもとに、各画素の画素値類似度ＳＰx+i,y+jを算出する。例えば
、各画素の画素値類似度ＳＰx+i,y+jを、注目画素Ｐx,yとの画素値の差分の絶対値として
算出する。この画素値類似度ＳＰx+i,y+jは次式（３３）によって表される。算出された
各画素の画素値類似度ＳＰx+i,y+jは、フィルタ係数算出部２５に出力される。
ＳＰx+i,y+j＝｜Ｐx+i,y+j－Ｐx,y｜　・・・（３３）
　　　（ただし、ｉ＝－２，－１，０，１，２；ｊ＝－２，－１，０，１，２）
【００６９】
　フィルタ係数算出部２５は、画素グループ代表値類似度算出部４３から入力された画素
グループ類似度ＳＧx+i,y+jと画素値類似度算出部２４から入力された画素値類似度ＳＰx

+i,y+jとをもとに、処理画素領域内の各画素に適用するフィルタ係数を算出する。具体的
には、制御部１６から処理パラメータの値として通知されるノイズ低減量に関するσg値
およびσp値を用い、ガウス関数や有理関数等に従ってフィルタ係数を算出する。ここで
は、代表的な平滑化フィルタとして知られる公知のバイラテラルフィルタを後述の平滑化
処理で利用することとし、フィルタ係数をガウス関数を用いて重み算出する。
【００７０】
　この場合には、画素グループ類似度ＳＧx+i,y+jおよび画素値類似度ＳＰx+i,y+jをそれ
ぞれガウス関数値の重みとし、次式（３４）に従ってフィルタ係数Ｃx+i,y+jを算出する
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+i,y+jは、画素グループ類似度が低いほど値が小さく算出される第１の関数値であり、Ｗ
ｐx+i,y+jは、画素値類似度が低いほど値が小さく算出される第２の関数値である。
【数７】

【００７１】
　ここで、σg値およびσp値は、制御部１６がユーザ操作に従って設定し、フィルタ係数
算出部２５に通知する構成としてもよいし、ＩＳＯ感度や信号ゲイン量をもとに制御部１
６が自動的に決定し、フィルタ係数算出部２５に通知する構成としてもよい。実施の形態
１では、ユーザによるノイズ低減量の強／弱の選択操作を受け付ける。そして、制御部１
６が、選択されたノイズ低減量の強弱に応じてσg値およびσp値を設定し、フィルタ係数
算出部２５に通知する。
【００７２】
　図１１は、ゲイン量またはＩＳＯ感度の値に応じて定まるσg値をグラフ化した図であ
る。そして、図１１中において、ユーザによってノイズ低減量が「強」として選択された
場合のゲイン量またはＩＳＯ感度とσg値との対応関係を実線で示し、ユーザによってノ
イズ低減量が「弱」として選択された場合のゲイン量またはＩＳＯ感度とσg値との対応
関係を一点鎖線で示している。
【００７３】
　また、図１２は、ゲイン量またはＩＳＯ感度の値に応じて定まるσp値をグラフ化した
図である。そして、図１２中において、ユーザによってノイズ低減量が「強」として選択
された場合のゲイン量またはＩＳＯ感度とσp値との対応関係を実線で示し、ユーザによ
ってノイズ低減量が「弱」として選択された場合のゲイン量またはＩＳＯ感度とσp値と
の対応関係を一点鎖線で示している。
【００７４】
　図１１および図１２に示すように、σg値およびσp値は、ゲイン量やＩＳＯ感度が増大
するにつれて大きくなるように設定される。ゲイン量やＩＳＯ感度が増大するとノイズ量
が増加するが、σ値が小さいまま固定することとすると、ノイズに伴う画素値の変化によ
ってフィルタ係数が必要以上に小さくなる場合がある。このような場合に平滑化に寄与す
る画素数が確保できない事態を防止するため、図１１および図１２に示すような設定を行
う。なお、ガウス関数値であるＷｇx+i,y+jおよびＷｐx+i,y+jを回路で計算するのはコス
トがかかる。このため、予め複数のσp値およびσg値毎にガウス関数値を設定した不図示
のＬＵＴを用意しておく構成としてもよい。そして、制御部１６から通知されたσg値に
応じたＬＵＴを参照して画素グループ類似度ＳＧx+i,y+jに対応するガウス関数値を読み
出してＷｇx+i,y+jを得るとともに、通知されたσp値に応じたＬＵＴを参照して画素値類
似度ＳＰx+i,y+jに対応するガウス関数値を読み出してＷｐx+i,y+jを得て、フィルタ係数
Ｃx+i,y+jを算出することとしてもよい。
【００７５】
　平滑化処理部２６は、画素抽出部２１から入力された処理画素領域内の各画素の画素値
と、フィルタ係数算出部２５から入力されたフィルタ係数Ｃx+i,y+jとをもとに注目画素
を平滑化処理する。具体的には、次式（３８）に従って、注目画素の画素値Ｐx,yを平滑
化処理した平滑化画素値Ｐｆx,yを得る。得られた平滑化画素値Ｐｆx,yは、ＷＢ処理部１
５３に出力される。
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【数８】

【００７６】
　背景技術で上記したように、従来のバイラテラルフィルタでは、画素値差の絶対値およ
び相対的な空間距離の２つの画素値相関をパラメータとして用い、これらのパラメータで
重み付けしたガウス関数値の積によってフィルタ係数を算出していた。
【００７７】
　ここで、空間距離を用いてガウス関数値を重み付けし、フィルタ係数を算出するという
ことは、注目画素とその周辺画素との画素値相関が、空間距離が遠くなるにつれて等方的
に低下していくという仮定を適用することである。しかしながら、画素値が非等方的に変
化する微細構造を有する処理画素領域に前述の仮定を適用し、空間距離を用いた等方的な
平滑化処理を行うと、その処理画素領域の非等方的な微細構造を潰す方向でフィルタが作
用することになり、微細構造を保存できない。
【００７８】
　なお、従来のバイラテラルフィルタでは、画素値差の絶対値によって重み付けしたガウ
ス関数値が空間距離による重み付けの作用を軽減しており、大きく急峻なエッジ部分を鈍
らせることなく保存することができる。また、画素値差の小さい微細構造を保存するため
、画素値類似度ＳＰx+i,y+jを鋭敏化するようにパラメータを調整（すなわちσp値を小さ
く）していた。しかしながら実際には、ノイズ低減効果が著しく低下し、微細構造ととも
にノイズを残してしまうという問題があった。すなわち、ノイズ低減レベルによって定ま
る平滑化対象のノイズ量（ノイズの平均振幅）に対して十分に大きなエッジは保存できる
が、微細構造のように画素値の変化が小さくその値と前述のノイズ量との差が小さくなる
と、エッジ（すなわち微細構造）を保存できなくなる。
【００７９】
　これに対し、実施の形態１では、画素値差が大きなエッジの保存に大きく寄与する画素
値類似度ＳＰx+i,y+jと画素値差が小さな微細構造の保存に大きく寄与する画素グループ
類似度ＳＧx+i,y+jとの２つのパラメータの値を用いてフィルタ係数を算出し、このフィ
ルタ係数を用いて注目画素を平滑化処理することができる。
【００８０】
　すなわち、実施の形態１では、バイラテラルフィルタで用いる２つのパラメータのうち
の一方のパラメータとして、画素値類似度ＳＰx+i,y+jを用いる。これは、従来のバイラ
テラルフィルタで用いていた注目画素とその周辺画素との画素値差の絶対値に相当する。
これによって、急峻で大きなエッジを保存できる。
【００８１】
　具体的には、処理画素領域内の各画素について注目画素との差分絶対値を画素値類似度
ＳＰx+i,y+jとして算出することとした。したがって、処理画素領域内の急峻なエッジを
低コストで高速に、且つ精度良く保存することができる。
【００８２】
　一方、他方のパラメータとして、従来は、注目画素とその周辺画素との相対的な空間距
離を用いていたが、実施の形態１では、この空間距離にかえて、画素グループ類似度ＳＧ
x+i,y+jを用いる。すなわち、従来のバイラテラルフィルタでは、相対的な空間距離に基
づく等方的な重み付けを行ってガウス関数値を算出していたのに対し、実施の形態１では
、処理画素領域内の画素値分布をもとにこの処理画素領域内をグループ化することで得た
画素グループ類似度ＳＧx+i,y+jを用い、非等方的な重み付けを行ってガウス関数値を算
出する。
【００８３】
　より詳細には、処理画素領域に含まれる方向性を持った構造あるいは処理画素領域に含
まれる規則性を持った構造に合致するような画素グループ群を予め用意される画素グルー



(18) JP 5220677 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

プ群の候補の中から選択することによって、処理画素領域内を画素値が類似する画素毎の
小領域に区分し、画素グループを形成することとした。したがって、処理画素領域内の各
画素を、この処理画素領域内の特定方向に低周波成分を持つ微細構造に応じてグループ化
することができる。
【００８４】
　そして、各画素グループに属する画素値をもとに、画素グループ毎に画素グループ類似
度ＳＧx+i,y+jを算出することとした。したがって、処理画素領域内の微細構造の方向性
や規則性を反映させた値として画素グループ類似度ＳＧx+i,y+jを得ることができる。そ
して、同一の画素グループに属する画素にはそれぞれ同一のパラメータ（すなわち画素グ
ループ類似度ＳＧx+i,y+j）を与え、ガウス関数値を重み算出することとした。したがっ
て、画素グループ類似度ＳＧx+i,y+jによって各区分パターンに適合するような特定方向
に低周波成分を持つ微細構造を保存でき、画素値類似度ＳＰx+i,y+jによって高周波成分
を持った急峻なエッジを保存できる。例えば、画素グループ類似度ＳＧx+i,y+jおよび画
素値類似度ＳＰx+i,y+jがともに高い場合には重点的に大きな重みを設定できる。これに
よれば、従来の空間距離を用いた場合のような均等で方向性のない重み付けと異なり、処
理画素領域内の画像の構造に適応した（処理画素領域内の画像の構造の方向性や規則性に
依存した）重み付けが実現できる。これによって、微細構造（微細なエッジ）の保存が可
能となる。
【００８５】
　実際には、画素グループ類似度ＳＧx+i,y+jを重みとして第１の関数値であるガウス関
数値を算出する。そして、画素値類似度ＳＰx+i,y+jを重みとして第２の関数値であるガ
ウス関数値を算出し、算出した各ガウス関数値を乗算することによってフィルタ係数を算
出することとした。
【００８６】
　また、実施の形態１では、処理画素領域内を各候補の画素グループ群に区分した際の画
素グループ群代表類似度を算出するが、このとき、各候補の画素グループ毎にこれら画素
グループに属する隣接画素間の差分絶対値を算出し、算出した隣接画素間の差分絶対値の
総和によって画素グループ群代表類似度を算出することとした。そして、算出した候補毎
の画素グループ群代表類似度の中から値が最も小さい画素グループ群代表類似度の画素グ
ループ群を代表画素グループ群として選択することとした。したがって、処理画素領域の
画素値分布に適合した代表画素グループ群を低コストで高速に選択することができる。
【００８７】
　また、処理画素領域について形成した各画素グループの画素グループ代表値をそれぞれ
算出することとした。そして、注目画素を含む画素グループの画素グループ代表値との差
分絶対値を画素グループ毎に算出し、これら各画素グループに属する画素に対し、得られ
た画素グループ代表値類似度を画素グループ類似度として設定することとした。したがっ
て、画素グループ代表値や画素グループ類似度の各値を低コストで高速に算出できる。
【００８８】
　以上説明したように、実施の形態１によれば、画像の微細構造を潰さずに保存しつつ高
精度にノイズを低減でき、ノイズ低減効果を向上させることができるという効果を奏する
。したがって、大きく急峻なエッジから微細構造までを含めて保存が可能で、且つ十分な
ノイズ低減効果を安定的に実現することができ、主観画質を向上させることが可能となる
。
【００８９】
　なお、上記した実施の形態１では、平滑処理部２６による平滑化処理後の平滑化画素値
をＷＢ処理部１５３に出力する構成とした。これに対し、例えば上記した特許文献２に開
示されている技術を適用することとしてもよい。すなわち、平滑化処理後の平滑化画素値
をもとに新たな平滑化画素値を算出し、算出した新たな平滑化画素値をＷＢ処理部１５３
に出力する構成としてもよい。
【００９０】
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　具体的には、輝度レベルに応じて発生するノイズ量を推定するためのノイズモデルテー
ブルを予め記録部１４に記録しておく。そして、平滑化処理の結果得られた平滑化画素値
Ｐｆx,yを輝度レベルとしてノイズモデルテーブルを参照し、ノイズ量Ｎｑの推定を行う
。そして、平滑化画素値Ｐｆx,yを基準レベルとし、推定ノイズ量Ｎｑをコアリング処理
の幅として注目画素の画素値Ｐx,yに対してコアリング処理を行う。そしてこのコアリン
グ処理の結果得た新たな平滑化画素値Ｐｆ´x,yをＷＢ処理部１５３に出力することとし
てもよい。具体的には、次式（３９）～（４１）に従ってコアリング処理を実現する。
｜Ｐｆx,y－Ｐx,y｜≦ＮｑならばＰｆ´x,y＝Ｐｆx,y　・・・（３９）
Ｐx,y－Ｐｆx,y＞ＮｑならばＰｆ´x,y＝Ｐx,y－Ｎｑ　・・・（４０）
Ｐｆx,y－Ｐx,y＞ＮｑならばＰｆ´x,y＝Ｐx,y＋Ｎｑ　・・・（４１）
【００９１】
　本変形例によれば、平滑化画素値Ｐｆx,yを用いることでノイズ量の推定精度を向上さ
せることができるので、画像の微細構造をより高精度に保存することができ、ノイズ低減
効果を向上させることができる。
【００９２】
　また、上記した実施の形態１では、図４－１～５に示した５通りの区分パターンを予め
用意し、各区分パターンに従って区分した５通りの画素グループ群を候補として用いるこ
ととしたが、区分パターンは例示したものに限定されるものではない。例えば、市松模様
の微細構造を想定した区分パターンを設定する等、予め想定し得る処理画素領域内の微細
構造（画素値分布）に応じた区分パターンを適宜設定しておくことができる。
【００９３】
　また、上記した実施の形態１では、撮像部１１として３板構成の撮像素子を用いた場合
を例示したが、撮像部の構成をモノクロの撮像素子を用いた単板構成としてもよい。本構
成によれば、例えば、照明光がＲＧＢ３チャンネルの波長帯域で時系列で面順次に切り替
えられる内視鏡に上記した撮像システム１を適用することができる。
【００９４】
　また、実施の形態１では、撮像部１１を備えた撮像システム１について説明したが、撮
像装置を具備しない画像処理装置に適用し、別個の撮像装置で撮像された画像データを外
部入力する構成としてもよい。例えば、画像データを可搬型の記録媒体を経由して、ある
いは通信接続される外部機器から外部入力し、この画像データを画像処理する画像処理装
置に適用することができる。
【００９５】
　また、実施の形態１では、画像処理部１５を構成する各部をハードウェアで構成するこ
ととしたが、これに限定されるものではない。例えば、各部が行う処理をＣＰＵが行う構
成とし、ＣＰＵがプログラムを実行することによってソフトウェアとして実現することと
してもよい。あるいは、各部が行う処理の一部をソフトウェアで構成することとしてもよ
い。
【００９６】
　この場合には、ワークステーションやパソコン等の公知のコンピュータシステムを画像
処理装置として用いることができる。そして、画像処理部１５の各部が行う処理を実現す
るためのプログラム（画像処理プログラム）を予め用意し、この画像処理プログラムをコ
ンピュータシステムのＣＰＵが実行することによって実現できる。
【００９７】
　図１３は、本変形例のコンピュータシステム１０００の構成を示すシステム構成図であ
り、図１４は、このコンピュータシステム１０００における本体部１０１０の構成を示す
ブロック図である。図１３に示すように、コンピュータシステム１０００は、本体部１０
１０と、本体部１０１０からの指示によって表示画面１０２１に画像等の情報を表示する
ためのディスプレイ１０２０と、このコンピュータシステム１０００に種々の情報を入力
するためのキーボード１０３０と、ディスプレイ１０２０の表示画面１０２１上の任意の
位置を指定するためのマウス１０４０とを備える。
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【００９８】
　また、このコンピュータシステム１０００における本体部１０１０は、図１４に示すよ
うに、ＣＰＵ１０１１と、ＲＡＭ１０１２と、ＲＯＭ１０１３と、ハードディスクドライ
ブ（ＨＤＤ）１０１４と、ＣＤ－ＲＯＭ１０６０を受け入れるＣＤ－ＲＯＭドライブ１０
１５と、ＵＳＢメモリ１０７０を着脱可能に接続するＵＳＢポート１０１６と、ディスプ
レイ１０２０、キーボード１０３０およびマウス１０４０を接続するＩ／Ｏインターフェ
ース１０１７と、ローカルエリアネットワークまたは広域エリアネットワーク（ＬＡＮ／
ＷＡＮ）Ｎ１に接続するためのＬＡＮインターフェース１０１８とを備える。
【００９９】
　さらに、このコンピュータシステム１０００には、インターネット等の公衆回線Ｎ３に
接続するためのモデム１０５０が接続されるとともに、ＬＡＮインターフェース１０１８
およびローカルエリアネットワークまたは広域エリアネットワークＮ１を介して、他のコ
ンピュータシステムであるパソコン（ＰＣ）１０８１、サーバ１０８２、プリンタ１０８
３等が接続される。
【０１００】
　そして、このコンピュータシステム１０００は、所定の記録媒体に記録された画像処理
プログラム（例えば図１５や図１６を参照して後述する処理手順を実現するための画像処
理プログラム）を読み出して実行することで画像処理装置を実現する。ここで、所定の記
録媒体とは、ＣＤ－ＲＯＭ１０６０やＵＳＢメモリ１０７０の他、ＭＯディスクやＤＶＤ
ディスク、フレキシブルディスク（ＦＤ）、光磁気ディスク、ＩＣカード等を含む「可搬
用の物理媒体」、コンピュータシステム１０００の内外に備えられるＨＤＤ１０１４やＲ
ＡＭ１０１２、ＲＯＭ１０１３等の「固定用の物理媒体」、モデム１０５０を介して接続
される公衆回線Ｎ３や、他のコンピュータシステム（ＰＣ）１０８１またはサーバ１０８
２が接続されるローカルエリアネットワークまたは広域エリアネットワークＮ１等のよう
に、プログラムの送信に際して短期にプログラムを保持する「通信媒体」等、コンピュー
タシステム１０００によって読み取り可能な画像処理プログラムを記録するあらゆる記録
媒体を含む。
【０１０１】
　すなわち、画像処理プログラムは、「可搬用の物理媒体」「固定用の物理媒体」「通信
媒体」等の記録媒体にコンピュータ読み取り可能に記録されるものであり、コンピュータ
システム１０００は、このような記録媒体から画像処理プログラムを読み出して実行する
ことで画像処理装置を実現する。なお、画像処理プログラムは、コンピュータシステム１
０００によって実行されることに限定されるものではなく、他のコンピュータシステム（
ＰＣ）１０８１またはサーバ１０８２が画像処理プログラムを実行する場合や、これらが
協働して画像処理プログラムを実行するような場合にも、本発明を同様に適用することが
できる。
【０１０２】
　図１５は、本変形例においてコンピュータシステム１０００のＣＰＵ１０１１が行う処
理手順を示す全体フローチャートである。なお、ここで説明する処理は、ＣＰＵ１０１１
が上記した所定の記録媒体に記録された画像処理プログラムを実行することにより実現さ
れる。
【０１０３】
　図１５に示すように、先ず、３板式の撮像素子で構成される撮像装置で撮影されたＲＡ
Ｗ画像データを例えば可搬型の記録媒体を経由して、あるいは通信接続される外部機器か
ら取得（入力）する（ステップＳ１）。このとき、複数のフレームで構成されるＲＡＷ画
像を取得し、入力部１２の操作によってユーザが指定した処理フレーム分のＲＡＷ画像を
処理対象とする構成としてもよい。この場合には、各フレームを順次１枚ずつ取得する。
【０１０４】
　そして、ステップＳ１で取得したＲＡＷ画像に対し、ステップＳ３～ステップＳ２１の
各処理を行う。すなわち先ず、ＲＡＷ画像にＯＢクランプ処理を施す（ステップＳ３）。
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続いて、ＯＢクランプ処理後のＲＡＷ画像にＡＧＣ処理を施す（ステップＳ５）。続いて
、ＡＧＣ処理後のＲＡＷ画像にノイズ低減処理を施す（ステップＳ７）。続いて、ノイズ
低減処理後のＲＡＷ画像にホワイトバランス補正処理を施す（ステップＳ９）。続いて、
ホワイトバランス補正処理後のＲＡＷ画像に色変換処理を施す（ステップＳ１１）。続い
て、色変換処理後のＲＡＷ画像に階調変換処理を施す（ステップＳ１３）。続いて、階調
変換処理後のＲＡＷ画像にＹＣ分離処理を施す（ステップＳ１５）。続いて、ＹＣ分離処
理後のＲＡＷ画像にエッジ強調処理を施す（ステップＳ１７）。そして、エッジ強調処理
後のＲＡＷ画像に圧縮処理を施し（ステップＳ１９）、圧縮処理後の画像データを所定の
記録媒体に書き込んで記録処理する（ステップＳ２１）。
【０１０５】
　その後、未処理のＲＡＷ画像がある場合には（ステップＳ２３：Ｙｅｓ）、ステップＳ
１に戻り、未処理のＲＡＷ画像を対象にステップＳ３～ステップＳ２１の処理を行う。一
方、未処理のＲＡＷ画像がなければ（ステップＳ２３：Ｎｏ）、本処理を終える。
【０１０６】
　次に、ステップＳ７のノイズ低減処理について説明する。図１６は、ノイズ低減処理の
詳細な処理手順を示すフローチャートである。図１６に示すように、ノイズ低減処理では
、先ず、注目画素をノイズ低減処理する際に参照する注目画素を含む処理画素領域を抽出
する（ステップＳ７０１）。続いて、ステップＳ７０１で抽出した処理画素領域内を、予
め複数通り用意される各候補の画素グループ群に区分した際の画素グループ群代表類似度
をそれぞれ算出する（ステップＳ７０３）。そして、算出した各候補の画素グループ群代
表類似度をもとに、代表画素グループ群を選択する（ステップＳ７０５）。
【０１０７】
　続いて、ステップＳ７０１で抽出した処理画素領域内の各画素の画素値をもとに、ステ
ップＳ７０５で選択した代表画素グループ群に応じて各画素グループの画素グループ代表
値を算出する（ステップＳ７０７）。続いて、算出した各画素グループの画素グループ代
表値をもとに、画素グループ代表値類似度を算出する（ステップＳ７０９）。そして、算
出した画素グループ代表値類似度をもとに、処理画素領域内の各画素に画素グループ類似
度を設定する（ステップＳ７１１）。
【０１０８】
　また、ステップＳ７０１で抽出した処理画素領域内の各画素の画素値をもとに、各画素
の画素値類似度を算出する（ステップＳ７１３）。
【０１０９】
　そして、ステップＳ７１１で処理画素領域内の各画素に設定した画素グループ類似度と
ステップＳ７１３で処理画素領域内の画素毎に算出した画素値類似度とをもとに、処理画
素領域内の各画素に適用するフィルタ係数を算出する（ステップＳ７１５）。そして、算
出したフィルタ係数を用いて注目画素を平滑化処理する（ステップＳ７１７）。
【０１１０】
　その後、未処理の画素がある場合には（ステップＳ７１９：Ｙｅｓ）、ステップＳ７０
１に戻り、未処理の画素を注目画素としてステップＳ７０１～ステップＳ７１７の処理を
行う。一方、未処理の画素がなければ（ステップＳ７１９：Ｎｏ）、本処理を終える。
【０１１１】
（実施の形態２）
　次に、実施の形態２について説明する。図１７は、実施の形態２における撮像システム
１ｂの全体構成例を示すブロック図である。なお、実施の形態１で説明した構成と同一の
構成については、同一の符号を付する。図１７に示すように、実施の形態２の撮像システ
ム１ｂは、撮像部１１ｂと、入力部１２と、表示部１３と、記録部１４ｂと、画像処理部
１５ｂと、これら各部の動作を制御する制御部１６ｂとを備える。
【０１１２】
　実施の形態２では、撮像部１１ｂは、撮影用レンズや単板式の撮像素子等で構成される
デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラで構成され、１画素当たり１チャンネルの信
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号を出力する。単板式の撮像素子は、例えばモノクロの撮像素子上にＲＧＢの各色の原色
フィルタを市松模様状にベイヤー配列したものである。
【０１１３】
　図１８は、ＲＧＢ各色の原色フィルタの配列例を示す図である。図１８に示すような原
色フィルタを具備した単板式の撮像素子を用いる場合には、近傍の画素値を利用すること
で不足するＲ，Ｇ，Ｂ成分を補間する。なお、図１８では、Ｒチャンネルと水平方向に隣
接するＧチャンネルをＧrと表記し、Ｂチャンネルと水平方向に隣接するＧチャンネルを
Ｇbと表記しているが、実施の形態２では、ＧrとＧbとを別個のチャンネルとして扱う。
すなわち、撮像部１１ｂは、１画素当たりＲチャンネル、Ｇrチャンネル、Ｇbチャンネル
およびＢチャンネルのいずれか１チャンネルの信号を出力する。
【０１１４】
　また、記録部１４ｂには、撮像システム１ｂを動作させ、この撮像システム１ｂが備え
る種々の機能を実現するためのプログラムや、このプログラムの実行中に使用されるデー
タ等が記録される。また、撮像部１１ｂによって撮像された画像データが記録される。
【０１１５】
　そして、画像処理部１５ｂは、ＯＢ／ＡＧＣ処理部１５１と、ノイズ低減処理部２０ｂ
と、ＷＢ処理部１５３と、補間処理部１５９ｂと、色変換処理部１５４と、階調変換処理
部１５５と、ＹＣ分離処理部１５６と、エッジ強調処理部１５７と、データ圧縮記録処理
部１５８とを備える。
【０１１６】
　ここで、補間処理部１５９ｂは、ＷＢ処理部１５３から入力された画像データに対して
補間処理を施す。具体的には、補間処理部１５９ｂは、１画素当たり１チャンネルの信号
を１画素当たりＲＧＢ３チャンネルに同時化する。処理後のＲＧＢ各色の画像データは、
色変換処理部１５４に出力される。
【０１１７】
　次に、実施の形態２のノイズ低減処理部２０ｂについて説明する。図１９は、ノイズ低
減処理部２０ｂの構成例を示すブロック図である。
【０１１８】
　図１９に示すように、ノイズ低減処理部２０ｂは、画素抽出部２１ｂと、同一チャンネ
ル信号選択部２７ｂと、画素グループ形成部３０ｂと、画素グループ類似度算出部４０ｂ
と、画素値類似度算出部２４ｂと、フィルタ係数算出部２５ｂと、平滑化処理部２６ｂと
を備える。
【０１１９】
　ＯＢ／ＡＧＣ処理部１５１からの画像データは、画素抽出部２１ｂに入力される。画素
抽出部２１ｂは、各画素を順番に処理対象とし、処理対象の画素である注目画素をノイズ
低減処理する際に参照する処理画素領域を抽出する。実施の形態２では、ノイズ低減処理
に際し、実施の形態１と同様に注目画素を中心とした５×５画素を参照する。このため、
画素抽出部２１ｂは、注目画素を中心として注目画素と同一チャンネルの５×５画素を含
むように、注目画素を中心とした９×９の画素領域を処理画素領域として抽出する。抽出
された処理画素領域は、同一チャンネル信号選択部２７ｂに出力される。
【０１２０】
　同一チャンネル信号選択部２７ｂは、画素抽出部２１ｂによって抽出された処理画素領
域の中から、注目画素およびこの注目画素と同一チャンネルの２５個の画素を選択する。
チャンネルが同一である画素の配置は図１８に示した原色フィルタの配列によって定まる
。図２０は、画素抽出部２１ｂによって抽出される処理画素領域の一例を示す図であり、
図２０中において、同一チャンネル信号選択部２７ｂによって選択される注目画素および
この注目画素と同一チャンネルの２５画素にハッチングを付して示している。ここで、図
２０中に示すように、選択される注目画素およびこの注目画素と同一チャンネルの２５画
素の画素値をＰx+i,y+j（ｉ＝－４，－２，０，２，４；ｊ＝－４，－２，０，２，４）
と定義する。ｘ，ｙは、画像データ中での注目画素の水平座標（ｘ座標）および垂直座標
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（ｙ座標）を示す。また、ｉ，ｊは、抽出された処理画素領域中での各画素の水平方向の
相対座標（ｉ）および垂直方向の相対座標（ｊ）を示す。
【０１２１】
　以上のようにして選択された注目画素およびこの注目画素と同一チャンネルの２５画素
の画素値（Ｐx+i,y+jの各値）は、画素グループ形成部３０ｂの画素グループ群代表類似
度算出部３１ｂおよび画素値類似度算出部２４ｂにそれぞれ出力される。
【０１２２】
　画素グループ形成部３０ｂは、同一チャンネル信号選択部２７ｂから入力された２５画
素の画素値Ｐx+i,y+jをもとに画素グループを形成する。画素グループの形成方法は実施
の形態１と同様に実現できるが、実施の形態２では、画素抽出部２１ｂが抽出した９×９
の処理画素領域の中から同一チャンネル信号選択部２７ｂが選択した注目画素を含む２５
画素（以下、「選択画素」と呼ぶ。）を対象に処理を行い、画素グループを形成する。
【０１２３】
　図２１－１～５は、実施の形態２で候補とする５通りの画素グループ群の一例を示す図
である。なお、各図２１－１～５において、ハッチングの種類によって同一の画素グルー
プに属する選択画素を識別して示している。
【０１２４】
　すなわち、図２１－１に示すように、処理画素領域内の選択画素を列方向の５画素毎に
区分した５つの画素グループｇ10_2～ｇ14_2で構成される垂直相関画素グループ群を１つ
目の候補とする。また、図２１－２に示すように、処理画素領域内の選択画素を行方向の
５画素毎に区分した５つの画素グループｇ20_2～ｇ24_2で構成される水平相関画素グルー
プ群を２つ目の候補とする。また、図２１－３に示すように、処理画素領域内の選択画素
を左上がりの斜め方向に沿って区分した５つの画素グループｇ30_2～ｇ34_2で構成される
左斜相関画素グループ群を３つ目の候補とする。また、図２１－４に示すように、処理画
素領域内の選択画素を右上がりの斜め方向に沿って区分した５つの画素グループｇ40_2～
ｇ44_2で構成される右斜相関画素グループ群を４つ目の候補とする。そして、図２１－５
に示すように、各画素グループを構成する画素がそれぞれ中央の注目画素を中心として点
対称となるように、処理画素領域内の選択画素を５つの画素グループｇ50_2～ｇ54_2に区
分した等方相関画素グループ群を５つ目の候補とする。
【０１２５】
　実際には、図１９に示すように、画素グループ形成部３０ｂは、実施の形態１と同様に
、画素グループ群代表類似度算出部３１ｂと、代表画素グループ群選択部３２とを備え、
各部の処理によって画素グループを形成する（代表画素グループ群を選択する）。
【０１２６】
　先ず、画素グループ群代表類似度算出部３１ｂが、処理画素領域内を各候補の画素グル
ープ群に区分した際の画素グループ群代表類似度をそれぞれ算出する。なお、図示しない
が、画素グループ群代表類似度算出部３１ｂは、実施の形態１の画素グループ群代表類似
度算出部３１（図５を参照）と同様に、垂直相関画素グループ群代表類似度算出部と、水
平相関画素グループ群代表類似度算出部と、左斜相関画素グループ群代表類似度算出部と
、右斜相関画素グループ群代表類似度算出部と、等方相関画素グループ群代表類似度算出
部とを備える。
【０１２７】
　そして、実施の形態２では、垂直相関画素グループ群代表類似度算出部は、処理画素領
域内の選択画素を垂直相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度Ｓ
Ｇｖを算出する。図２２は、実施の形態２における画素グループ群代表類似度ＳＧｖの算
出原理を説明する説明図である。なお、図２２中において、処理画素領域中の選択画素に
ハッチングを付して示している。垂直相関画素グループ群代表類似度算出部３１１は、図
２２中に矢印ａ１１で示すように、垂直方向に隣接する選択画素間で例えば画素値の差分
絶対値を隣接画素類似度として算出し、その総和を画素グループ群代表類似度ＳＧｖとす
る。この画素グループ群代表類似度ＳＧｖの算出式は、次式（４２）で表される。
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ＳＧｖ＝｜Ｐx-4,y-2－Ｐx-4,y｜＋｜Ｐx-4,y－Ｐx-4,y+2｜＋｜Ｐx-2,y-4－Ｐx-2,y-2｜
　　　＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx-2,y｜＋｜Ｐx-2,y－Ｐx-2,y+2｜＋｜Ｐx-2,y+2－Ｐx-2,y+4｜
　　　＋｜Ｐx,y-4－Ｐx,y-2｜＋｜Ｐx,y-2－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx,y+2｜
　　　＋｜Ｐx,y+2－Ｐx,y+4｜＋｜Ｐx+2,y-4－Ｐx+2,y-2｜＋｜Ｐx+2,y-2－Ｐx+2,y｜
　　　＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+2,y+2｜＋｜Ｐx+2,y+2－Ｐx+2,y+4｜＋｜Ｐx+4,y-2－Ｐx+4,y｜
　　　＋｜Ｐx+4,y－Ｐx+4,y+2｜　・・・（４２）
【０１２８】
　また、水平相関画素グループ群代表類似度算出部は、処理画素領域内の選択画素を水平
相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧｈを算出する。図２
３は、実施の形態２における画素グループ群代表類似度ＳＧｈの算出原理を説明する説明
図である。なお、図２３中において、処理画素領域中の選択画素にハッチングを付して示
している。水平相関画素グループ群代表類似度算出部３１２は、図２３中に矢印ａ１２で
示すように、水平方向に隣接する選択画素間で例えば画素値の差分絶対値を隣接画素類似
度として算出し、その総和を画素グループ群代表類似度ＳＧｈとする。この画素グループ
群代表類似度ＳＧｈの算出式は、次式（４３）で表される。
ＳＧｈ＝｜Ｐx-2,y-4－Ｐx,y-4｜＋｜Ｐx,y-4－Ｐx+2,y-4｜＋｜Ｐx-4,y-2－Ｐx-2,y-2｜
　　　＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx,y-2｜＋｜Ｐx,y-2－Ｐx+2,y-2｜＋｜Ｐx+2,y-2－Ｐx+4,y-2｜
　　　＋｜Ｐx-4,y－Ｐx-2,y｜＋｜Ｐx-2,y－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y｜
　　　＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+4,y｜＋｜Ｐx-4,y+2－Ｐx-2,y+2｜＋｜Ｐx-2,y+2-Ｐx,y+2｜
　　　＋｜Ｐx,y+2－Ｐx+2,y+2｜＋｜Ｐx+2,y+2-Ｐx+4,y+2｜＋｜Ｐx-2,y+4－Ｐx,y+4｜
　　　＋｜Ｐx,y+4-Ｐx+2,y+4｜　・・・（４３）
【０１２９】
　また、左斜相関画素グループ群代表類似度算出部は、処理画素領域内の選択画素を左斜
相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧｂを算出する。図２
４は、実施の形態２における画素グループ群代表類似度ＳＧｂの算出原理を説明する説明
図である。なお、図２４中において、処理画素領域中の選択画素にハッチングを付して示
している。左斜相関画素グループ群代表類似度算出部３１３は、図２４中に矢印ａ１３で
示すように、左上がりの斜め方向に隣接する選択画素間で例えば画素値の差分絶対値を隣
接画素類似度として算出し、その総和を画素グループ群代表類似度ＳＧｂとする。この画
素グループ群代表類似度ＳＧｂの算出式は、次式（４４）で表される。
ＳＧｂ＝｜Ｐx+2,y-4－Ｐx+4,y-2｜＋｜Ｐx,y-4－Ｐx+2,y-2｜＋｜Ｐx+2,y-2－Ｐx+4,y｜
　　　＋｜Ｐx-2,y-4－Ｐx,y-2｜＋｜Ｐx,y-2－Ｐx+2,y｜＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+4,y+2｜
　　　＋｜Ｐx-4,y-4－Ｐx-2,y-2｜＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y+2｜
　　　＋｜Ｐx+2,y+2－Ｐx+4,y+4｜＋｜Ｐx-4,y-2－Ｐx-2,y｜＋｜Ｐx-2,y－Ｐx,y+2｜
　　　＋｜Ｐx,y+2－Ｐx+2,y+4｜＋｜Ｐx-4,y－Ｐx-2,y+2｜＋｜Ｐx-2,y+2－Ｐx,y+4｜
　　　＋｜Ｐx-4,y+2－Ｐx-2,y+4｜　・・・（４４）
【０１３０】
　また、右斜相関画素グループ群代表類似度算出部は、処理画素領域内の選択画素を右斜
相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧｓを算出する。図２
５は、実施の形態２における画素グループ群代表類似度ＳＧｓの算出原理を説明する説明
図である。なお、図２５中において、処理画素領域中の選択画素にハッチングを付して示
している。右斜相関画素グループ群代表類似度算出部３１４は、図２５中に矢印ａ１４で
示すように、右上がりの斜め方向に隣接する選択画素間で例えば画素値の差分絶対値を隣
接画素類似度として算出し、その総和を画素グループ群代表類似度ＳＧｓとする。この画
素グループ群代表類似度ＳＧｓの算出式は、次式（４５）で表される。
ＳＧｓ＝｜Ｐx-4,y-2－Ｐx-2,y-4｜＋｜Ｐx-4,y－Ｐx-2,y-2｜＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx,y-4｜
　　　＋｜Ｐx-4,y+2－Ｐx-2,y｜＋｜Ｐx-2,y－Ｐx,y-2｜＋｜Ｐx,y-2－Ｐx+2,y-4｜
　　　＋｜Ｐx-4,y+4－Ｐx-2,y+2｜＋｜Ｐx-2,y+2－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y-2｜
　　　＋｜Ｐx+2,y-2－Ｐx+4,y-4｜＋｜Ｐx-2,y+4－Ｐx,y+2｜＋｜Ｐx,y+2－Ｐx+2,y｜
　　　＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+4,y-2｜＋｜Ｐx,y+4－Ｐx+2,y+2｜＋｜Ｐx+2,y+2－Ｐx+4,y｜
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　　　＋｜Ｐx+2,y+4－Ｐx+4,y+2｜　・・・（４５）
【０１３１】
　また、等方相関画素グループ群代表類似度算出部は、処理画素領域内の選択画素を等方
相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧｅを算出する。図２
６は、実施の形態２における画素グループ群代表類似度ＳＧｅの算出原理を説明する説明
図である。なお、図２６中において、処理画素領域中の選択画素にハッチングを付して示
している。等方相関画素グループ群代表類似度算出部３１５は、図２６中に矢印ａ１５で
示すように、注目画素を中心として放射状に隣接する選択画素間で例えば画素値の差分絶
対値を隣接画素類似度として算出し、その総和を画素グループ群代表類似度ＳＧｅとする
。この画素グループ群代表類似度ＳＧｅの算出式は、次式（４６）で表される。
ＳＧｅ＝｜Ｐx-4,y+4－Ｐx-2,y+2｜＋｜Ｐx-2,y+2－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y-2｜
　　　＋｜Ｐx+2,y-2－Ｐx+4,y-4｜＋｜Ｐx-4,y-4－Ｐx-2,y-2｜＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx,y｜
　　　＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y+2｜＋｜Ｐx+2,y+2－Ｐx+4,y+4｜＋｜Ｐx,y-4－Ｐx,y-2｜
　　　＋｜Ｐx,y-2－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx,y+2｜＋｜Ｐx,y+2－Ｐx,y+4｜
　　　＋｜Ｐx-4,y－Ｐx-2,y｜＋｜Ｐx-2,y－Ｐx,y｜＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y｜
　　　＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+4,y｜　・・・(４６)
【０１３２】
　以上のようにして算出された候補毎の５つの画素グループ群代表類似度ＳＧｖ，ＳＧｈ
，ＳＧｂ，ＳＧｓ，ＳＧｅは、代表画素グループ群選択部３２に出力される。
【０１３３】
　代表画素グループ群選択部３２は、実施の形態１と同様の要領で、画素グループ群代表
類似度算出部３１ｂから入力された５つの画素グループ群代表類似度ＳＧｖ，ＳＧｈ，Ｓ
Ｇｂ，ＳＧｓ，ＳＧｅをもとに処理画素領域の画素値分布に最もマッチングしている区分
パターンを判定し、代表画素グループ群を選択する。そして、代表画素グループ群選択部
３２は、代表画素グループ群として選択した画素グループ群のインデックス値を画素グル
ープ類似度算出部４０ｂに出力する。
【０１３４】
　画素グループ類似度算出部４０ｂは、図１９に示すように、画素グループ代表値算出部
４１ｂと、画素グループ代表値類似度算出部４３とを備え、各部の処理によって、処理画
素領域について形成された画素グループ間の類似度を算出する。
【０１３５】
　画素グループ代表値算出部４１ｂは、同一チャンネル信号選択部２７ｂから入力された
２５画素の画素値Ｐx+i,y+jをもとに、処理画素領域について形成した各画素グループの
画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。画素グループ代表値の算出方
法は実施の形態１と同様に実現できる。
【０１３６】
　例えば、画素グループ代表値算出部４１ｂは、代表画素グループ群選択部３２から垂直
相関画素グループ群のインデックス値“０”が入力された場合には、次式（４７）～（５
１）に従って画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。ここで、注目画
素を含む画素グループｇ12_2（図２１－１参照）の画素グループ代表値がＡ0に対応して
いる。
【数９】

【０１３７】
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　また、画素グループ代表値算出部４１ｂは、代表画素グループ群選択部３２から水平相
関画素グループ群のインデックス値“１”が入力された場合には、次式（５２）～（５６
）に従って画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。ここで、注目画素
を含む画素グループｇ22_2（図２１－２参照）の画素グループ代表値がＡ0に対応してい
る。
【数１０】

【０１３８】
　また、画素グループ代表値算出部４１ｂは、代表画素グループ群選択部３２から左斜相
関画素グループ群のインデックス値“２”が入力された場合には、次式（５７）～（６１
）に従って画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。ここで、注目画素
を含む画素グループｇ32_2（図２１－３参照）の画素グループ代表値がＡ0に対応してい
る。

【数１１】

【０１３９】
　また、画素グループ代表値算出部４１ｂは、代表画素グループ群選択部３２から右斜相
関画素グループ群のインデックス値“３”が入力された場合には、次式（６２）～（６６
）に従って画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。ここで、注目画素
を含む画素グループｇ42_2（図２１－４参照）の画素グループ代表値がＡ0に対応してい
る。

【数１２】

【０１４０】
　また、画素グループ代表値算出部４１ｂは、代表画素グループ群選択部３２から等方相
関画素グループ群のインデックス値“４”が入力された場合には、次式（６７）～（７１
）に従って画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4を算出する。ここで、注目画素
を含む画素グループｇ52_2（図２１－５参照）の画素グループ代表値がＡ0に対応してい
る。
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【数１３】

【０１４１】
　以上のようにして算出された各画素グループ代表値Ａ0，Ａ1，Ａ2，Ａ3、Ａ4は、画素
グループ代表値類似度算出部４３に出力される。
【０１４２】
　画素グループ代表値類似度算出部４３は、実施の形態１と同様の要領で、先ず、画素グ
ループ代表値算出部４１ｂから入力された各画素グループの画素グループ代表値Ａ0，Ａ1

，Ａ2，Ａ3、Ａ4をもとに、画素グループ代表値類似度ＳＧnを算出する。そして、画素グ
ループ代表値類似度算出部４３は、実施の形態１と同様の要領で、算出した画素グループ
代表値類似度ＳＧnをもとに、次式（７２）に従って処理画素領域内の各画素に画素グル
ープ類似度ＳＧx+i,y+jを設定する。
【数１４】

【０１４３】
　また、画素値類似度算出部２４ｂは、同一チャンネル信号選択部２７ｂから入力された
２５画素の画素値Ｐx+i,y+jをもとに、各画素の画素値類似度ＳＰx+i,y+jを算出する。例
えば、各画素の画素値類似度ＳＰx+i,y+jを、注目画素Ｐx,yとの画素値の差分の絶対値と
して算出する。この画素値類似度ＳＰx+i,y+jは次式（７３）によって表される。算出さ
れた各画素の画素値類似度ＳＰx+i,y+jは、フィルタ係数算出部２５ｂに出力される。
ＳＰx+i,y+j＝｜Ｐx+i,y+j－Ｐx,y｜　・・・（７３）
　　　（ただし、ｉ＝－４，－２，０，２，４；ｊ＝－４，－２，０，２，４）
【０１４４】
　フィルタ係数算出部２５ｂは、画素グループ代表値類似度算出部４３から入力された画
素グループ類似度ＳＧx+i,y+jと画素値類似度算出部２４ｂから入力された画素値類似度
ＳＰx+i,y+jとをもとに、処理画素領域内の各画素に適用するフィルタ係数を算出する。
具体的には、実施の形態１と同様の要領で、画素グループ類似度ＳＧx+i,y+jおよび画素
値類似度ＳＰx+i,y+jをそれぞれガウス関数値の重みとし、次式（７４）に従ってフィル
タ係数Ｃx+i,y+jを算出する。算出されたフィルタ係数Ｃx+i,y+jは、平滑化処理部２６ｂ
に出力される。
【数１５】

【０１４５】
　ここで、σg値およびσp値は、制御部１６ｂから処理パラメータの値として通知される
値であり、実施の形態１と同様の要領で制御部１６ｂが設定し、フィルタ係数算出部２５
ｂに通知する値である。
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【０１４６】
　平滑化処理部２６ｂは、同一チャンネル信号選択部２７ｂから入力された２５画素の画
素値Ｐx+i,y+jと、フィルタ係数算出部２５ｂから入力されたフィルタ係数Ｃx+i,y+jとを
もとに注目画素を平滑化処理する。具体的には、次式（７８）に従って、注目画素の画素
値Ｐx,yを平滑化処理した平滑化画素値Ｐｆx,yを得る。得られた平滑化画素値Ｐｆx,yは
、ＷＢ処理部１５３に出力される。
【数１６】

【０１４７】
　以上説明した実施の形態２によれば、原色フィルタを用いた単板式の撮像素子等で撮像
部１１ｂを構成した場合であっても、実施の形態１と同様の効果を奏することができ、画
像の微細構造を潰さずに保存しつつ高精度にノイズを低減し、ノイズ低減効果を向上させ
ることができる。
【０１４８】
　なお、実施の形態２の画像処理部１５ｂについても、実施の形態１と同様にハードウェ
アで構成する場合に限定されるものではなく、図１３や図１４に例示したようなコンピュ
ータシステム１０００のＣＰＵ１０１１が画像処理プログラムを実行することによってソ
フトウェアとして実現することとしてもよい。
【０１４９】
　図２７は、本変形例においてＣＰＵ１０１１が行う処理手順を示す全体フローチャート
である。なお、図２７において、実施の形態１と同様の処理工程には、同一の符号を付し
ており、説明は省略する。
【０１５０】
　図２７に示すように、本変形例では、ノイズ低減処理後のＲＡＷ画像に対してホワイト
バランス補正処理を施した後（ステップＳ９）、続いて、補間処理を施す（ステップＳ１
０）。そして、続くステップＳ１１では、補間処理後のＲＡＷ画像に色変換処理を施す。
【０１５１】
（実施の形態３）
　次に、実施の形態３について説明する。実施の形態３では、時系列に沿って画像を連続
的に撮影して得た動画像を処理対象としている。
【０１５２】
　図２８は、実施の形態３の撮像システムが備える画像処理部のノイズ低減処理部２０ｃ
の構成例を示すブロック図である。実施の形態３の撮像システムは、実施の形態２で図１
７を参照して説明した撮像システム１ｂと同様に構成され、図１７の制御部１６ｂを図２
８に示す制御部１６ｃに置き換えるとともに、図１７のノイズ低減処理部２０ｂを図２８
に示すノイズ低減処理部２０ｃに置き換えた構成で実現できる。
【０１５３】
　図２８に示すように、ノイズ低減処理部２０ｃは、現フレーム画素抽出部２１ｃと、現
フレーム同一チャンネル信号選択部２７ｃと前フレーム画素抽出部２８ｃと、前フレーム
同一チャンネル信号選択部２９ｃと、画素グループ形成部３０ｃと、画素グループ類似度
算出部４０ｃと、画素値類似度算出部２４ｃと、フィルタ係数算出部２５ｃと、平滑化処
理部２６ｃと、フレームメモリ５０ｃとを備える。
【０１５４】
　ここで、フレームメモリ５０ｃは、ノイズ低減処理を施した現フレーム（現画像）を次
のフレームで前フレーム（過去画像）として参照できるよう、ノイズ低減処理後の現フレ
ームを保持しておくためのものである。このフレームメモリ５０ｃは、２フレーム分の画
像データを格納するための領域を備える。具体的には、前回ノイズ低減処理された前フレ
ーム中の各画素の平滑化画素値が格納される格納領域と、今回ノイズ低減処理された現フ
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レーム中の各画素の平滑化画素値が格納される格納領域とを備える。例えば、格納領域を
環状に管理し、１フレーム分のノイズ低減処理が終了した時点で次のフレームの格納領域
を切り換えるリングバッファを用いることができる。
【０１５５】
　ＯＢ／ＡＧＣ処理部１５１からの画像データは、現フレーム画素抽出部２１ｃに入力さ
れる。現フレーム画素抽出部２１ｃは、現フレーム中の各画素を順番に処理対象とし、処
理対象の画素である注目画素をノイズ低減処理する際に参照する現画像画素領域としての
処理画素領域（現フレーム処理画素領域）を抽出する。具体的には、現フレーム画素抽出
部２１ｃは、実施の形態２で説明した画素抽出部２１ｂと同様の要領で、現フレーム中の
注目画素を中心とした９×９の画素領域を現フレーム処理画素領域として抽出する。抽出
された現フレーム処理画素領域は、現フレーム同一チャンネル信号選択部２７ｃに出力さ
れる。
【０１５６】
　現フレーム同一チャンネル信号選択部２７ｃは、実施の形態２で説明した同一チャンネ
ル信号選択部２７ｂと同様の要領で、現フレーム画素抽出部２１ｃによって抽出された現
フレーム処理画素領域の中から注目画素およびこの注目画素と同一チャンネルの２５個の
画素を選択する。以上のようにして現フレーム処理画素領域から選択された注目画素およ
びこの注目画素と同一チャンネルの２５画素の画素値（Ｐx+i,y+jの各値）は、画素グル
ープ形成部３０ｃの現フレーム画素グループ群代表類似度算出部３１ｃと画素値類似度算
出部２４ｃとにそれぞれ出力される。
【０１５７】
　一方、フレームメモリ５０ｃに保持されている直前のフレーム（前フレーム）の画像デ
ータが前フレーム画素抽出部２８ｃに入力される。前フレーム画素抽出部２８ｃは、前フ
レーム中の各画素を順番に処理対象とし、処理対象の画素である注目画素をノイズ低減処
理する際に参照する過去画像画素領域としての画素領域（前フレーム処理画素領域）を抽
出する。具体的には、前フレーム画素抽出部２８ｃは、現フレーム画素抽出部２１ｃと同
様に、前フレーム中の注目画素を中心とした９×９の画素領域を前フレーム処理画素領域
として抽出する。抽出された前フレーム処理画素領域は、前フレーム同一チャンネル信号
選択部２９ｃに出力される。
【０１５８】
　前フレーム同一チャンネル信号選択部２９ｃは、現フレーム同一チャンネル信号選択部
２７ｃと同様にして、前フレーム画素抽出部２８ｃによって抽出された前フレーム処理画
素領域の中から注目画素およびこの注目画素と同一チャンネルの２５個の画素を選択する
。以上のようにして前フレーム処理画素領域から選択された注目画素およびこの注目画素
と同一チャンネルの２５画素の画素値（Ｐx+i,y+jの各値）は、画素グループ形成部３０
ｃの前フレーム画素グループ群代表類似度算出部３３ｃと画素値類似度算出部２４ｃとに
それぞれ出力される。
【０１５９】
　図２９は、現フレーム画素抽出部２１ｃによって時刻ｔ＝０の現フレームから抽出され
る現フレーム処理画素領域ｒ（０）および前フレーム画素抽出部２８ｃによって時刻ｔ＝
－１の前フレームから抽出される前フレーム処理画素領域ｒ（－１）の一例を示す図であ
る。この図２９中に示す現フレーム処理画素領域ｒ（０）において、現フレーム同一チャ
ンネル信号選択部２７ｃによって選択される注目画素およびこの注目画素と同一チャンネ
ルの２５画素にハッチングを付して示している。同様に、図２９中に示す前フレーム処理
画素領域ｒ（－１）において、前フレーム同一チャンネル信号選択部２９ｃによって選択
される注目画素およびこの注目画素と同一チャンネルの２５画素にハッチングを付して示
している。
【０１６０】
　ここで、図２９中に示すように、現フレーム同一チャンネル信号選択部２７ｃによって
現フレーム処理画素領域ｒ（０）から選択される注目画素およびこの注目画素と同一チャ
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ンネルの各画素の画素値をＰx+i,y+j（ｉ＝－４，－２，０，２，４；ｊ＝－４，－２，
０，２，４）と定義する。一方、前フレーム同一チャンネル信号選択部２９ｃによって前
フレーム処理画素領域ｒ（－１）から選択される注目画素およびこの注目画素と同一チャ
ンネルの各画素の画素値をＰ´x+i,y+j（ｉ＝－４，－２，０，２，４；ｊ＝－４，－２
，０，２，４）と定義する。ｘ，ｙは、対応するフレームの画像データ中での注目画素の
水平座標（ｘ座標）および垂直座標（ｙ座標）を示す。また、ｉ，ｊは、抽出された現フ
レーム処理画素領域または前フレーム処理画素領域中での各画素の水平方向の相対座標（
ｉ）および垂直方向の相対座標（ｊ）を示す。
【０１６１】
　画素グループ形成部３０ｃは、図２８に示すように、第１の画素グループ群代表類似度
算出部としての現フレーム画素グループ群代表類似度算出部３１ｃと、第１の代表画素グ
ループ群選択部としての現フレーム代表画素グループ群選択部３２ｃとを含む。そして、
現フレーム画素グループ群代表類似度算出部３１ｃおよび現フレーム代表画素グループ群
選択部３２ｃによって、現フレーム画素抽出部２１ｃが抽出した９×９の現フレーム処理
画素領域の中から現フレーム同一チャンネル信号選択部２７ｃが選択した注目画素を含む
２５画素（以下、「現フレーム選択画素」と呼ぶ。）を対象に処理を行い、画素グループ
を形成する。
【０１６２】
　さらに、画素グループ形成部３０ｃは、第２の画素グループ群代表類似度算出部として
の前フレーム画素グループ群代表類似度算出部３３ｃと、第２の代表画素グループ群選択
部としての前フレーム代表画素グループ群選択部３４ｃとを含む。そして、前フレーム画
素グループ群代表類似度算出部３３ｃおよび前フレーム代表画素グループ群選択部３４ｃ
によって、前フレーム画素抽出部２８ｃが抽出した９×９の前フレーム処理画素領域の中
から前フレーム同一チャンネル信号選択部２９ｃが選択した注目画素を含む２５画素（以
下、「前フレーム選択画素」と呼ぶ。）を対象に処理を行い、画素グループを形成する。
【０１６３】
　ここで、画素グループ形成部３０ｃが現フレームに対して行う処理および前フレームに
対して行う処理を順番に説明する。現フレームに対して行う処理では先ず、現フレーム画
素グループ群代表類似度算出部３１ｃが、現フレーム処理画素領域内を各候補の画素グル
ープ群に区分した際の画素グループ群代表類似度（現画像画素グループ群代表類似度）を
それぞれ算出する。なお、図示しないが、現フレーム画素グループ群代表類似度算出部３
１ｃは、実施の形態２の画素グループ群代表類似度算出部３１ｂと同様に、垂直相関画素
グループ群代表類似度算出部と、水平相関画素グループ群代表類似度算出部と、左斜相関
画素グループ群代表類似度算出部と、右斜相関画素グループ群代表類似度算出部と、等方
相関画素グループ群代表類似度算出部とを備える。
【０１６４】
　そして、実施の形態３では、現フレーム画素グループ群代表類似度算出部３１ｃの垂直
相関画素グループ群代表類似度算出部は、実施の形態２と同様の要領で、現フレーム処理
画素領域内の現フレーム選択画素を垂直相関画素グループ群に区分した場合の画素グルー
プ群代表類似度ＳＧｖ（０）を次式（７９）に従って算出する。
ＳＧｖ（０）＝｜Ｐx-4,y-2－Ｐx-4,y｜＋｜Ｐx-4,y－Ｐx-4,y+2｜
　　　　　　＋｜Ｐx-2,y-4－Ｐx-2,y-2｜＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx-2,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx-2,y－Ｐx-2,y+2｜＋｜Ｐx-2,y+2－Ｐx-2,y+4｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y-4－Ｐx,y-2｜＋｜Ｐx,y-2－Ｐx,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y－Ｐx,y+2｜＋｜Ｐx,y+2－Ｐx,y+4｜
　　　　　　＋｜Ｐx+2,y-4－Ｐx+2,y-2｜＋｜Ｐx+2,y-2－Ｐx+2,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+2,y+2｜＋｜Ｐx+2,y+2－Ｐx+2,y+4｜
　　　　　　＋｜Ｐx+4,y-2－Ｐx+4,y｜＋｜Ｐx+4,y－Ｐx+4,y+2｜　・・・（７９）
【０１６５】
　また、現フレーム画素グループ群代表類似度算出部３１ｃの水平相関画素グループ群代
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表類似度算出部は、実施の形態２と同様の要領で、現フレーム処理画素領域内の現フレー
ム中選択画素を水平相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧ
ｈ（０）を次式（８０）に従って算出する。
ＳＧｈ（０）＝｜Ｐx-2,y-4－Ｐx,y-4｜＋｜Ｐx,y-4－Ｐx+2,y-4｜
　　　　　　＋｜Ｐx-4,y-2－Ｐx-2,y-2｜＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx,y-2｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y-2－Ｐx+2,y-2｜＋｜Ｐx+2,y-2－Ｐx+4,y-2｜
　　　　　　＋｜Ｐx-4,y－Ｐx-2,y｜＋｜Ｐx-2,y－Ｐx,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y｜＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+4,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx-4,y+2－Ｐx-2,y+2｜＋｜Ｐx-2,y+2-Ｐx,y+2｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y+2－Ｐx+2,y+2｜＋｜Ｐx+2,y+2-Ｐx+4,y+2｜
　　　　　　＋｜Ｐx-2,y+4－Ｐx,y+4｜＋｜Ｐx,y+4-Ｐx+2,y+4｜・・・（８０）
【０１６６】
　また、現フレーム画素グループ群代表類似度算出部３１ｃの左斜相関画素グループ群代
表類似度算出部は、実施の形態２と同様の要領で、現フレーム処理画素領域内の現フレー
ム中選択画素を左斜相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧ
ｂ（０）を次式（８１）に従って算出する。
ＳＧｂ（０）＝｜Ｐx+2,y-4－Ｐx+4,y-2｜＋｜Ｐx,y-4－Ｐx+2,y-2｜
　　　　　　＋｜Ｐx+2,y-2－Ｐx+4,y｜＋｜Ｐx-2,y-4－Ｐx,y-2｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y-2－Ｐx+2,y｜＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+4,y+2｜
　　　　　　＋｜Ｐx-4,y-4－Ｐx-2,y-2｜＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y+2｜＋｜Ｐx+2,y+2－Ｐx+4,y+4｜
　　　　　　＋｜Ｐx-4,y-2－Ｐx-2,y｜＋｜Ｐx-2,y－Ｐx,y+2｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y+2－Ｐx+2,y+4｜＋｜Ｐx-4,y－Ｐx-2,y+2｜
　　　　　　＋｜Ｐx-2,y+2－Ｐx,y+4｜＋｜Ｐx-4,y+2－Ｐx-2,y+4｜　・・・（８１）
【０１６７】
　また、現フレーム画素グループ群代表類似度算出部３１ｃの右斜相関画素グループ群代
表類似度算出部は、実施の形態２と同様の要領で、現フレーム処理画素領域内の現フレー
ム中選択画素を右斜相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧ
ｓ（０）を次式（８２）に従って算出する。
ＳＧｓ（０）＝｜Ｐx-4,y-2－Ｐx-2,y-4｜＋｜Ｐx-4,y－Ｐx-2,y-2｜
　　　　　　＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx,y-4｜＋｜Ｐx-4,y+2－Ｐx-2,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx-2,y－Ｐx,y-2｜＋｜Ｐx,y-2－Ｐx+2,y-4｜
　　　　　　＋｜Ｐx-4,y+4－Ｐx-2,y+2｜＋｜Ｐx-2,y+2－Ｐx,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y-2｜＋｜Ｐx+2,y-2－Ｐx+4,y-4｜
　　　　　　＋｜Ｐx-2,y+4－Ｐx,y+2｜＋｜Ｐx,y+2－Ｐx+2,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+4,y-2｜＋｜Ｐx,y+4－Ｐx+2,y+2｜
　　　　　　＋｜Ｐx+2,y+2－Ｐx+4,y｜＋｜Ｐx+2,y+4－Ｐx+4,y+2｜　・・・（８２）
【０１６８】
　また、現フレーム画素グループ群代表類似度算出部３１ｃの等方相関画素グループ群代
表類似度算出部は、実施の形態２と同様の要領で、現フレーム処理画素領域内の現フレー
ム中選択画素を等方相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧ
ｅ（０）を次式（８３）に従って算出する。
ＳＧｅ（０）＝｜Ｐx-4,y+4－Ｐx-2,y+2｜＋｜Ｐx-2,y+2－Ｐx,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y-2｜＋｜Ｐx+2,y-2－Ｐx+4,y-4｜
　　　　　　＋｜Ｐx-4,y-4－Ｐx-2,y-2｜＋｜Ｐx-2,y-2－Ｐx,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y+2｜＋｜Ｐx+2,y+2－Ｐx+4,y+4｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y-4－Ｐx,y-2｜＋｜Ｐx,y-2－Ｐx,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y－Ｐx,y+2｜＋｜Ｐx,y+2－Ｐx,y+4｜
　　　　　　＋｜Ｐx-4,y－Ｐx-2,y｜＋｜Ｐx-2,y－Ｐx,y｜
　　　　　　＋｜Ｐx,y－Ｐx+2,y｜＋｜Ｐx+2,y－Ｐx+4,y｜　・・・(８３)
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【０１６９】
　以上のようにして算出された候補毎の５つの画素グループ群代表類似度ＳＧｖ（０），
ＳＧｈ（０），ＳＧｂ（０），ＳＧｓ（０），ＳＧｅ（０）は、現フレーム代表画素グル
ープ群選択部３２ｃに出力される。
【０１７０】
　現フレーム代表画素グループ群選択部３２ｃは、実施の形態１と同様の要領で、現フレ
ーム画素グループ群代表類似度算出部３１ｃから入力された５つの画素グループ群代表類
似度ＳＧｖ（０），ＳＧｈ（０），ＳＧｂ（０），ＳＧｓ（０），ＳＧｅ（０）をもとに
現フレーム処理画素領域の画素値分布に最もマッチングしている区分パターンを判定し、
代表画素グループ群（第１の代表画素グループ群）を選択する。そして、現フレーム代表
画素グループ群選択部３２ｃは、代表画素グループ群として選択した画素グループ群のイ
ンデックス値を画素グループ類似度算出部４０ｃに出力する。
【０１７１】
　一方、前フレームに対して行う処理としては先ず、前フレーム画素グループ群代表類似
度算出部３３ｃが、前フレーム処理画素領域内を各候補の画素グループ群に区分した際の
画素グループ群代表類似度（過去画像画素グループ群代表類似度）をそれぞれ算出する。
なお、図示しないが、前フレーム画素グループ群代表類似度算出部３３ｃは、実施の形態
２の画素グループ群代表類似度算出部３１ｂと同様に、垂直相関画素グループ群代表類似
度算出部と、水平相関画素グループ群代表類似度算出部と、左斜相関画素グループ群代表
類似度算出部と、右斜相関画素グループ群代表類似度算出部と、等方相関画素グループ群
代表類似度算出部とを備える。
【０１７２】
　そして、実施の形態３では、前フレーム画素グループ群代表類似度算出部３３ｃの垂直
相関画素グループ群代表類似度算出部は、実施の形態２と同様の要領で、前フレーム処理
画素領域内の前フレーム選択画素を垂直相関画素グループ群に区分した場合の画素グルー
プ群代表類似度ＳＧｖ（－１）を次式（８４）に従って算出する。
ＳＧｖ（－１）＝｜Ｐ´x-4,y-2－Ｐ´x-4,y｜＋｜Ｐ´x-4,y－Ｐ´x-4,y+2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-2,y-4－Ｐ´x-2,y-2｜＋｜Ｐ´x-2,y-2－Ｐ´x-2,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-2,y－Ｐ´x-2,y+2｜＋｜Ｐ´x-2,y+2－Ｐ´x-2,y+4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y-4－Ｐ´x,y-2｜＋｜Ｐ´x,y-2－Ｐ´x,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y－Ｐ´x,y+2｜＋｜Ｐ´x,y+2－Ｐ´x,y+4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x+2,y-4－Ｐ´x+2,y-2｜＋｜Ｐ´x+2,y-2－Ｐ´x+2,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x+2,y－Ｐ´x+2,y+2｜＋｜Ｐ´x+2,y+2－Ｐ´x+2,y+4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x+4,y-2－Ｐ´x+4,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x+4,y－Ｐ´x+4,y+2｜・・・（８４）
【０１７３】
　また、前フレーム画素グループ群代表類似度算出部３３ｃの水平相関画素グループ群代
表類似度算出部は、実施の形態２と同様の要領で、前フレーム処理画素領域内の前フレー
ム中選択画素を水平相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧ
ｈ（－１）を次式（８５）に従って算出する。
ＳＧｈ（－１）＝｜Ｐ´x-2,y-4－Ｐ´x,y-4｜＋｜Ｐ´x,y-4－Ｐ´x+2,y-4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-4,y-2－Ｐ´x-2,y-2｜＋｜Ｐ´x-2,y-2－Ｐ´x,y-2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y-2－Ｐ´x+2,y-2｜＋｜Ｐ´x+2,y-2－Ｐ´x+4,y-2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-4,y－Ｐ´x-2,y｜＋｜Ｐ´x-2,y－Ｐ´x,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y－Ｐ´x+2,y｜＋｜Ｐ´x+2,y－Ｐ´x+4,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-4,y+2－Ｐ´x-2,y+2｜＋｜Ｐ´x-2,y+2-Ｐ´x,y+2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y+2－Ｐ´x+2,y+2｜＋｜Ｐ´x+2,y+2-Ｐ´x+4,y+2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-2,y+4－Ｐ´x,y+4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y+4-Ｐ´x+2,y+4｜　・・・（８５）
【０１７４】
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　また、前フレーム画素グループ群代表類似度算出部３３ｃの左斜相関画素グループ群代
表類似度算出部は、実施の形態２と同様の要領で、前フレーム処理画素領域内の前フレー
ム中選択画素を左斜相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧ
ｂ（－１）を次式（８６）に従って算出する。
ＳＧｂ（－１）＝｜Ｐ´x+2,y-4－Ｐ´x+4,y-2｜＋｜Ｐ´x,y-4－Ｐ´x+2,y-2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x+2,y-2－Ｐ´x+4,y｜＋｜Ｐ´x-2,y-4－Ｐ´x,y-2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y-2－Ｐ´x+2,y｜＋｜Ｐ´x+2,y－Ｐ´x+4,y+2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-4,y-4－Ｐ´x-2,y-2｜＋｜Ｐ´x-2,y-2－Ｐ´x,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y－Ｐ´x+2,y+2｜＋｜Ｐ´x+2,y+2－Ｐ´x+4,y+4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-4,y-2－Ｐ´x-2,y｜＋｜Ｐ´x-2,y－Ｐ´x,y+2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y+2－Ｐ´x+2,y+4｜＋｜Ｐ´x-4,y－Ｐ´x-2,y+2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-2,y+2－Ｐ´x,y+4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-4,y+2－Ｐ´x-2,y+4｜　・・・（８６）
【０１７５】
　また、前フレーム画素グループ群代表類似度算出部３３ｃの右斜相関画素グループ群代
表類似度算出部は、実施の形態２と同様の要領で、前フレーム処理画素領域内の前フレー
ム中選択画素を右斜相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧ
ｓ（－１）を次式（８７）に従って算出する。
ＳＧｓ（－１）＝｜Ｐ´x-4,y-2－Ｐ´x-2,y-4｜＋｜Ｐ´x-4,y－Ｐ´x-2,y-2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-2,y-2－Ｐ´x,y-4｜＋｜Ｐ´x-4,y+2－Ｐ´x-2,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-2,y－Ｐ´x,y-2｜＋｜Ｐ´x,y-2－Ｐ´x+2,y-4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-4,y+4－Ｐ´x-2,y+2｜＋｜Ｐ´x-2,y+2－Ｐ´x,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y－Ｐ´x+2,y-2｜＋｜Ｐ´x+2,y-2－Ｐ´x+4,y-4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-2,y+4－Ｐ´x,y+2｜＋｜Ｐ´x,y+2－Ｐ´x+2,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x+2,y－Ｐ´x+4,y-2｜＋｜Ｐ´x,y+4－Ｐ´x+2,y+2｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x+2,y+2－Ｐ´x+4,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x+2,y+4－Ｐ´x+4,y+2｜　・・・（８７）
【０１７６】
　また、前フレーム画素グループ群代表類似度算出部３３ｃの等方相関画素グループ群代
表類似度算出部は、実施の形態２と同様の要領で、前フレーム処理画素領域内の前フレー
ム中選択画素を等方相関画素グループ群に区分した場合の画素グループ群代表類似度ＳＧ
ｅ（－１）を次式（８８）に従って算出する。
ＳＧｅ（－１）＝｜Ｐ´x-4,y+4－Ｐ´x-2,y+2｜＋｜Ｐ´x-2,y+2－Ｐ´x,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y－Ｐ´x+2,y-2｜＋｜Ｐ´x+2,y-2－Ｐ´x+4,y-4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-4,y-4－Ｐ´x-2,y-2｜＋｜Ｐ´x-2,y-2－Ｐ´x,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y－Ｐ´x+2,y+2｜＋｜Ｐ´x+2,y+2－Ｐ´x+4,y+4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y-4－Ｐ´x,y-2｜＋｜Ｐ´x,y-2－Ｐ´x,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y－Ｐ´x,y+2｜＋｜Ｐ´x,y+2－Ｐ´x,y+4｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x-4,y－Ｐ´x-2,y｜＋｜Ｐ´x-2,y－Ｐ´x,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x,y－Ｐ´x+2,y｜
　　　　　　　＋｜Ｐ´x+2,y－Ｐ´x+4,y｜　・・・(８８)
【０１７７】
　以上のようにして算出された候補毎の５つの画素グループ群代表類似度ＳＧｖ（－１）
，ＳＧｈ（－１），ＳＧｂ（－１），ＳＧｓ（－１），ＳＧｅ（－１）は、前フレーム代
表画素グループ群選択部３４ｃに出力される。
【０１７８】
　前フレーム代表画素グループ群選択部３４ｃは、実施の形態１と同様の要領で、前フレ
ーム画素グループ群代表類似度算出部３３ｃから入力された５つの画素グループ群代表類
似度ＳＧｖ（－１），ＳＧｈ（－１），ＳＧｂ（－１），ＳＧｓ（－１），ＳＧｅ（－１
）をもとに前フレーム処理画素領域の画素値分布に最もマッチングしている区分パターン
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レーム代表画素グループ群選択部３４ｃは、代表画素グループ群として選択した画素グル
ープ群のインデックス値を画素グループ類似度算出部４０ｃに出力する。
【０１７９】
　画素グループ類似度算出部４０ｃは、図２８に示すように、現フレーム画素グループ代
表値算出部４１ｃと、前フレーム画素グループ代表値算出部４２ｃと、画素グループ代表
値類似度算出部４３ｃとを備え、各部の処理によって、現フレーム処理画素領域について
形成された画素グループ間の類似度を算出する。
【０１８０】
　現フレーム画素グループ代表値算出部４１ｃは、現フレーム同一チャンネル信号選択部
２７ｃから入力された２５画素の画素値Ｐx+i,y+jをもとに、現フレーム処理画素領域に
ついて形成した各画素グループの画素グループ代表値Ｂ0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4を算出す
る。画素グループ代表値Ｂ0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4の算出方法は実施の形態２で説明した
画素グループ代表値の算出方法と同様に実現できる。算出された各画素グループ代表値Ｂ

0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4は、画素グループ代表値類似度算出部４３ｃに出力される。
【０１８１】
　例えば、現フレーム画素グループ代表値算出部４１ｃは、現フレーム代表画素グループ
群選択部３２ｃから垂直相関画素グループ群のインデックス値“０”が入力された場合に
は、次式（８９）～（９３）に従って画素グループ代表値Ｂ0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4を算
出する。
【数１７】

【０１８２】
　また、現フレーム画素グループ代表値算出部４１ｃは、現フレーム代表画素グループ群
選択部３２ｃから水平相関画素グループ群のインデックス値“１”が入力された場合には
、次式（９４）～（９８）に従って画素グループ代表値Ｂ0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4を算出
する。
【数１８】

【０１８３】
　また、現フレーム画素グループ代表値算出部４１ｃは、現フレーム代表画素グループ群
選択部３２ｃから左斜相関画素グループ群のインデックス値“２”が入力された場合には
、次式（９９）～（１０３）に従って画素グループ代表値Ｂ0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4を算
出する。
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【数１９】

【０１８４】
　また、現フレーム画素グループ代表値算出部４１ｃは、現フレーム代表画素グループ群
選択部３２ｃから右斜相関画素グループ群のインデックス値“３”が入力された場合には
、次式（１０４）～（１０８）に従って画素グループ代表値Ｂ0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4を
算出する。

【数２０】

【０１８５】
　また、現フレーム画素グループ代表値算出部４１ｃは、現フレーム代表画素グループ群
選択部３２ｃから等方相関画素グループ群のインデックス値“４”が入力された場合には
、次式（１０９）～（１１３）に従って画素グループ代表値Ｂ0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4を
算出する。
【数２１】

【０１８６】
　以上のようにして算出された各画素グループ代表値Ｂ0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4は、画素
グループ代表値類似度算出部４３ｃに出力される。
【０１８７】
　一方、前フレーム画素グループ代表値算出部４２ｃは、前フレーム同一チャンネル信号
選択部２９ｃから入力された２５画素の画素値Ｐ´x+i,y+jをもとに、前フレーム処理画
素領域について形成した各画素グループの画素グループ代表値Ｃ0，Ｃ1，Ｃ2，Ｃ3、Ｃ4

を算出する。画素グループ代表値Ｃ0，Ｃ1，Ｃ2，Ｃ3、Ｃ4の算出方法は画素グループ代
表値Ｂ0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4の算出方法と同様に実現できる。算出された各画素グルー
プ代表値Ｃ0，Ｃ1，Ｃ2，Ｃ3、Ｃ4は、画素グループ代表値類似度算出部４３ｃに出力さ
れる。
【０１８８】
　例えば、前フレーム画素グループ代表値算出部４２ｃは、前フレーム代表画素グループ
群選択部３４ｃから垂直相関画素グループ群のインデックス値“０”が入力された場合に
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を算出する。
【数２２】

【０１８９】
　また、前フレーム画素グループ代表値算出部４２ｃは、前フレーム代表画素グループ群
選択部３４ｃから水平相関画素グループ群のインデックス値“１”が入力された場合には
、次式（１１９）～（１２３）に従って画素グループ代表値Ｃ0，Ｃ1，Ｃ2，Ｃ3、Ｃ4を
算出する。

【数２３】

【０１９０】
　また、前フレーム画素グループ代表値算出部４２ｃは、前フレーム代表画素グループ群
選択部３４ｃから左斜相関画素グループ群のインデックス値“２”が入力された場合には
、次式（１２４）～（１２８）に従って画素グループ代表値Ｃ0，Ｃ1，Ｃ2，Ｃ3、Ｃ4を
算出する。

【数２４】

【０１９１】
　また、前フレーム画素グループ代表値算出部４２ｃは、前フレーム代表画素グループ群
選択部３４ｃから右斜相関画素グループ群のインデックス値“３”が入力された場合には
、次式（１２９）～（１３３）に従って画素グループ代表値Ｃ0，Ｃ1，Ｃ2，Ｃ3、Ｃ4を
算出する。
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【数２５】

【０１９２】
　また、前フレーム画素グループ代表値算出部４２ｃは、前フレーム代表画素グループ群
選択部３４ｃから等方相関画素グループ群のインデックス値“４”が入力された場合には
、次式（１３４）～（１３８）に従って画素グループ代表値Ｃ0，Ｃ1，Ｃ2，Ｃ3、Ｃ4を
算出する。

【数２６】

【０１９３】
　以上のようにして算出された各画素グループ代表値Ｃ0，Ｃ1，Ｃ2，Ｃ3、Ｃ4は、画素
グループ代表値類似度算出部４３ｃに出力される。
【０１９４】
　画素グループ代表値類似度算出部４３ｃは、先ず、現フレーム画素グループ代表値算出
部４１ｃから入力された画素グループ代表値Ｂ0，Ｂ1，Ｂ2，Ｂ3、Ｂ4および前フレーム
画素グループ代表値算出部４２ｃから入力された画素グループ代表値Ｃ0，Ｃ1，Ｃ2，Ｃ3

、Ｃ4をもとに、次式（１３９）に従って画素グループ代表値類似度を算出する。ここで
、ｋは現フレームを示す“０”または前フレームを示す“－１”である。ｎは画素グルー
プのインデックス値（ｎ＝０，１，２，３，４）である。また、Ｂ0は、現フレーム中の
注目画素が属する画素グループの画素グループ代表値である。
ＳＧn,k=0＝｜Ｂn－Ｂ0｜，ＳＧn,k=-1＝｜Ｃn－Ｂ0｜　・・・（１３９）
【０１９５】
　続いて、画素グループ代表値類似度算出部４３ｃは、算出した画素グループ代表値類似
度ＳＧn,k=0，ＳＧn,k=-1をもとに、次式（１４０）に従って現フレーム処理画素領域お
よび前フレーム処理画素領域内の各画素に画素グループ類似度ＳＧx+i,y+j,kを設定する
。画素毎に設定された画素グループ類似度ＳＧx+i,y+j,kは、フィルタ係数算出部２５ｃ
に出力される。
【数２７】

【０１９６】
　画素値類似度算出部２４ｃは、現フレーム同一チャンネル信号選択部２７ｃおよび前フ
レーム同一チャンネル信号選択部２９ｃからそれぞれ入力された２５画素の画素値Ｐx+i,

y+j，Ｐ´x+i,y+jをもとに、各画素の画素値類似度ＳＰx+i,y+j,kを算出する。例えば、
各画素の画素値類似度ＳＰx+i,y+j,kを、現フレーム中の注目画素Ｐx,yとの画素値の差分
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の絶対値として算出する。この画素値類似度ＳＰx+i,y+j,kは次式（１４１），（１４２
）によって表される。ここで、ｋは現フレームを示す“０”または前フレームを示す“－
１”である。算出された各画素の画素値類似度ＳＰx+i,y+j,kは、フィルタ係数算出部２
５ｃに出力される。
ＳＰx+i,y+j,0＝｜Ｐx+i,y+j－Ｐx,y｜　・・・（１４１）
ＳＰx+i,y+j,-1＝｜Ｐ´x+i,y+j－Ｐx,y｜　・・・（１４２）
　（ただし、ｉ＝－４，－２，０，２，４；ｊ＝－４，－２，０，２，４）
【０１９７】
　フィルタ係数算出部２５ｃは、画素グループ代表値類似度算出部４３ｃから入力された
画素グループ類似度ＳＧx+i,y+j,kと画素値類似度算出部２４ｃから入力された画素値類
似度ＳＰx+i,y+j,kとをもとに、現フレーム処理画素領域内の各画素および前フレーム処
理画素領域内の各画素にそれぞれ適用するフィルタ係数Ｃx+i,y+j,kを算出する。具体的
には、実施の形態１と同様の要領で、画素グループ類似度ＳＧx+i,y+j,kおよび画素値類
似度ＳＰx+i,y+j,kをそれぞれガウス関数値の重みとし、次式（１４３）に従ってフィル
タ係数Ｃx+i,y+j,kを算出する。算出されたフィルタ係数Ｃx+i,y+j,kは、平滑化処理部２
６ｃに出力される。
【数２８】

【０１９８】
　ここで、σg,k値およびσp,k値は、制御部１６ｃから処理パラメータの値として通知さ
れる値であり、実施の形態１と同様の要領で制御部１６ｃが設定し、フィルタ係数算出部
２５ｃに通知する値である。また、実施の形態３では、現フレームと前フレームとで適用
するσg,k値およびσp,k値を個別に設定できるようになっている。実施の形態３では、ノ
イズ低減処理部２０ｃがフレーム巡回型の構成となっており、被写体とカメラとの相対的
な動きに伴い発生する残像が長時間継続する巡回型ならではの不具合が生じる場合がある
。この種の不具合が、前フレーム用に設定するσ値（σg,-1値およびσp,-1値）を現フレ
ーム用に設定するσ（σg,0値およびσp,0値）値よりも小さく設定することで低減できる
からである。σg,0値やσp,0値と比べてσg,-1値やσp,-1値が小さいということは、画素
グループ類似度ＳＧx+i,y+j,kや画素値類似度ＳＰx+i,y+j,kの各値が同レベルであっても
、重み付けされたガウス関数値Ｗｇx+i,y+j,-1やＷｐx+i,y+j,-1の値が、Ｗｇx+i,y+j,0

やＷｐx+i,y+j,0の値よりも小さくなる。すなわち、重みを小さくする作用をもたらす。
【０１９９】
　なお、ノイズ低減処理の前段で現フレームと前フレームとの間で公知の動き補償処理を
行う構成としてもよい。これによれば、被写体とカメラとの相対的な動きを補償し、前フ
レームから抽出される画素領域Ｐx+i,y+jと現フレームから抽出されるＰ´x+i,y+jとの間
の相対的な動き量を消すことができるので、上記したような残像の発生を抑えることがで
きる。この場合には、ノイズ低減処理部２０ｃでは、入力される各フレームの画像を静止
画像と見なして処理できる。したがって、前フレームに対するσ値を小さく抑えるといっ
た制御は必要なく、ノイズ低減効果を向上させることができる。
【０２００】
　平滑化処理部２６ｃは、現フレーム同一チャンネル信号選択部２７ｃから入力された２
５画素の画素値Ｐx+i,y+jと、前フレーム同一チャンネル信号選択部２９ｃから入力され
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た２５画素の画素値Ｐ´x+i,y+jと、フィルタ係数算出部２５ｃから入力されたフィルタ
係数Ｃx+i,y+j,kとをもとに注目画素を平滑化処理する。具体的には、次式（１４７）に
従って、注目画素の画素値Ｐx,yを平滑化処理した平滑化画素値Ｐｆx,yを得る。得られた
平滑化画素値Ｐｆx,yは、ＷＢ処理部に出力されるとともに、フレームメモリ５０ｃに格
納される。
【数２９】

【０２０１】
　以上説明した実施の形態３によれば、前フレームの画素値を考慮してフィルタ係数を算
出し、算出したフィルタ係数を用いて注目画素を平滑化処理することができる。これによ
れば、フレーム間の相関性を考慮した巡回型のノイズ低減処理を実現でき、より精度良く
微細構造を潰さずに保存しつつノイズを低減し、ノイズ低減効果を向上させることができ
る。
【０２０２】
　なお、上記第３の実施の形態では、ノイズ低減処理に用いる前フレームとしてノイズ低
減処理後の画像データを用いることとした。これに対し、ノイズ低減処理部２０ｃに入力
されたノイズ低減処理前の現フレームの画素値をフレームメモリに保持しておく構成とし
、前フレームとしてノイズ低減処理前の画像データを用いることとしてもよい。
【０２０３】
　また、実施の形態３で説明したノイズ低減処理部２０ｃについても、実施の形態１と同
様にハードウェアで構成する場合に限定されるものではなく、図１３や図１４に例示した
ようなコンピュータシステム１０００のＣＰＵ１０１１が画像処理プログラムを実行する
ことによってソフトウェアとして実現することとしてもよい。
【０２０４】
　図３０は、本変形例においてＣＰＵ１０１１が行うノイズ低減処理の詳細な処理手順を
示すフローチャートである。
【０２０５】
　図３０に示すように、ノイズ低減処理では、先ず、現フレームから、注目画素を含む現
フレーム処理画素領域を抽出する（ステップＳ８０１）。続いて、ステップＳ８０１で抽
出した現フレーム処理画素領域内を予め複数通り用意される各候補の画素グループ群に区
分した際の画素グループ群代表類似度を、上記した式（７９）～（８３）に従ってそれぞ
れ算出する（ステップＳ８０３）。そして、算出した各候補の画素グループ群代表類似度
をもとに、現フレーム処理画素領域について代表画素グループ群を選択する（ステップＳ
８０５）。
【０２０６】
　続いて、ステップＳ８０１で抽出した現フレーム処理画素領域内の各画素の画素値をも
とに、ステップＳ８０５で選択した代表画素グループ群に応じた各画素グループの画素グ
ループ代表値を、上記した式（８９）～（１１３）のうちの対応する式に従って算出する
（ステップＳ８０７）。そして、現フレームが先頭フレームか否かを判定する。先頭フレ
ームであれば（ステップＳ８０９：Ｙｅｓ）、ステップＳ８０７で現フレーム処理画素領
域について算出した画素グループ代表値をもとに、上記した式（１３９）に従って画素グ
ループ代表値類似度を算出する（ステップＳ８１１）。そして、算出した画素グループ代
表値類似度をもとに、上記した式（１４０）に従って現フレーム処理画素領域内の各画素
に画素グループ類似度を設定する（ステップＳ８１３）。
【０２０７】
　また、ステップＳ８０１で抽出した現フレーム処理画素領域内の各画素の画素値をもと
に、上記した式（１４１）に従って各画素の画素値類似度を算出する（ステップＳ８１５
）。
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【０２０８】
　そして、上記した式（１４３）に従い、ステップＳ８１３で現フレーム処理画素領域内
の各画素に設定した画素グループ類似度とステップＳ８１５で現フレーム処理画素領域内
の画素毎に算出した画素値類似度とをもとに処理パラメータの値を用いて現フレーム処理
画素領域に対するフィルタ係数を算出する（ステップＳ８１７）。また、前フレームが存
在しないため、前フレーム処理画素領域に対するフィルタ係数を“ゼロ”にセットする（
ステップＳ８１９）。その後、ステップＳ８３９に移行する。
【０２０９】
　一方、ステップＳ８０９で現フレームが先頭フレームでないと判定した場合には（ステ
ップＳ８０９：Ｎｏ）、前回現フレームとして平滑化処理され、後述するステップＳ８４
１でフレームメモリに格納される前フレームを読み出し、読み出した前フレームから、注
目画素を含む前フレーム処理画素領域を抽出する（ステップＳ８２１）。続いて、ステッ
プＳ８２１で抽出した前フレーム処理画素領域内を予め複数通り用意される各候補の画素
グループ群に区分した際の画素グループ群代表類似度を、上記した式（８４）～（８８）
に従ってそれぞれ算出する（ステップＳ８２３）。そして、算出した各候補の画素グルー
プ群代表類似度をもとに、前フレーム処理画素領域について代表画素グループ群を選択す
る（ステップＳ８２５）。
【０２１０】
　続いて、ステップＳ８２１で抽出した前フレーム処理画素領域内の各画素の画素値をも
とに、ステップＳ８２５で選択した代表画素グループ群に応じた各画素グループの画素グ
ループ代表値を、上記した式（１１４）～（１３８）のうちの対応する式に従って算出す
る（ステップＳ８２７）。
【０２１１】
　続いて、上記した式（１３９）に従い、ステップＳ８０７で現フレーム処理画素領域に
ついて算出した画素グループ代表値をもとに画素グループ代表値類似度を算出するととも
に、ステップＳ８２７で前フレーム処理画素領域について算出した画素グループ代表値を
もとに画素グループ代表値類似度を算出する（ステップＳ８２９）。そして、上記した式
（１４０）に従い、算出した画素グループ代表値類似度をもとに現フレーム処理画素領域
内の各画素に画素グループ類似度を設定するとともに、前フレーム処理画素領域内の各画
素に画素グループ類似度を設定する（ステップＳ８３１）。
【０２１２】
　また、ステップＳ８０１で抽出した現フレーム処理画素領域内の各画素の画素値をもと
に各画素の画素値類似度を上記した式（１４１）に従って算出するとともに、ステップＳ
８２１で抽出した前フレーム処理画素領域内の各画素の画素値をもとに上記した式（１４
２）に従って各画素の画素値類似度を算出する（ステップＳ８３３）。
【０２１３】
　そして、上記した式（１４３）に従い、ステップＳ８３１で設定した画素グループ類似
度とステップＳ８３３で算出した画素値類似度とをもとに処理パラメータの値を用いて現
フレーム処理画素領域および前フレーム処理画素領域に対するフィルタ係数を算出する（
ステップＳ８３５）。その後、ステップＳ８３７に移行する。
【０２１４】
　そして、ステップＳ８３７では、上記した式（１４７）に従って、ステップＳ８３５で
算出したフィルタ係数をもとに平滑化処理を行い、平滑化画素値を算出する。得られた平
滑化画素値は、ＷＢ処理部に出力されるとともに、フレームメモリに格納される。
【０２１５】
　その後、未処理の画素がある場合には（ステップＳ８３９：Ｙｅｓ）、ステップＳ８０
１に戻り、未処理の画素を注目画素としてステップＳ８０１～ステップＳ８３７の処理を
行う。一方、未処理の画素がなければ（ステップＳ８３９：Ｎｏ）、本処理を終える。
【図面の簡単な説明】
【０２１６】
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【図１】実施の形態１における撮像システムの全体構成例を示すブロック図である。
【図２】実施の形態１におけるノイズ低減処理部の構成例を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１における処理画素領域の一例を示す図である。
【図４－１】実施の形態１において候補とする画素グループ群の一例を示す図である。
【図４－２】実施の形態１において候補とする画素グループ群の他の例を示す図である。
【図４－３】実施の形態１において候補とする画素グループ群の他の例を示す図である。
【図４－４】実施の形態１において候補とする画素グループ群の他の例を示す図である。
【図４－５】実施の形態１において候補とする画素グループ群の他の例を示す図である。
【図５】画素グループ群代表類似度算出部の構成を示すブロック図である。
【図６】実施の形態１における画素グループ群代表類似度の算出原理を説明する説明図で
ある。
【図７】実施の形態１における画素グループ群代表類似度の算出原理を説明する説明図で
ある。
【図８】実施の形態１における画素グループ群代表類似度の算出原理を説明する説明図で
ある。
【図９】実施の形態１における画素グループ群代表類似度の算出原理を説明する説明図で
ある。
【図１０】実施の形態１における画素グループ群代表類似度の算出原理を説明する説明図
である。
【図１１】ゲイン量またはＩＳＯ感度とσg値との対応関係をグラフ化した図である。
【図１２】ゲイン量またはＩＳＯ感度とσP値との対応関係をグラフ化した図である。
【図１３】変形例におけるコンピュータシステムの構成を示すシステム構成図である。
【図１４】図１３のコンピュータシステムにおける本体部の構成を示すブロック図である
。
【図１５】変形例におけるＣＰＵの処理手順を示す全体フローチャートである。
【図１６】ノイズ低減処理の詳細な処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】実施の形態２における撮像システムの全体構成例を示すブロック図である。
【図１８】ＲＧＢ各色の原色フィルタの配列例を示す図である。
【図１９】ノイズ低減処理部の構成例を示すブロック図である。
【図２０】実施の形態２における処理画素領域の一例を示す図である。
【図２１－１】実施の形態２において候補とする画素グループ群の一例を示す図である。
【図２１－２】実施の形態２において候補とする画素グループ群の他の例を示す図である
。
【図２１－３】実施の形態２において候補とする画素グループ群の他の例を示す図である
。
【図２１－４】実施の形態２において候補とする画素グループ群の他の例を示す図である
。
【図２１－５】実施の形態２において候補とする画素グループ群の他の例を示す図である
。
【図２２】実施の形態２における画素グループ群代表類似度の算出原理を説明する説明図
である。
【図２３】実施の形態２における画素グループ群代表類似度の算出原理を説明する説明図
である。
【図２４】実施の形態２における画素グループ群代表類似度の算出原理を説明する説明図
である。
【図２５】実施の形態２における画素グループ群代表類似度の算出原理を説明する説明図
である。
【図２６】実施の形態２における画素グループ群代表類似度の算出原理を説明する説明図
である。
【図２７】変形例におけるＣＰＵの処理手順を示す全体フローチャートである。
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【図２８】実施の形態３の撮像システムが備える画像処理部のノイズ低減処理部の構成例
を示すブロック図である。
【図２９】現フレーム処理画素領域および前フレーム処理画素領域の一例を示す図である
。
【図３０】本変形例におけるノイズ低減処理の詳細な処理手順を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【０２１７】
　１，１ｂ　　　撮像システム
　１１，１１ｂ　　　撮像部
　１２　　　入力部
　１３　　　表示部
　１４，１４ｂ　　　記録部
　１５，１５ｂ　　　画像処理部
　１５１　　　ＯＢ／ＡＧＣ処理部
　２０，２０ｂ，２０ｃ　　　ノイズ低減処理部
　２１，２１ｂ　　　画素抽出部
　２１ｃ　　　現フレーム画素抽出部
　３０，３０ｂ，３０ｃ　　　画素グループ形成部
　３１，３１ｂ　　　画素グループ群代表類似度算出部
　３１ｃ　　　現フレーム画素グループ群代表類似度算出部
　３１１　　　垂直相関画素グループ群代表類似度算出部
　３１２　　　水平相関画素グループ群代表類似度算出部
　３１３　　　左斜相関画素グループ群代表類似度算出部
　３１４　　　右斜相関画素グループ群代表類似度算出部
　３１５　　　等方相関画素グループ群代表類似度算出部
　３２　　　代表画素グループ群選択部
　３２ｃ　　　現フレーム代表画素グループ群選択部
　３３ｃ　　　前フレーム画素グループ群代表類似度算出部
　３４ｃ　　　前フレーム代表画素グループ群選択部
　４０，４０ｂ，４０ｃ　　　画素グループ類似度算出部
　４１，４１ｂ　　　画素グループ代表値算出部
　４１ｃ　　　現フレーム画素グループ代表値算出部
　４２ｃ　　　前フレーム画素グループ代表値算出部
　４３，４３ｃ　　　画素グループ代表値類似度算出部
　２４，２４ｂ，２４ｃ　　　画素値類似度算出部
　２５，２５ｂ，２５ｃ　　　フィルタ係数算出部
　２６，２６ｂ，２６ｃ　　　平滑化処理部
　２７ｂ　　　同一チャンネル信号選択部
　２７ｃ　　　現フレーム同一チャンネル信号選択部
　２８ｃ　　　前フレーム画素抽出部
　２９ｃ　　　前フレーム同一チャンネル信号選択部
　５０ｃ　　　フレームメモリ
　１５３　　　ＷＢ処理部
　１５４　　　色変換処理部
　１５５　　　階調変換処理部
　１５６　　　ＹＣ分離処理部
　１５７　　　エッジ強調処理部
　１５８　　　データ圧縮記録処理部
　１５９ｂ　　　補間処理部
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　１６，１６ｂ，１６ｃ　　　制御部

【図１】 【図２】
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