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研究背景 
1. 高機能デジタルカメラの発達 
 
2. 手軽なデジタル写真撮影 

 
 カメラをしっかりと固定して撮影することが困難 

一般世帯普及率 73.3% (2011年3月内閣府調査) 

手ぶれ画像を 
手ぶれなし画像へ復元する必要性 



手ぶれ画像のモデル化 

• 原画像gと点広がり関数(Point Spread Function)pとの畳み込み
でモデル化 

劣化画像        原画像        PSF 

畳み込み演算子 
↓ 



点広がり関数PSF 

• ある点がどのように広がるかを表すもの 

*       = 

原画像              PSF            畳み込み後画像 

手ぶれPSF=カメラ移動の軌跡 



手ぶれ画像復元手法 
• PSFを用いて手ぶれ画像に畳み込みの逆演算を適用 

    
 

原画像        手ぶれ画像   PSF 

畳み込み逆演算子 
↓ 

？ 

手ぶれ画像からPSFを推定することが重要 
PSFは不明 

畳み込み 
逆演算 



研究目的 
• 1枚の手ぶれ画像からPSFを正確に推定 

複数枚の画像や、特殊なカメラを使用しない、一般的な状況 
手ぶれ画像のPSFが判明すれば、復元が可能 

？ 



ケプストラム画像 

PSF推定の従来法1[1] 

1. 手ぶれ画像のケプストラムを利用 
 

 
2. 手ぶれ画像のケプストラムはPSFの概形を表現 

ケプストラムとは、スペクトルのスペクトルのこと 
フーリエ変換後、絶対値の対数をフーリエ変換 

類似 

手ぶれ画像とPSF 

[1]浅井晴香，小山田雄仁，斎藤英雄，太田垣康二，江口満男:ケプストラム解析を用いたブレ画像の
Blind Deconvolution，画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2009), 1043/1050(2009) 



PSF推定の従来法1 

• ケプストラム画像からピクセル探索 
 

推定PSF出力 

PSFそのものを探索することが困難 

PSF以外の成分もケプストラム画像内に 



提案手法 
概要 

 
 
 適応度関数にケプストラムを使用 

 
 
 

 PSFの制約条件を設定し、より適当な近似解を出力 

→間接的に用いることにより、 
  推定結果への影響を軽減 

遺伝的アルゴリズム(GA)によりPSFを推定 



提案手法 
適応度関数 -ケプストラムの特性- 

• PSFが同じ劣化画像のケプストラムは類似 

原画像は異なっていてもPSFの概形を再現 



 
提案手法 

適応度関数 -設定- 
1. テンプレート画像を複数の候補PSFにより劣化させ、複数の疑似劣
化画像を作成 

 
2. 疑似劣化画像と求めたい劣化画像のケプストラム同士を比較 

 
 

候補PSFと手ぶれ画像の真PSFとの比較が可能 

入力手ぶれ画像 

ケプストラム画像 

疑似劣化画像 

ケプストラム画像 

真のPSF 候補PSF(遺伝子) 

類似度比較 

GA 類似度比較 不明 実画像 



提案手法 
アルゴリズム模式図 

ケプストラム画像化 

候補PSF作成（遺伝子） 

疑似劣化画像作成 

ケプストラム画像化 

正規化相関値を計算 

0.8  0.2   0.3  0.7 
テンプレート画像 

ケプストラムが似ている遺伝子を次世代へ 

真のPSFに近づくように進化 

真のPSF 



 
提案手法 
遺伝子の表現方法 

5   3  12 19 

1. 任意の始点とPSF探索範囲中心と任意の終点を結ぶ線分をPSFと
定義 

 
 
 
 

2. 遺伝子は始点の座標と終点の座標 

始点(x,y)  終点(x,y) 

遺伝子値の定義域は[1,”探索範囲の縦or横サイズ”] 

PSF探索範囲 
 
PSF 



1. 2つの遺伝子の端点同士の中間点を計算 
2. 範囲内にランダムで1点追加（突然変異） 
3. 合計7点から2点選び、子を生成 

親遺伝子1  親遺伝子2 

中間点 
突然変異 

子 

 
提案手法 
交叉・突然変異 



シミュレーション実験 

• 詳細は当日プレゼンテーションにて説明 
 



G：原画像、B：手ぶれ画像、Rgp：真のPSFによる復元画像 
Rep：提案手法で推定されたPSFによる復元画像、 
Rcp：従来法[1]で推定されたPSFによる復元画像、 
SSIM(G,B)：GとBとのSSIM値 

SSIM value Blurred image 1  Blurred image 2 Blurred image 3 

SSIM(G,B) 0.847 0.802 0.848 

SSIM(G,Rgp) 0.950 0.937 0.948 

SSIM(G,Rep) 0.886 0.907 0.948 

SSIM(G,Rcp) 0.843 0.796 0.861 

提案手法により、SSIM値が上昇 従来法よりも真のPSFに近い 
PSF推定結果 

提案法 

従来法 

復元の限界 

シミュレーション実験 
原画像と復元画像とのSSIM値 -結果- 



実画像実験 
OCRでの文字認識と再現率 

1. 画像内の文字に対して、OCRにて認識した文字が正解している割合→再
現率 
 
 

 
2. 再現率は復元精度を表し、すなわち推定したPSFの精度 

 
3. OCR自身の精度評価として、印刷した文字を手ぶれなしで撮影した画像G
を使用 

正解文字数をcとすると、再現率rは 



G：手ぶれなし画像、D：手ぶれ画像 

実画像実験 
OCR文字認識の再現率  

Image c recall 

G 35 1.000 

B 15 0.428 

Restored by  the proposed method 32 0.914 

Restored by the conventional method[1] 16 0.457 

Restored by the conventional method[2] 22 0.628 

提案法 

従来法1 

従来法2 

提案手法により、再現率が上昇 従来法よりも真のPSFに近い 
PSF推定結果 

OCRは正常 



まとめ 
• ケプストラム，GAを用いて、PSFを推定 
• 従来法よりも、高い推定精度 
• 実画像における有効性を実証 

 
 今後の課題 

• より最適解に近い初期値の設定 
• PSFの曲線化 
• 遺伝子表現、交叉・突然変異の最適化 

 



企業への期待 

• 画像処理における基本的な技術 
 
• 画像処理を伴う様々な機器への実
装，応用 



本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：ＰＳＦ推定方法とそれを用いた劣化画
像の復元方法およびこれらを記録したプログラムとそれ
を実行するコンピュータ装置 

 
• 出願番号 ：特願2012- 38397，平24. 2.24 
 
• 出願人  ：大阪府立大学 
 
• 発明者  ：吉岡理文、下向拓生 



産学連携の経歴 

• 画像処理，2社10年 
 

• 精密機械，1社3年 
 

• 工芸品製作，1社2年 



お問い合わせ先 

大阪府立大学 地域連携研究機構 

シーズ育成オフィス 副オフィス長 

 阿部 敏郎 
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e-mail seeds@ao.osakafu-u.ac.jp 
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