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(57)【要約】
　画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断す
る方法は、特定のピクセルを囲む(画像からの)複数のピ
クセルに対応するデータを受信するステップを含む。方
法は、1組の比較結果を決定するステップをさらに含み
、各比較結果は、複数のピクセルのうちの1つに対応し
、複数のピクセルのうちの1つに対応する属性値を比較
値(特定のピクセルの特定の属性値および閾値に基づく)
と比較する結果を示す。方法は、プロセッサによって実
行されると、プロセッサに、特定のピクセルが特徴であ
ることを示す1組の比較結果のサブセットを識別させる
プロセッサ実行可能命令を実行するステップをさらに含
む。識別されたサブセットは、複数のピクセルのうちの
いくつかのピクセルの連続的な順序とすることができる
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を処理する方法(800)であって、
　特定のピクセル(320)を囲む複数のピクセルに対応するデータを受信するステップ(702
、802)であり、前記複数のピクセルの各々が画像からのものである、ステップと、
　前記複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果(138、330)を決定するステップ(70
4、804)であり、前記1組の比較結果(138、330)の各比較結果が、前記複数のピクセルのう
ちの1つに対応し、前記複数のピクセルのうちの前記1つに対応する属性値を比較値と比較
する結果を示し、前記比較値が、前記特定のピクセル(320)の特定の属性値、および閾値
に基づく、ステップと、
　プロセッサ(130、1010)によって実行されると、前記プロセッサ(130、1010)に、前記特
定のピクセル(320)が特徴であることを示す前記1組の比較結果(138、330)のサブセットを
識別させるプロセッサ実行可能命令(160)を実行することによって、前記画像の前記特定
のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを判断するステップ(806)であり、前記識別さ
れたサブセットが、前記特定のピクセル(320)を囲む連続的な順序で配置される前記複数
のピクセルのうちのいくつかのピクセルに対応する、ステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記比較値が前記特定の属性値と前記閾値との合計である、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記比較値が前記特定の属性値と前記閾値との差である、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記プロセッサ(130、1010)によって識別される前記1組の比較結果(138、330)の前記サ
ブセットの各比較結果が、前記属性値が前記特定の属性値と前記閾値との合計よりも大き
い、または、前記属性値が前記特定の属性値と前記閾値との差よりも小さいことを示す、
請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のピクセルが16のピクセルを含み、前記1組の比較結果(138、330)の前記識別
されたサブセットが前記複数のピクセルのうちの9つのピクセルに関連付けられている、
請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記特徴が角である、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記特定の属性値が強度値であり、前記閾値が閾強度値である、請求項1に記載の方法
。
【請求項８】
　前記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを判断するステップが、携帯電話(
1000)、コンピューティングデバイス(110)、ポータブル電子デバイス、タブレットコンピ
ューティングデバイス、電子リーダーデバイス、ゲームコンソール、カメラ、その周辺機
器、またはそれらの任意の組合せで実行される、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記1組の比較結果(138、330)が、前記比較値に対する前記複数のピクセルの各々の属
性値の比較を実行するベクトル比較操作によって決定される、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記1組の比較結果(138、330)をインデックスとして使用してテーブル探索操作(150)を
実行するステップが、前記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを示す、請求
項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記特定のピクセル(320)が前記特徴であると決定することに応答して、前記閾値を変
更するステップ(904)と、
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　前記特定のピクセル(320)の前記特定の属性値、前記変更された閾値、および前記特定
のピクセル(320)を囲む前記複数のピクセルの各々の前記属性値に依存する動作に基づい
て、前記画像の前記特定のピクセル(320)が特徴テストを満たすかどうかを判断するステ
ップ(906)と、
　前記特定のピクセル(320)に関連付けられたスコアを決定するステップ(908)であり、前
記特定のピクセル(320)が前記特徴テストを満たすとき、前記スコアが前記変更された閾
値に基づく、ステップと
　をさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　前記特定のピクセル(320)が前記特徴テストを満たすと決定することに応答して、1つま
たは複数のさらに変更された閾値に基づいて1つまたは複数の第2の特徴テストを実行する
ステップと、
　前記特定のピクセル(320)が特定の第2の特徴テストを満たすと決定することに応答して
、前記特定の第2の特徴テストに対応する特定のさらに変更された閾値に基づいて前記ス
コアの値を設定するステップと
　をさらに含む請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断するための装置であって、
　特定のピクセル(320)を囲む複数のピクセルに対応するデータを受信するための手段で
あり、前記複数のピクセルの各々が画像からのものである、手段と、
　前記複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果(138、330)を決定するための手段
であり、前記1組の比較結果(138、330)の各比較結果が、前記複数のピクセルのうちの1つ
に対応し、前記複数のピクセルのうちの前記1つに対応する属性値を比較値と比較する結
果を示し、前記比較値が、前記特定のピクセル(320)の特定の属性値、および閾値に基づ
く、手段と、
　プロセッサ(130、1010)によって実行されると、前記プロセッサ(130、1010)に、前記特
定のピクセル(320)が特徴であることを示す前記1組の比較結果(138、330)のサブセットを
識別させるプロセッサ実行可能命令(160)を実行することによって、前記画像の前記特定
のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを判断するための手段であり、前記識別され
たサブセットが、前記特定のピクセル(320)を囲む連続的な順序で配置される前記複数の
ピクセルのうちのいくつかのピクセルに対応する、手段と
　を備える装置。
【請求項１４】
　前記特定のピクセル(320)を囲む複数のピクセルに対応するデータを受信するための前
記手段が、特徴検出プロセッサモジュール(130)であり、前記複数のピクセルに関連付け
られた前記1組の比較結果(138、330)を決定するための前記手段が、特徴検出プロセッサ
モジュール(130)であり、前記画像の前記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうか
を判断するための前記手段が、前記特徴検出プロセッサモジュール(130)である、請求項1
3に記載の装置。
【請求項１５】
　前記特定のピクセル(320)を囲む複数のピクセルに対応するデータを受信するための前
記手段が、プロセッサ(130、1010)によって実行されると、前記プロセッサ(130、1010)に
、前記特定のピクセル(320)を囲む複数のピクセルに対応するデータを受信させるプロセ
ッサ実行可能命令(1060)を含む第1の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、
　前記複数のピクセルに関連付けられた前記1組の比較結果(138、330)を決定するための
前記手段が、前記プロセッサ(130、1010)によって実行されると、前記プロセッサ(130、1
010)に、前記複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果(138、330)を決定させるプ
ロセッサ実行可能命令(1060)を含む第2の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、
　前記画像の前記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを判断するための前記
手段が、前記プロセッサ(130、1010)によって実行されると、前記プロセッサ(130、1010)
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に、前記画像の前記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを判断させるプロセ
ッサ実行可能命令(1060)を含む第3の非一時的コンピュータ可読媒体を含む
　請求項13に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　本出願は、その内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、「SYSTEM　AND　METHO
D　TO　PERFORM　FEATURE　DETECTION　AND　TO　DETERMINE　A　FEATURE　SCORE」とい
う名称の2012年5月31日に出願された米国仮特許出願第61/653,683号の優先権を主張する
。
【０００２】
　本開示は概して、画像処理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　顔認識アプリケーション、ジェスチャー制御インターフェース、および拡張現実アプリ
ケーションを有する製品は、画像を取得し、処理し、分析するための方法を提供するコン
ピュータビジョンアルゴリズムに依存する。コンピュータビジョンの一態様は、画像内の
関係するポイントを識別するために画像情報の処理およびコンピューティングを伴う特徴
検出である。Features　from　Accelerated　Segment　Test(「FAST」)プロセス(たとえ
ば、FAST9、FAST10、FAST11、FAST12など)に基づく特徴検出は、候補ピクセルを囲む円形
の配置における1組のピクセルを分析する。
【０００４】
　特徴検出のソフトウェア実装は、画像を処理するための効率を制限していた可能性があ
る。たとえば、特徴検出のソフトウェア実装は、多数行のコードを有し得、多くの比較命
令、条件付き分岐命令、およびジャンプ命令の実行を伴い得る。したがって、特徴検出を
実行するために、かなりの量の処理時間およびプロセッサリソースが消費され得る。特徴
検出アルゴリズムのために実行されている条件付き分岐命令が多数であるため、プロセッ
サのデータレベルの並列性が制限され得る。さらに、デジタル信号プロセッサなどのマイ
クロプロセッサにおいてかなりの数の比較、条件付き分岐、およびジャンプ命令を実施す
ることは、命令のレイテンシのために、実行効率に影響を及ぼす可能性がある。
【０００５】
　技術の進歩は、小さく、軽量で、ユーザによって容易に搬送されるワイヤレスコンピュ
ーティングデバイスを含めて、ポータブルパーソナルコンピューティングデバイスなど、
より小さく、より強力なコンピューティングデバイスをもたらした。さらに、多くのその
ようなワイヤレスコンピューティングデバイスには、内部に他の種類のデバイスが組み込
まれている。たとえば、ワイヤレス電話は、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメ
ラ、デジタルレコーダ、およびオーディオファイルプレーヤを含むこともできる。ワイヤ
レスコンピューティングデバイスは、かなりの計算能力を有することができるにもかかわ
らず、従来の特徴検出は、非常に複雑で、ワイヤレス電話など、そのようなワイヤレスコ
ンピューティングデバイスへの適応には適していない可能性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　特徴検出は、ピクセルのうちの1つまたは複数が、1つまたは複数のピクセル属性(たと
えば、強度、発光、色相、色度、輝度、彩度など)に基づいて定義され得る画像の特徴(た
とえば、角)を表すかどうかを判断するために、画像内のピクセル(候補ピクセル)の処理
を伴う。候補ピクセルが特徴を表すかどうかを判断するために、特徴検出プロセス(たと
えばFAST)に従って、候補ピクセルを囲む複数のピクセルが分析され得る。そのような分
析は、ピクセル属性に関して、候補ピクセルに対する複数のピクセルの各ピクセルの比較
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を実行することを伴い得る。そのような分析によって生成される1組の結果は、複数のピ
クセルの各ピクセルがピクセル属性に関して特定の量だけ候補ピクセルと異なるかどうか
を示し得る。特定の量は、閾値に基づいて定義され得る。候補ピクセルは、比較結果に基
づいて、特徴と識別され得る。
【０００７】
　複数のピクセルの分析によって生成される1組の結果は、候補ピクセルが特徴であるこ
とを1組の結果が示すかどうかを判断するためにテーブル探索操作を使用して処理され得
る。テーブル探索操作は、1組の結果を決定するために考慮されたピクセル属性に関して
、候補ピクセルが特徴であることを示す所定のパターンに1組の結果が一致するかどうか
を判断するために、特徴ルックアップテーブルを検索することができる。特徴ルックアッ
プテーブルにおける各パターンは、所定の1組の結果に基づいて定義され得る。所定の1組
の結果は、ピクセル属性に基づく候補ピクセルに対する複数のピクセルの比較によって生
成され得る。
【０００８】
　代替として、複数のピクセルの分析によって生成される1組の結果は、候補ピクセルが
特徴であることを1組の結果が示すかどうかを示す結果を生成することができる特徴識別
命令(プロセッサ実行可能命令)によっても処理され得る。特徴識別命令の実行は、候補ピ
クセルが特徴であることを示す特定の組合せが存在するかどうかを判断するために、1組
の結果の各結果の比較を含み得る。
【０００９】
　候補ピクセルは、候補ピクセルの特徴スコアを決定するために、さらに処理され得る。
特徴スコアは、特定の特徴の強度を示し得る。特徴の強度は、特定ピクセル属性に関して
、候補ピクセルと複数のピクセルとの間の相違度を示し得る。特徴スコアは、候補ピクセ
ルについての特徴検出プロセスの1つまたは複数の反復を実行することによって計算され
得、特定の属性および閾属性値に関して、候補ピクセルを囲む複数のピクセルが候補ピク
セルと比較される。第1の反復は、候補ピクセルが特徴であるかどうか判断するために、
最初の閾属性値に基づいて実行され得る。特徴と識別されない候補ピクセルでは、特徴ス
コアは、0の値、または最初の閾値未満である別の値を有し得る。ひとたび候補ピクセル
が特徴と識別されると、閾属性値の変更に基づく変更された閾属性値を使用して、次の反
復が実行され得る。反復によって候補ピクセルが特徴と識別されるように、最大閾属性値
が決定され得るまで、反復が実行される。候補ピクセルの特徴スコアは、候補ピクセルが
特徴であることを示した最大閾属性値に基づいて定義され得る。
【００１０】
　特定の実施形態では、方法は、画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断する
ステップを含む。画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断するステップは、特
定のピクセルを囲む複数のピクセルに対応するデータを受信するステップを含む。複数の
ピクセルの各々は、画像からのものである。画像の特定のピクセルが特徴であるかどうか
を判断するステップは、複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果を決定するステ
ップを含む。1組の比較結果の各比較結果は、複数のピクセルのうちの1つに対応し、複数
のピクセルのうちの1つに対応する属性値を比較値と比較する結果を示す。比較値は、特
定のピクセルの特定の属性値および閾値に基づいて定義される。画像の特定のピクセルが
特徴であるかどうかを判断するステップは、1組の比較結果をインデックスとして使用し
てテーブル探索操作を実行することによって、特定のピクセルが特徴であることを1組の
比較結果が示すかどうかを判断するステップを含む。
【００１１】
　特定の実施形態では、画像を処理する方法は、特定のピクセルを囲む複数のピクセルに
対応するデータを受信するステップを含む。複数のピクセルの各々は、画像からのもので
ある。方法は、複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果を決定するステップをさ
らに含む。1組の比較結果の各比較結果は、複数のピクセルのうちの1つに対応し、複数の
ピクセルのうちの1つに対応する属性値を比較値と比較する結果を示す。比較値は、特定
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のピクセルの特定の属性値および閾値に基づいて定義される。方法は、プロセッサによっ
て実行されると、プロセッサに、特定のピクセルが特徴であることを示す1組の比較結果
のサブセットを識別させるプロセッサ実行可能命令を実行することによって、画像の特定
のピクセルが特徴であるかどうかを判断するステップをさらに含む。識別されたサブセッ
トは、特定のピクセルを囲む連続的な順序で配置される複数のピクセルのうちのいくつか
のピクセルに対応する。
【００１２】
　別の特定の実施形態では、画像を処理する方法は、特定のピクセルの特定の属性値、閾
値、および特定のピクセルを囲む複数のピクセルの各々の属性値に依存する第1の動作に
基づいて、画像の特定のピクセルが第1の特徴テストを満たすかどうかを判断するステッ
プを含む。方法は、特定のピクセルが第1の特徴テストを満たすことを決定することに応
答して、閾値を変更するステップをさらに含む。方法は、特定のピクセルの特定の属性値
、変更された閾値、および特定のピクセルを囲む複数のピクセルの各々の属性値に依存す
る第2の動作に基づいて、画像の特定のピクセルが第2の特徴テストを満たすかどうかを判
断するステップをさらに含む。方法は、特定のピクセルに関連付けられたスコアを決定す
るステップをさらに含み、特定のピクセルが第2の動作に基づいて第2の特徴テストを満た
すとき、スコアは変更された閾値に基づく。
【００１３】
　別の特定の実施形態では、装置は、プロセッサと、プロセッサにとってアクセス可能な
メモリとを含む。メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、画像の特
定のピクセルが特徴であるかどうかを判断させる命令を含む。画像の特定のピクセルが特
徴であるかどうかを判断するステップは、特定のピクセルを囲む複数のピクセルに対応す
るデータを受信するステップを含む。複数のピクセルの各々は、画像からのものである。
画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断するステップは、複数のピクセルに関
連付けられた1組の比較結果を決定するステップを含む。1組の比較結果の各比較結果は、
複数のピクセルのうちの1つに対応し、複数のピクセルのうちの1つに対応する属性値を比
較値と比較する結果を示す。比較値は、特定のピクセルの特定の属性値および閾値に基づ
いて定義される。画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断するステップは、1
組の比較結果をインデックスとして使用してテーブル探索操作を実行することによって、
特定のピクセルが特徴であることを1組の比較結果が示すかどうかを判断するステップを
含む。
【００１４】
　別の特定の実施形態では、装置は、プロセッサと、プロセッサにとってアクセス可能な
メモリとを含む。メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、特定のピ
クセルを囲む複数のピクセルに対応するデータを受信させる命令を含む。複数のピクセル
の各々は、画像からのものである。命令は、プロセッサによって実行されると、さらに、
プロセッサに、複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果を決定させる。1組の比較
結果の各比較結果は、複数のピクセルのうちの1つに対応し、複数のピクセルのうちの1つ
に対応する属性値を比較値と比較する結果を示す。比較値は、特定のピクセルの特定の属
性値および閾値に基づいて定義される。命令は、プロセッサによって実行されると、さら
に、特定のピクセルが特徴であることを示す1組の比較結果のサブセットをプロセッサに
識別させるプロセッサ実行可能命令を実行することによって、画像の特定のピクセルが特
徴であるかどうかをプロセッサに判断させる。識別されたサブセットは、特定のピクセル
を囲む連続的な順序で配置される複数のピクセルのうちのいくつかのピクセルに対応する
。
【００１５】
　別の特定の実施形態では、装置は、プロセッサと、プロセッサにとってアクセス可能な
メモリとを含む。メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、特定のピ
クセルの特定の属性値、閾値、および特定のピクセルを囲む複数のピクセルの各々の属性
値に依存する第1の動作に基づいて、画像の特定のピクセルが第1の特徴テストを満たすか
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どうかを判断させる命令を含む。命令は、プロセッサによって実行されると、さらに、プ
ロセッサに、特定のピクセルが第1の特徴テストを満たすことを決定することに応答して
、閾値を変更させる。命令は、プロセッサによって実行されると、さらに、プロセッサに
、特定のピクセルの特定の属性値、変更された閾値、および特定のピクセルを囲む複数の
ピクセルの各々の属性値に依存する第2の動作に基づいて、画像の特定のピクセルが第2の
特徴テストを満たすかどうかを判断させる。命令は、プロセッサによって実行されると、
さらに、プロセッサに、特定のピクセルに関連付けられたスコアを決定させ、特定のピク
セルが第2の動作に基づいて第2の特徴テストを満たすとき、スコアは変更された閾値に基
づく。
【００１６】
　別の特定の実施形態では、非一時的プロセッサ可読媒体は、プロセッサによって実行さ
れると、プロセッサに、画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断させる命令を
記憶する。画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断するステップは、特定のピ
クセルを囲む複数のピクセルに対応するデータを受信するステップを含む。複数のピクセ
ルの各々は、画像からのものである。画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断
するステップは、複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果を決定するステップを
含む。1組の比較結果の各比較結果は、複数のピクセルのうちの1つに対応し、複数のピク
セルのうちの1つに対応する属性値を比較値と比較する結果を示す。比較値は、特定のピ
クセルの特定の属性値および閾値に基づいて定義される。画像の特定のピクセルが特徴で
あるかどうかを判断するステップは、1組の比較結果をインデックスとして使用してテー
ブル探索操作を実行することによって、特定のピクセルが特徴であることを1組の比較結
果が示すかどうかを判断するステップを含む。
【００１７】
　別の特定の実施形態では、非一時的プロセッサ可読媒体は、プロセッサによって実行さ
れると、プロセッサに、特定のピクセルを囲む複数のピクセルに対応するデータを受信さ
せる命令を記憶する。複数のピクセルの各々は、画像からのものである。命令は、プロセ
ッサによって実行されると、さらに、プロセッサに、複数のピクセルに関連付けられた1
組の比較結果を決定させる。1組の比較結果の各比較結果は、複数のピクセルのうちの1つ
に対応し、複数のピクセルのうちの1つに対応する属性値を比較値と比較する結果を示す
。比較値は、特定のピクセルの特定の属性値および閾値に基づいて定義される。命令は、
プロセッサによって実行されると、プロセッサに、特定のピクセルが特徴であることを示
す1組の比較結果のサブセットを識別させる1つのプロセッサ実行可能命令を含む。識別さ
れたサブセットは、特定のピクセルを囲む連続的な順序で配置される複数のピクセルのう
ちのいくつかのピクセルに対応する。
【００１８】
　別の特定の実施形態では、非一時的プロセッサ可読媒体は、プロセッサによって実行さ
れると、プロセッサに、特定のピクセルの特定の属性値、閾値、および特定のピクセルを
囲む複数のピクセルの各々の属性値に依存する第1の動作に基づいて、画像の特定のピク
セルが第1の特徴テストを満たすかどうかを判断させる命令を記憶する。命令は、プロセ
ッサによって実行されると、さらに、プロセッサに、特定のピクセルが第1の特徴テスト
を満たすことを決定することに応答して、閾値を変更させる。命令は、プロセッサによっ
て実行されると、さらに、プロセッサに、特定のピクセルの特定の属性値、変更された閾
値、および特定のピクセルを囲む複数のピクセルの各々の属性値に依存する第2の動作に
基づいて、画像の特定のピクセルが第2の特徴テストを満たすかどうかを判断させる。命
令は、プロセッサによって実行されると、さらに、プロセッサに、特定のピクセルに関連
付けられたスコアを決定させ、特定のピクセルが第2の動作に基づいて第2の特徴テストを
満たすとき、スコアは変更された閾値に基づく。
【００１９】
　開示する実施形態のうちの少なくとも1つによって提供される特定の利点は、特徴であ
る画像のピクセルを識別するために実行される処理の量を低減することを含む。画像の関
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連のある特徴の識別の精度は、特定の属性に関して、特定のピクセルと周囲ピクセルとの
間の相違度を示す特徴スコアによって向上され得る。
【００２０】
　本開示の他の態様、利点、および特徴は、以下のセクション、すなわち、図面の簡単な
説明、発明を実施するための形態、および特許請求の範囲を含む、本出願全体の検討後に
明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断し、特徴に関連付けられたスコアを
決定するためのシステムの特定の実施形態のブロック図である。
【図２】画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断し、特徴に関連付けられたスコアを
決定するためのシステムの別の特定の実施形態のブロック図である。
【図３】画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断する第1の例示的な例を示す図であ
る。
【図４】画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断する第2の例示的な例を示す図であ
る。
【図５】画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断する第3の例示的な例を示す図であ
る。
【図６】特徴として識別された画像のピクセルに関連付けられたスコアを決定する例示的
な例を示す図である。
【図７】画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断する方法の第1の特定の実施形態の
フローチャートである。
【図８】画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断する方法の第2の特定の実施形態の
フローチャートである。
【図９】特徴として識別された画像のピクセルに関連付けられたスコアを決定するための
方法の特定の実施形態のフローチャートである。
【図１０】画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断し、特徴に関連付けられたスコア
を決定するように動作可能な構成要素を含むワイヤレス電子デバイスのブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本開示の特定の実施形態が、図面を参照して以下で説明される。説明において、共通の
要素は、図面を通じて共通の参照番号により指定される。
【００２３】
　図1を参照すると、画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断し、特徴に関連付けら
れたスコアを決定するためのシステム100の特定の実施形態が示される。システム100は、
たとえば、画像または画像の一部分を含み得るフレーム、ピクセル、または画像ストリー
ムなどの画像データ122を受信する画像コントローラ120を含む。システム100は、特徴検
出プロセッサモジュール130および特徴スコアプロセッサモジュール140も含む。システム
100の特定の実施形態は、両方ではなく、特徴検出プロセッサモジュール130または特徴ス
コアプロセッサモジュール140を含み得る。システム100は、限定はしないが、携帯電話、
コンピューティングデバイス、ポータブル電子デバイス、タブレットコンピューティング
デバイス、電子リーダーデバイス、ゲームコンソール、カメラ、その周辺機器、またはそ
れらの組合せを含む様々な電子デバイスに統合され得る。
【００２４】
　特定の実施形態では、特徴検出プロセッサモジュール130および特徴スコアプロセッサ
モジュール140によって実行されるものとして本明細書で説明する1つまたは複数の機能ま
たは方法は、コンピューティングデバイス110のプロセッサによって実行される命令を使
用して実施され得る。プロセッサによって実行される命令は、コンピューティングデバイ
スのメモリ内に記憶され得、またはプロセッサに関連付けられたローカルストレージにあ
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り得る。
【００２５】
　特定の実施形態では、特徴検出プロセッサモジュール130および特徴スコアプロセッサ
モジュール140によって実行されるものとして本明細書で説明する1つまたは複数の機能は
、たとえば、プログラマブル論理アレイ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)
デバイス、特定用途向け集積回路(ASIC)、別のハードウェアデバイス、またはそれらの任
意の組合せなど、専用のハードウェアによって実行され得る。
【００２６】
　特徴検出プロセッサモジュール130は、1つまたは複数のピクセルが画像の特徴であるか
どうかを判断するために、画像データ122に含まれる画像の1つまたは複数のピクセルを処
理するように構成され得る。たとえば、画像の特徴は、角に対応し得る。区別可能な特徴
である画像の特定のピクセル(たとえば、「候補ピクセル」)は、特定のピクセルに関連付
けられた1つまたは複数の属性(たとえば、強度、発光、色相、色度、輝度、彩度など)を
含む特徴を定義する1つまたは複数の基準に基づいて識別され得る。画像データ122の1つ
または複数のピクセルは、図2～図9を参照して説明するものなど、特定の特徴検出プロセ
スに従って処理され得る。
【００２７】
　説明の目的で、本明細書で説明する方法または機能は、FASTタイプ機能検出(たとえば
、FAST9)の実装に基づく。しかしながら、本明細書で説明する方法または機能は、他の特
徴検出の実装に基づいて実行され得る。FASTタイプの実装では、候補ピクセルが特徴であ
るかどうかを判断するために、画像の候補ピクセルを囲む1組のピクセル(たとえば、16の
ピクセル)が分析される。FASTが1組の16の周囲ピクセルに基づいて実装されるとき、1組
の16のピクセルの少なくとも9つの連続するピクセルが、特定の閾値よりも多く、候補ピ
クセルと異なる属性値を有するとき、候補ピクセルは特徴と考えられ得る。
【００２８】
　特定の実施形態では、特徴検出プロセッサモジュール130は、画像の特定のピクセルが
特徴であるかどうかを判断するために、画像の特定のピクセルを囲む画像の複数のピクセ
ルに関連付けられたデータを処理するように構成される。たとえば、FASTによる処理は、
候補ピクセルに関して画像の特徴を定義する基準に対して各周囲ピクセルの値(たとえば
、属性値)を比較することを含み得る。たとえば、基準は、画像の特徴を定義する1つまた
は複数の属性(たとえば、強度、発光、色相、色度、輝度、彩度など)に関連付けられた比
較値に基づいて定義され得る。また、比較値は、属性に関して特徴をさらに定義する調整
可能な閾値に基づいて定義され得る。
【００２９】
　特徴検出プロセッサモジュール130は、比較値に対する周囲ピクセルの各々の比較を実
行することによって、1組の比較結果138を生成することができる。1組の比較結果138の各
比較結果は、比較値に対する複数のピクセルのうちの1つの比較の結果に対応し得る。各
比較結果は、0または1の論理値であり得、0の値は、特徴を定義する状態が満たされなか
ったことを示し、1の値は、特徴を定義する状態が満たされたことを示し、または逆もま
た同じである。たとえば、16の周囲ピクセルを調査することによって特徴検出が実施され
るとき、1組の比較結果138は16の論理値を含み得、各々が0または1の値を有する(たとえ
ば、「1111111111000000」)。1組の比較結果138が生成された後、候補ピクセルが特徴で
あるかどうかを判断するために、1組の比較結果138が使用され得る。たとえば、FASTの場
合、1組の比較結果138が9つの連続する1(1の値が、特徴決定基準が満たされることを示す
とき)または0(0の値が、特徴決定基準が満たされることを示すとき)を含むかどうかを判
断するために、1組の比較結果138が調査され得る。1組の比較結果138の処理を加速するた
めに、候補ピクセルが特徴であるかどうかを判断するために、1組の比較結果138を使用し
て、テーブル探索操作150が実行され得る。別の特定の実施形態では、特徴識別命令160は
、候補ピクセルが画像の特徴であるかどうかを判断するために、1組の比較結果138を処理
することができる。
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【００３０】
　1組の比較結果138を使用して特徴ルックアップテーブル152において動作(たとえば読込
み動作)を実行することによって、特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断するため
に、テーブル探索操作150が使用され得る。特定の実施形態では、1組の比較結果138が特
定のピクセルが特徴であることを示すパターンを表すかどうかを判断するために、1組の
比較結果138が特徴ルックアップテーブル152に対するインデックスとして使用され得る。
特徴ルックアップテーブル152は、1つまたは複数のエントリを含み得、各エントリは、1
ビット値(0または1)の特定の組合せに対応するパターン(たとえば、ビットシーケンス)に
基づくインデックス値を有する。インデックス値の長さは、特定のピクセルを囲むピクセ
ル数に対応し得る。特徴ルックアップテーブル152は、インデックス値を形成する1ビット
値の可能な組合せごとのエントリを含み得る。各エントリは、特定のピクセルがインデッ
クス値の1ビット値のパターンに対応する特徴であるかどうかを示す1ビット値(たとえば
、0の値が偽、1の値が真である場合)であり得る特徴フラグを含み得る。FASTでは、イン
デックス値は16ビットシーケンスに基づき、特徴ルックアップテーブルは、各々が16の1
ビット値の個別のシーケンスを有するインデックス値に対応する216のエントリを有し得
る。特徴ルックアップテーブル152の各エントリは、特定のピクセルが特徴であることを1
6ビットシーケンスが示すかどうかを判断するために使用される16ビットシーケンスを有
するインデックス値を有し得る。たとえば、特徴ルックアップテーブル152のエントリは
、1の値(たとえば、1の値が真である場合)を有する特徴フラグ、および少なくとも9つの
連続する1(1の値が、特徴決定基準が満たされることを示すとき)または9つの連続する0(0
の値が、特徴決定基準が満たされることを示すとき)を含むパターンに対応する16ビット
シーケンスであり得るインデックスを有することができる。
【００３１】
　別の特定の実施形態では、1組の比較結果138を表すパターンについて特徴ルックアップ
テーブル152を検索することによって、特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断する
ために、テーブル探索操作が使用され得る。本実施形態では、特徴ルックアップテーブル
152は、1つまたは複数のエントリを含み得、各エントリは、特定のピクセルが特徴である
ことを示すパターン(たとえば、ビットシーケンス)を識別する。FASTでは、特徴ルックア
ップテーブル152は、少なくとも9つの連続する1(1の値が、特徴決定基準が満たされるこ
とを示すとき)または9つの連続する0(0の値が、特徴決定基準が満たされることを示すと
き)を含む16ビットシーケンスを含み得る。
【００３２】
　FAST以外の実装形態では、特徴ルックアップテーブル152に異なるエントリが記憶され
得る。特徴ルックアップテーブル152は、コンピューティングデバイス110のメモリ内に記
憶され得る、またはプロセッサに関連付けられたローカルストレージに含まれ得、その両
方ともは、テーブル探索操作150を実行するために特徴検出プロセッサモジュール130によ
ってアクセス可能であり得る。代替として、図1に示すように、特徴ルックアップテーブ
ル152は、特徴検出プロセッサモジュール130内に含まれ得る。特徴ルックアップテーブル
操作150の具体的な実施形態が、図3および図4を参照してさらに説明される。
【００３３】
　特徴識別命令160は、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、1組の比較結果
138を生成するために使用される特定のピクセルが特徴であることを、1組の比較結果138
が示すかどうかを判断させ得るプロセッサ実行可能命令とすることができる。特徴識別命
令160は、1組の比較結果138を入力パラメータと見なす単一のマイクロアーキテクチャ命
令とすることができる。入力パラメータのサイズは、特定のピクセル周辺で調査される複
数のピクセルに基づいて定義され得る1組の比較結果138のサイズに等しくてもよい。
【００３４】
　プロセッサによる特徴識別命令160の実行で、プロセッサは、特定のピクセルが特徴で
あるかどうかを判断するために、特徴識別命令160に関連付けられた入力パラメータを分
析することができる。たとえば、特徴検出が16の周囲ピクセルを使用したFASTに基づくと
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き、1組の比較結果138の9つ以上の連続する比較結果が1(1の値が、特徴決定基準が満たさ
れることを示すとき)に等しいか、0(0の値が、特徴決定基準が満たされることを示すとき
)に等しいかを判断するために、1組の比較結果138が処理され得る。特徴識別命令160の実
行を示す一例について、図6を参照しながらさらに説明する。
【００３５】
　特定の実施形態では、特徴スコアプロセッサモジュール140は、画像の特徴である1つま
たは複数のピクセルの各々に、特徴スコアが関連付けられ得るかどうかを判断するために
、画像データ122に含まれる画像の1つまたは複数のピクセルを処理するように構成され得
る。あるいは、特徴スコアプロセッサモジュール140は、特徴検出プロセッサモジュール1
30から（複数の）特徴ピクセル134の識別を受信し、（複数の）特徴ピクセル134に関連付
けられた特徴スコアを決定することができる。特徴スコアは、特徴と識別される特定のピ
クセルと、特定のピクセルを囲む複数のピクセルとの間の相違度を示す、特徴の「強度」
を表すことができる。
【００３６】
　特徴スコアプロセッサモジュール140が特徴ピクセル134の代わりに画像データ122を受
信するとき、特徴スコアプロセッサモジュール140は、画像データ122のどの特定のピクセ
ルが特徴であるかを決定するために、特徴テスト(たとえば、特徴検出)を最初に実行し得
る。特徴テストは、モジュール130によって実施されるものと同じ特徴テストでもよく、
または異なる特徴テストでもよい。代わりに、特徴スコアモジュール140は、(たとえば、
特徴テスト要求136を送ることによって)特徴を識別するための特徴検出プロセッサモジュ
ール130に依存し得る。
【００３７】
　特徴ピクセルが識別された後、特徴スコアプロセッサモジュール140は、特徴ピクセル
のうちの1つまたは複数の特徴スコアを計算することができる。たとえば、特徴でないピ
クセルは、特定のピクセルが最初の特徴テストに基づいて特徴と識別されなかったことを
示し得る値(たとえば、0)が割り当てられ得る。候補ピクセルが特徴と識別される場合、
各特徴テストが実行される前に、特徴を定義する基準(たとえば、閾属性値)を変更するこ
とによって、追加の特徴テストが反復的に実行され得る。追加の特徴テストは、本明細書
で説明する特定の実施形態のうちの任意のものの特徴テストとすることができる。一例で
は、閾属性値は、反復ごとに増加または低減される。特徴テストは、候補ピクセルが特徴
テストに不合格になるまで、閾値の増減とともに反復的に実行され得る。候補ピクセルの
特徴スコアは、最後にパスした反復で使用される閾属性値に基づいて定義され得る。たと
えば、反復ごとに閾属性値が増加されるとき、より多くの反復をパスした特徴ピクセルは
、反復をあまりパスしていない特徴ピクセルよりも高い特徴スコア(「より強い」特徴を
示す)を有する。特徴スコアがどのように計算されるかを示す特定の実施形態について、
図6を参照しながらさらに説明する。
【００３８】
　動作時、コンピューティングデバイス110は、画像データ122を受信することができる。
画像データ122は、限定はしないが、カメラ、入力デバイス、コンピューティングデバイ
ス、またはそれらの組合せを含み得る1つまたは複数のソース(図示せず)から受信され得
る。画像コントローラ120は、コンピューティングデバイス110のための画像データ122を
受信することを処理し得る。画像コントローラ120は、画像データ122を特徴検出プロセッ
サモジュール130、特徴スコアプロセッサモジュール140、または両方に提供することがで
きる。特徴検出プロセッサモジュール130は、画像データ122における画像の1つまたは複
数のピクセルが画像の特徴であるかどうかを判断するために、画像データ122を処理する
ことができる。特定の実施形態では、特徴検出プロセッサモジュール130は、特徴スコア
を決定するために、特徴スコアプロセッサモジュール140に、特徴と識別された1つまたは
複数の特徴ピクセル134を提供することができる。特徴スコアは、1つまたは複数の特徴ピ
クセル134の各々について識別された各特徴に関連付けられ得る。特徴スコアプロセッサ
モジュール140は、(たとえば、ゼロの特徴スコアを特徴ピクセル134以外のピクセルに割



(12) JP 2015-521335 A 2015.7.27

10

20

30

40

50

り当てることを含めて)1つまたは複数の追加のピクセルの特徴スコアを決定するために、
画像データ122の1つまたは複数の追加のピクセルを処理することができる。システム100
の特定の実施形態は、特徴検出を実行する、特徴スコアを決定する、または両方のために
利用され得る。
【００３９】
　したがって、図1のシステム100は、特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断するた
めに、テーブル探索操作またはプロセッサ実行可能命令を使用して、特徴検出を実行する
ことを可能にし得、これは、特徴検出のために実行される処理量を(たとえば、約20%だけ
)低減し得る。さらに、図1のシステム100は、特徴の強度を示す特徴スコアを計算するこ
とを可能にし得、これは、画像の特徴を識別する際の精度を向上させ得る。
【００４０】
　図2を参照すると、画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断し、特徴に関連付けら
れたスコアを決定するためのシステムの別の特定の実施形態が示され、全体的に200と示
される。
【００４１】
　システム200は、バスインターフェース208を介してキャッシュメモリ212に結合され得
るメモリ202(たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM))を含む。特定の実施形態では、シ
ステム200の全部または一部分が、プロセッサに統合され得る。あるいは、メモリ202は、
プロセッサの外部にあってもよい。メモリ202は、図1の画像データ122を記憶することが
できる。メモリ202は、図1の特徴ルックアップテーブル152および/または図1の特徴識別
命令160を記憶することもできる。システム200の全部または一部分がプロセッサに統合さ
れ得る特定の実施形態では、キャッシュメモリ212は、プロセッサ内に統合されるローカ
ルキャッシュとして統合され得る。動作中、キャッシュメモリ212は、画像データ122およ
び/または特徴ルックアップテーブル152の全部または一部分を記憶することができる。
【００４２】
　命令キャッシュ216も、バスインターフェース208を介してメモリ202に結合されてよい
。命令キャッシュ216は、バス222を介してシーケンサ218に結合され得る。シーケンサ218
は、汎用割込み220を受信することができ、この割込みは、割込みレジスタ(図示せず)か
ら取り出すことができる。特定の実施形態では、命令キャッシュ216は、複数の現在の命
令レジスタ(図示せず)を介してシーケンサ220に結合することができ、シーケンサ220は、
バス222に結合され、プロセッサ内に統合されたシステム200の特定のスレッド(たとえば
、ハードウェアスレッド)に関連付けられ得る。特定の実施形態では、システム200は、同
時および/または並列のマルチスレッド処理をサポートするプロセッサとすることができ
る。特定の実施形態では、バス222は128ビットバスでよく、シーケンサ218は、各々が32
ビット長の命令パケットを介して、メモリ202から命令204のうちの1つまたは複数を取り
出すように構成され得る。シーケンサ218は、たとえば実行ユニット210の各々など、1つ
または複数の実行ユニット210に結合され得る。実行ユニット210の各々は、バス224を介
して汎用レジスタファイル226に結合され得る。汎用レジスタファイル226はまた、バス23
0を介してシーケンサ218、データキャッシュ212、およびメモリ202に結合可能である。
【００４３】
　特定の実施形態では、実行ユニット210のうちの1つまたは複数は、特徴識別命令160の
実行中に使用され得る特徴識別ロジック240を含み得る。特徴識別論理240の特定の実施形
態について、図5を参照しながらさらに説明する。
【００４４】
　特定の実施形態では、システム200は、1つまたは複数のピクセルの各々が特徴であるか
どうかを判断するために、画像の1つまたは複数のピクセルを並行して処理することがで
きる。たとえば、1つまたは複数の実行ユニット210の各々は、各々、たとえば図1、図3～
図5、図7、図8、および図10を参照しながら説明されるものなど、特徴検出プロセッサモ
ジュール130の方法または機能を実行することが可能であり得る。代替または追加として
、システム200は、1つまたは複数のピクセルの各々について特徴スコアを決定するために
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、画像の1つまたは複数のピクセルを並行して処理することができる。たとえば、1つまた
は複数の実行ユニット210の各々は、各々、たとえば図1、図6、図9、および図10を参照し
ながら説明されるものなど、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140の方法または機能
を実行することが可能であり得る。
【００４５】
　特定の実施形態では、システム200は、ピクセルが画像の特徴であるかどうかを判断す
るために画像のピクセルを処理するために実行されるベクトル処理操作をサポートするこ
とができる。たとえば、システム200は、特定のピクセルを囲む複数のピクセルの各々に
対して特定のピクセルを比較するために、ベクトル処理操作を実行することができる。複
数のピクセルの各々に対応するデータは、ベクトルプロセッサによって実行可能なベクト
ル処理操作(または命令)をサポートするベクトルフォーマットで受信され得る。たとえば
、データは、1つまたは複数のベクトルデータ構造で受信され得、その各々は、1つまたは
複数ピクセルの属性情報を含み得る。別の例では、各ベクトルデータ構造は、画像の特定
の行に対応し得、特定の行の1つまたは複数のピクセルに対応するデータを含み得る。並
列処理は、複数のピクセルの各々に対応するデータがベクトルフォーマットであるとき、
実行され得る。
【００４６】
　特定の実施形態では、システム200は、候補ピクセルを囲む複数のピクセルの各々のた
めに、ベクトルデータ(たとえば、2つの9ピクセルベクトル)を生成することができる、先
入れ先出し(FIFO)バイトロード命令をサポートすることができる。そのような命令は、複
数のピクセルの各々に関連付けられたデータを取得することに関して、特徴検出の実行の
効率を向上させ得る。命令は、8バイトの入力を受け入れることができ、バイトの各々を1
要素だけシフトすることができる。空けられた位置は、メモリからロードされる別のバイ
トで満たされ得る。命令は、フィルタにおける遅延線および/または一連のバイトの配列
において使用するのに有益であり得る。
【００４７】
　別の特定の実施形態では、システム200は、そのような各特徴に関連付けられた特徴ス
コアを決定するための特徴と識別される画像の1つまたは複数のピクセルの並行処理をサ
ポートすることができる。たとえば、実行ユニット210の各々は、異なる特徴ピクセルの
特徴スコアを並行して決定することができる。
【００４８】
　図3を参照すると、画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断する第1の例示的な例の
図300が示される。たとえば、判断は、図1の特徴検出プロセッサモジュール130によって
行われ得る。図300のグリッド310は、候補ピクセル(P)320(「テスト中のピクセル」とも
呼ばれる)、およびピクセル320を囲む複数のピクセルP1～P16を含む画像のピクセルを表
す。例示的な一実施形態では、グリッド310は、図1の画像データ122の一部分である。こ
の例では、グリッド310のピクセル320が特徴であるかどうかの判断はFASTタイプ機能検出
に基づく。
【００４９】
　特徴検出器(たとえば、図1の特徴検出プロセッサモジュール130)は、複数のピクセル(P
1～P16)の各々の属性(たとえば、強度)をピクセル320の比較値と比較することによって、
画像のピクセル320が特徴であるかどうかを判断することができる。たとえば、比較値は
、ピクセル320の強度および調整可能な強度閾値に基づいて定義され得る。
【００５０】
　図3では、ピクセル320の強度および複数のピクセル(P1～P16)の各々は、値0～10の範囲
内にあり得、0の値は、白いピクセル背景によって示される最も低い強度を示し、10の値
は、黒い実線のピクセル背景で示される最も高い強度を示し得る。斜めのグリッドピクセ
ル背景(たとえば、P8～P11)は、6の値を有し得る。白い点(たとえば、ピクセル320、P7、
P12、およびP13)を有する斜めのストライプのピクセル背景は、8の値を有し得る。図3で
は、ピクセル320は、8の値を有し得る。説明の明快のために0～10の強度範囲が記載され
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ているが、強度値(たとえば、0～255)の他の範囲が使用されてもよい。
【００５１】
　複数のピクセル(P1～P16)に関連付けられた1組の比較結果330が決定され得、各比較結
果は、周囲ピクセル(P1～P16)のうちの1つに対応し、周囲ピクセルの強度値をピクセル32
0に関連付けられた比較値と比較する結果を示す。特定の実施形態では、ピクセル320の比
較値は、ピクセル320の強度属性値(p)(たとえば、8)および閾値強度(たとえば、2)に基づ
いて定義され得る。1組の比較結果330は、図1の1組の比較結果138でもよい。
【００５２】
　各比較結果は、論理値(たとえば、0または1)でもよい。たとえば、0の値は、対応する
周囲ピクセル(P1～P16)の強度が少なくとも閾値強度(たとえば、2)だけピクセル320の強
度(たとえば、8)と異ならないことを示し得る。すなわち、0の値は、周囲ピクセルの強度
が6以上および10以下であることを示すことができる。1の値は、複数のピクセル(P1～P16
)のうちの1つのピクセルの強度が6未満である、または10を超えることを示し得る。ピク
セル320は、少なくとも9つのピクセル(P1～P6およびP14～P16)が1の比較値を有するとき
、特徴と識別され得る。図3に示される例は、少なくとも9つの連続するピクセル(P1～P6
およびP14～P16)が少なくとも2の閾値強度だけピクセル320(すなわち、8)の強度と異なる
強度(すなわち、0)を有するので、ピクセル320が特徴であることを示す。
【００５３】
　特定の実施形態では、ピクセル320の比較値は、ピクセル320の属性値(p)と閾属性(b)値
との合計(たとえば、p+b)に基づいて最大値と定義され得る。図3では、ピクセル320の強
度(p)が8であり、強度閾値(b)が2であるとき、ピクセル320の比較値は10の最大値を有し
得る。比較値が最大値と定義されるとき、対応する周囲ピクセルが10よりも大きい強度を
有するとき、比較結果は1の値を有し得る。式1は、この状態を示す。
[式1]
比較結果P(N)=
1、ただし(p+b)<P(N)の場合
0、ただし(p+b)>=P(N)の場合
式中、P(N)は、周囲ピクセル(N)の属性値を表す。
【００５４】
　別の特定の実施形態では、ピクセル320の比較値は、ピクセル320の属性値(p)と閾属性(
b)値との差(たとえば、p-b)に基づいて最小値と定義され得る。図3では、ピクセル320の
強度(p)が8であり、強度閾値(b)が2であるとき、ピクセル320の比較値は6の最小値を有し
得る。比較値が最小値と定義されるとき、対応する周囲ピクセルが6未満の強度を有する
とき、比較結果は1の値を有し得る。式2は、この状態を示す。
[式2]
比較結果P(N)=
1、ただしP(N)<(p-b)の場合
0、ただしP(N)>=(p-b)の場合
式中、P(N)は、周囲ピクセル(N)の属性値を表す。
【００５５】
　別の特定の実施形態では、比較結果は、ピクセル320の2つの比較値、最大値(p+b)によ
って定義される第1の比較値、および最小値(p-b)によって定義される第2の比較値に基づ
いて決定され得る。図3では、ピクセル320の強度に基づいて、ピクセル320は、6の最小値
および10の最大値を有し得る。最大値および最小値に基づいて2つの比較値が定義される
とき、複数のピクセル(P1～P16)のうちの1つのピクセルが6未満であるか10を超えるとき
、比較結果は1の値を有し、ピクセルが6以上および10以下であるとき、0の値を有し得る
。式3は、この状態を示す。
[式3]
比較結果P(N)=
1、ただし(P(N)<(p-b))||((p+b)<P(N))の場合
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0、ただし(p-b)<=P(N)<=(p+b)の場合
式中、P(N)は、周囲ピクセル(N)の属性値を表す。
【００５６】
　図3の例では、1組の比較結果330は、式3に基づいて生成される。1組の比較結果330に基
づいて、ピクセル320が画像の特徴であるかどうかの判断が行われ得る。たとえば、FAST
タイプ特徴検出が使用されるとき、1組の比較結果330は、少なくとも9つの連続する比較
結果が1の値を有するとき、ピクセル320が特徴であることを示し得る。特定の実施形態で
は、1組の比較結果330が少なくとも9つの連続する1を有するかどうかを判断するために、
テーブル探索操作(たとえば、図1のテーブル探索操作150)が実行され得る。
【００５７】
　特定の実施形態では、テーブル探索操作は、特徴ルックアップテーブル340の1つまたは
複数のエントリに対する1組の比較結果330の比較を実行することを含み得る。特徴ルック
アップテーブル340は、図1の特徴ルックアップテーブル152の例を表す。特徴ルックアッ
プテーブル340の各エントリは、1組の比較結果を生成するために使用されるピクセルが特
徴であることを示す1組の比較結果を表す。
【００５８】
　図3の例では、特徴ルックアップテーブル340のエントリ342が1組の比較結果330に一致
するので、ピクセル320は、特徴であると決定され得る。
【００５９】
　図4を参照すると、図400は、画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断する第2の例
示的な例を示す。図4の特徴ルックアップテーブル410は、図1の特徴ルックアップテーブ
ル152の別の例を表す。代替実施形態では、テーブル探索操作は、図3の1組の比較結果330
を図4の特徴ルックアップテーブル410内のエントリの位置を特定するためのインデックス
として使用して、図3のピクセル320が特徴であるかどうかを判断することを含み得る。特
徴ルックアップテーブル410の各エントリは、潜在的な1組の比較結果に対応する16の1ビ
ット値のパターンに基づくインデックス値を有し得る。各インデックス値に関連付けられ
た特徴フラグは、パターンが特徴を識別するかどうかを示す。図4の例では、1組の比較結
果330が特徴ルックアップテーブル410内のエントリ420におけるインデックス値に一致す
るので、ピクセル320は、特徴であると決定され得る。特徴ルックアップテーブル410にお
けるエントリ420は、パターンが特徴を識別することを示す1の値を有する特徴フラグを有
する。
【００６０】
　代替として、テーブル探索操作を使用する代わりに、1組の比較結果330が少なくとも9
つの連続する1を含むかどうかを判断するために、特徴識別命令(たとえば、図1の命令160
)が使用され得る。図5を参照すると、図500は、図3の1組の比較結果330が少なくとも9つ
の連続する1を含むかどうかを判断することによって、図3のピクセル320が特徴であるか
どうかを判断するための図1の特徴識別命令160の動作を示す。特定の実施形態では、図5
に示される論理は、図2の特徴識別論理240の回路実装に含まれる。
【００６１】
　特徴識別命令は、入力パラメータが、各々が1の値を有する連続する1ビット値のサブセ
ットを有するかどうかを判断するために、入力パラメータを処理することができる。サブ
セットの長さは、構成可能であり得、FASTタイプ特徴検出を実施するとき、9に設定され
得る。特徴識別命令の動作は、画像処理のコンテキストで説明されているが、そのような
命令は、1組が値に一致するサブセットを有するかどうかを判断し、サブセットが閾値数
の要素(たとえば、閾値サブセットサイズ)を超えるいくつかの要素を有するかどうかを判
断することを伴う他のコンピューティング動作のためにも使用され得ることに留意された
い。画像処理のために使用されるとき、命令に入力される各1ビット値は、比較値に対す
る候補ピクセルを囲むピクセルのうちの1つの比較の結果に対応し得る。図5に示す例では
、特徴識別命令は、入力パラメータとして図3の1組の比較結果330で実行される。
【００６２】
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　特定の実施形態では、特徴識別命令は、16の2入力AND論理ゲートを使用して実行され得
る。図5では、16のAND論理ゲートの各々によって実行されるAND論理演算の結果は、AND論
理ゲート内に示される。特徴識別命令の実行中、図5におけるステップ1～8によって示さ
れるように、16のAND論理ゲートを使用した一連の反復動作が実行され得る。図5には16x8
=128のAND論理ゲートが示されているが、1組の16のAND論理ゲートを使用して、ステップ1
～8が代わりに実行され得ることに留意されたい(たとえば、各連続的なステップの入力の
1つがシフターによって生成される)。ステップの数は、入力パラメータ内でどれくらいの
連続する値が識別されるかに基づいて変わり得る。特徴識別命令(たとえば、図1の160)の
ために実行されるステップの数は、識別される連続する値の数よりも1少なくなり得る。
たとえば、9つの連続する値が入力パラメータから識別されるので、図5の例は8つのステ
ップに基づく。ステップ8が実行された後、16のAND論理ゲートのうちの少なくとも1つが
、結果として得られた1の値を有するとき、候補ピクセル(たとえば、図3のピクセル320)
が特徴と識別される。この決定は、結果として得られた値を16の入力OR論理関数に入れる
ことによって取得され得る。たとえば、ステップ8の16のAND論理ゲートの各々から結果と
して得られた値が16の入力OR論理ゲート560に入れられ得、これは、ステップ8でのAND論
理ゲート554が1の出力値を有するので、結果として得られた1の値を生成する。
【００６３】
　ステップ1で、入力パラメータ(たとえば、図3の1組の比較結果330)の各ビット(B1～B16
)は、16のAND論理ゲート(たとえば、540)のうちの1つへの入力として提供される。各ビッ
ト(B1～B16)は、周囲ピクセル(P1～P16)に関連付けられた1組の比較結果330の特定のピク
セルP1～P16に対応する。たとえば、AND演算は、最も左のAND論理ゲート542でB16とB1と
の間で、および最も右のAND論理ゲート540でB1とB2との間で実行される。ステップ1が終
了すると、1の値を出力する各AND論理ゲートは、2つの連続する1のサブセットが1組の比
較結果330の中に存在することを示し得る。
【００６４】
　ステップ2で、ステップ1において決定された結果は、ステップ1でAND論理ゲートによっ
て生成された各結果を、ステップ1で隣接するAND論理ゲートによって生成された各隣接す
る結果と比較することによって、別の1組の16のAND演算を実行するために使用される。た
とえば、AND論理ゲート540からの結果は、AND論理ゲート548によって、AND論理ゲート542
からの結果と比較される。ステップ2が終了すると、1の値を出力する各AND論理ゲートは
、3つの連続する1のサブセットが1組の比較結果330の中に存在することを示し得る。
【００６５】
　図5におけるステップ3～8は、同様の方法で実行され得る。ステップ8が終了すると、1
の値を出力する各AND論理ゲートは、9つの連続する1のサブセットが1組の比較結果の中に
存在することを示し得る。このように、AND論理ゲート554が1の出力値を有するので、特
徴識別命令は、ピクセル320が特徴であることを決定することができる。
【００６６】
　図6を参照すると、図600は、画像のピクセルについて識別される特徴に関連付けられた
スコアを決定する第1の例示的な例を表す。たとえば、スコアの決定は、図1の特徴スコア
プロセッサモジュール140によって行われ得る。特に、図600は、図3のピクセル320に関連
付けられた特徴について特徴スコアがどのように決定され得るかを示す。
【００６７】
　反復6-1で、特徴テスト(たとえば、特徴検出)は、図3のピクセル320が画像の特徴であ
るかどうかを判断するために実行され得る。図6に示した例では、特徴テストは、6の最小
値によって定義される第1の比較値、および10の最大値によって定義される第2の比較値に
基づいて、および2の最初の閾値強度に基づいて定義され得る。式3に基づいて、周囲ピク
セル(P1～P16)についての第1の組の結果610が生成され得る。第1の反復での特徴テストは
、第1の組の結果610が1の値を有する1組の比較結果の少なくとも9つの連続する比較結果
を含むので、図3のピクセル320が特徴であることを決定することができる。図3のピクセ
ル320が反復6-1において特徴であると決定した後、図3のピクセル320について識別される
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特徴について、特徴スコアが決定され得る。特徴スコアは、閾値強度(b)に基づいて定義
され得る。たとえば、最初の閾値強度が2であるので、反復6-1の特徴スコアは2に等しく
なり得る。
【００６８】
　特徴の強度を決定するために、1つまたは複数の追加の特徴テストがその後の反復で図3
のピクセル320において実行され得る。各その後の反復は、特定の追加の特徴テストのた
めに増減する特定の変更された閾強度値に基づき得る。図3のピクセル320が特徴として識
別可能でなくなるまで、1つまたは複数の追加の特徴テストは各々実行され得る。特定の
実施形態では、特徴スコアは、図3のピクセル320が特徴であることを示す最後の成功した
特定の追加の特徴テストの変更された閾値に基づいて定義され得る。
【００６９】
　たとえば、図6の反復6-2は、結果として2の最小値および14の最大値をもたらす、6の変
更された閾値強度を使用して第2の特徴テストによって生成される第2の組の比較結果620
を示す。第2の組の比較結果は少なくとも9つの連続する1を含むので、図3のピクセル320
は、第2の組の比較結果620に基づいて特徴として識別可能なままである。しかしながら、
6である場合、候補ピクセルが変更された閾値強度を使用して特徴テストにパスしたので
、特徴スコアは6に変更され得る。さらに、反復6-2の間、候補ピクセルが特徴として識別
可能なままだったので、別の反復(反復6-3)が実行され得る。
【００７０】
　たとえば、図6の反復6-3は、結果として0の最小値および16の最大値をもたらす、8の閾
値強度を使用して生成される第3の組の比較結果630を示す。図3のピクセル320は、もはや
第3の組の比較結果630に基づいて特徴と識別されない。このように、図3のピクセル320は
、6の特徴スコアを有する強度に基づいて特徴として区別される。特徴スコアは、少なく
とも9つの連続する周囲ピクセルが6の強度だけ図3のピクセル320と異なることを示す。
【００７１】
　最大閾値強度を反映する特徴スコアを決定するために、図3のピクセル320が特徴と識別
されるまで、8の変更された閾値強度を低減することによって、1つまたは複数のその後の
反復が実行され得る。図6の例では、図3のピクセル320が6の変更された閾値強度に基づい
て特徴と識別され、8の変更された閾値強度に基づいて特徴と識別することができないの
で、追加の特徴テストは7の変更された閾値強度を使用して実行され得る。図3のピクセル
320は、7の変更された閾値強度を使用して追加の特徴テストに基づいて、特徴と識別され
得る。追加の特徴テストは、第2の組の比較結果620と類似の1組の比較結果を生成する。7
である場合、候補ピクセルが変更された閾値強度を使用して特徴テストにパスしたので、
特徴スコアは7に変更され得る。7の特徴スコアは、図3のピクセル320を特徴と識別する最
大閾値強度を表す。
【００７２】
　図7を参照すると、画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断するための方法の第1の
実施形態が示され、全体的に700と示される。方法700は、図1の特徴検出プロセッサモジ
ュール130によって実行され得る。方法700は、システム200の全部または一部分によって
実行され得る。
【００７３】
　702で、方法700は、画像の特定のピクセルを囲む複数のピクセルに対応するデータを受
信するステップを含む。たとえば、図1の特徴検出プロセッサモジュール130は、画像の特
定のピクセルを囲む複数のピクセルに対応するデータを受信することができる。複数のピ
クセルに対応するデータは、図1の画像データ122の一部分として、図1の特徴検出プロセ
ッサモジュール130によって受信され得る。データは、複数のピクセルの各々に対応する
属性情報(たとえば、強度、発光、色相、色度、輝度、彩度など)を含み得る。
【００７４】
　704で、方法700は、複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果を決定するステッ
プを含む。たとえば、図1の特徴検出プロセッサモジュール130は、図1の1組の比較結果13
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8を決定することができる。1組の比較結果の各比較結果は、複数のピクセルのうちの1つ
に対応し、複数のピクセルのうちの1つに対応する属性値を比較値(たとえば、強度、発光
、色相、色度、輝度、彩度など)と比較する結果を示し得る。たとえば、1組の比較結果は
、式1、式2、または式3に基づいて決定され得る。
【００７５】
　706で、方法700は、1組の比較結果をインデックスとして使用してテーブル探索操作を
実行することによって、特定のピクセルが特徴であることを1組の比較結果が示すかどう
かを判断するステップを含む。たとえば、図1の特徴検出プロセッサ130は、図1のテーブ
ル探索操作150を実行することによって特定のピクセルが特徴であることを、図1の1組の
比較結果138が示すかどうかを判断することができる。例示的な一実施形態では、図1のテ
ーブル探索操作150は、図3および図4を参照しながら説明するように実行され得る。708で
方法700が終わる。
【００７６】
　図8を参照すると、画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断するための方法の第2の
実施形態が示され、全体的に800と示される。方法800は、図1の特徴検出プロセッサモジ
ュール130によって実行され得る。方法800は、システム200の全部または一部分によって
実行され得る。
【００７７】
　802で、方法800は、画像の特定のピクセルを囲む複数のピクセルに対応するデータを受
信するステップを含む。たとえば、図1の特徴検出プロセッサモジュール130は、画像の特
定のピクセルを囲む複数のピクセルに対応するデータを受信することができる。複数のピ
クセルに対応するデータは、図1の画像データ122の一部分として、図1の特徴検出プロセ
ッサモジュール130によって受信され得る。データは、複数のピクセルの各々に対応する
属性情報(たとえば、強度、発光、色相、色度、輝度、彩度など)を含み得る。
【００７８】
　804で、方法800は、複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果を決定するステッ
プを含む。たとえば、図1の特徴検出プロセッサモジュール130は、図1を参照しながら説
明したように、1組の比較結果138を決定することができる。
【００７９】
　806で、方法800は、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、特定のピクセル
が特徴であることを示す1組の比較結果のサブセットを識別させるプロセッサ実行可能命
令を実行することによって、画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断するステ
ップを含む。たとえば、図1の特徴検出プロセッサモジュール130は、図1の特徴識別命令1
60を実行することによって、画像の特定のピクセルが画像の特徴であるかどうかを判断す
ることができる。例示的な一実施形態では、図1の特徴識別命令160は、図5を参照しなが
ら説明したものなど、1組の16のAND論理ゲートを使用して実行され得る。808で方法800が
終わる。
【００８０】
　図9を参照すると、画像のピクセルについて識別された特徴に関連付けられたスコアを
決定するための方法の特定の実施形態が示され、全体的に900と示される。方法900は、図
1の特徴スコアプロセッサモジュール140によって実行され得る。方法900は、システム200
の全部または一部分によって実行され得る。
【００８１】
　902で、方法900は、特定のピクセルの特定の属性値、閾値、および特定のピクセルを囲
む複数のピクセルの各々の属性値に依存する第1の動作に基づいて、画像の特定のピクセ
ルが第1の特徴テストを満たすかどうかを判断するステップを含む。たとえば、第1の特徴
テストは、最初の閾値に基づいて特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断することが
できる、図7の方法700、図8の方法800、またはそれらの組合せに従って実行され得る。特
定の実施形態では、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140は、特定のピクセルが特徴
であるかどうかを決定するために、図1の特徴テスト要求136を図1の特徴検出プロセッサ
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モジュール130に送ることができる。第1の特徴テストは、FASTタイプ特徴検出を実行する
ことを含み得る。たとえば、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140は、第1の組の比
較結果610を生成することによって図6を参照しながら説明したように特徴テストを実行す
ることができる。第1の組の比較結果610が少なくとも9つの連続する1を含むかどうかを判
断するために、第1の組の結果610において、テーブル探索操作(たとえば、図1のテーブル
探索操作150)が実行され得る。代替として、第1の組の比較結果が少なくとも9つの連続す
る1を含むかどうかを判断するために、図1の特徴識別命令160が実行され得る。
【００８２】
　904で、方法は、特定のピクセルが第1の特徴テストを満たすことを決定することに応答
して、閾値を変更するステップを含む。たとえば、図1の特徴スコアプロセッサモジュー
ル140は、第1の特徴テストに基づいて特定のピクセルが特徴であることを決定することに
応答して、第1の特徴テストの間に使用された閾値を変更することができる。閾値は、図6
の反復6-2に関して説明するように変更され得る。
【００８３】
　906で、方法は、特定のピクセルの特定の属性値、変更された閾値、および特定のピク
セルを囲む複数のピクセルの各々の属性値に依存する追加(たとえば、第2、第3、および
第4)の動作に基づいて、画像の特定のピクセルが追加(たとえば、第2、第3、および第4)
の特徴テストを満たすかどうかを判断するステップを含む。たとえば、追加の特徴テスト
は、図6の反復6-2を参照して説明したように実行され得る。第2の組の比較結果620は、特
定のピクセルが特徴として識別可能なままかどうかを判断するために、(たとえば、テー
ブルルックアップを実行することによって、または特徴識別命令を実行することによって
)処理され得る。特定の実施形態では、変更された閾値は、特定のピクセルが特徴として
識別可能であり得るように、推定された最大閾値に基づいて定義され得る。
【００８４】
　908で、方法900は、特定のピクセルに関連付けられたスコアを決定するステップを含み
、特定のピクセルが追加の動作(たとえば、第2の動作)に基づいて追加の特徴テスト(第2
の特徴テスト)を満たすとき、スコアは変更された閾値に基づく。たとえば、特定のピク
セルが追加の特徴テストにパスするとき、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140は、
変更された閾値に基づいて特定のピクセルに関連付けられた特徴スコアを決定することが
できる。例示のために、候補ピクセルが図6の反復6-2の第2の特徴テストにパスするので
、特徴スコアは、2の最初の閾値の代わりに6の変更された閾値に等しくてもよい。910で
方法900が終わる。
【００８５】
　特定の実施形態では、方法900は、以前の変更された閾値のさらなる変更に基づいて追
加の特徴テストを実行するために、906に戻ることができる。たとえば、変更された閾値
が推定された最大閾値に基づくとき、方法は、推定された最大閾値未満であるさらに変更
された閾値を使用して追加の特徴テストを実行するために、906に戻ることができる。変
更された閾値は、バイナリサーチアルゴリズムに基づいて新しい変更された閾値を選択す
ることによって、さらに変更され得る。新しい変更された閾値は、以前の変更された閾値
と最初の閾値との間にある値と識別され得る。908で、方法は、特定のピクセルがさらに
変更された閾値に基づいて追加の特徴テストを満たすとき、特定のピクセルに関連付けら
れたスコアを決定する。スコアは、特定のピクセルが特徴と識別されるとき、さらに変更
された閾値に基づいて決定され得る。スコアは、変更された閾値のために1つまたは複数
の追加のテストが実行された後の最大閾値を表し得る。
【００８６】
　別の特定の実施形態では、特定のピクセルが追加の特徴テストを満たすとき、方法は、
より正確なスコアを決定するために、追加の特徴テストを実行するために906に戻ること
ができる。たとえば、方法は、特定のピクセルが特徴として識別可能なままかどうかを判
断するために、増加するさらに変更された閾値に基づいて、追加の特徴テストを実行する
ために、906に戻ることができる。908で、特定のピクセルがさらに変更された閾値に基づ
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いて追加の特徴テストを満たす場合、特定のピクセルのスコアは、追加の特徴テストに対
応するさらに変更された閾値に基づく。
【００８７】
　たとえば、追加の特徴テストは、8のさらに変更された閾値を使用する図6に示される例
の反復6-3で実行される特徴テストでもよい。候補ピクセル(すなわち、図3のピクセル320
)が(8の閾値に従って)特徴でないことを反復6-3で実行される追加の特徴テストが示すの
で、特徴スコアは、8のさらに変更された閾値に等しくなるように更新される代わりに、6
に等しいままである。図3のピクセル320が8のさらに変更された閾値に基づいて特徴では
ないと識別されるので、図3のピクセル320が6の変更された閾値強度に基づいて特徴と識
別され、8の変更された閾値強度に基づいて特徴と識別することができないので、追加の
特徴テストは7の変更された閾値強度を使用して実行され得る。図3のピクセル320は、7の
変更された閾値強度を使用して追加の特徴テストに基づいて、特徴と識別され得る。7で
ある場合、候補ピクセルが変更された閾値強度を使用して特徴テストにパスしたので、特
徴スコアは7に変更され得る。7の特徴スコアは、図3のピクセル320を特徴と識別する最大
閾値強度を表す。
【００８８】
　図10は、画像のピクセルが特徴であるかどうかを判断し、特徴に関連付けられたスコア
を決定するように動作可能な構成要素を含むワイヤレス電子デバイスのブロック図であり
、全体的に1000と示される。ワイヤレス電子デバイス1000は、メモリ1032に結合されたプ
ロセッサ1010を含む。例示的な例では、ワイヤレス電子デバイス1000は、図1のシステム1
00、図2のシステム200、またはその構成要素を含み得る。ワイヤレス電子デバイス1000は
、図1～図8を参照しながら説明した方法または機能に従って動作し得る。
【００８９】
　プロセッサ1010は、図1の画像コントローラ120、図1の特徴検出プロセッサモジュール1
30、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140、またはそれらの組合せを含む、または実
装することができる。特定の実施形態では、プロセッサ1010は、図2の特徴識別論理240を
含んでもよい。たとえば、そのようなモジュールは、プロセッサ1010に統合され得、図1
～図9を参照しながら説明した機能の少なくとも一部分を実行するために、専用の回路ま
たは他の論理を含むことができる。
【００９０】
　メモリ1032は、命令1060を記憶する非一時的な有形のコンピュータ可読記憶デバイスお
よび/またはプロセッサ可読記憶デバイスであり得る。命令1060は、図1の画像コントロー
ラ120、図1の特徴検出プロセッサモジュール130、図1の特徴スコアプロセッサモジュール
140、またはそれらの組合せを含む、または実装するために、プロセッサ1010によって実
行可能であり得る。たとえば、命令1060は、図1の特徴検出プロセッサモジュール130、図
1の特徴スコアプロセッサモジュール140、またはそれらの組合せに関して説明した1つま
たは複数の機能または方法を実行するために、プロセッサ1010によって実行可能であり得
る命令を含み得る。命令1060は、プロセッサ1010に、図1～図6を参照しながら説明した1
つまたは複数の機能もしくは方法、図7の方法700、図8の方法800、図9の方法900、または
それらの組合せを実行させるためにプロセッサ1010によって実行可能な命令を含み得る。
例示のために、命令1060は、画像のピクセルが特徴であるかどうか決定するためのコード
を含み得る。たとえば、命令1060は、図1の特徴識別命令160を含み得る。
【００９１】
　メモリ1032は、ワイヤレス電子デバイス1000で本明細書で説明した1つまたは複数の方
法を実行するために、プロセッサ1010によって実行可能である命令を含むことができる。
たとえば、そのようなワイヤレスインターフェースは、画像の1つまたは複数のピクセル
を含む画像データを送るまたは受信するために使用され得る。たとえば、画像データは、
図1の画像データ122でよい。メモリ1032は、図1の特徴ルックアップテーブル152を含み得
る。他の実装形態では、プロセッサ1010がメモリ1032から命令を実行することによって実
行されるものとして本明細書で説明した1つまたは複数の機能は、代わりに、専用ハード



(21) JP 2015-521335 A 2015.7.27

10

20

30

40

50

ウェア(たとえば、プログラマブル論理アレイ、FPGAデバイス、ASIC、またはたとえばCPU
、DSP、マイクロプロセッサ、ARMプロセッサ、コントローラ、別のハードウェアデバイス
、もしくはファームウェアデバイスのような、識別された機能を実行するようにプログラ
ムされた処理ユニット、またはそれらの任意の組合せ)によって実行され得る。
【００９２】
　図10はまた、プロセッサ1010およびディスプレイ1028に結合されたディスプレイコント
ローラ1026を示す。コーダ/デコーダ(コーデック)1034も、プロセッサ1010に結合するこ
とができる。スピーカ1036およびマイクロフォン1038は、コーデック1034に結合すること
ができる。
【００９３】
　図10はまた、ワイヤレスコントローラ1040がプロセッサ1010に結合することができ、ワ
イヤレスコントローラ1040が送受信機1050を介してアンテナ1042と通信していることを示
す。ワイヤレスコントローラ1040、送受信機1050、およびアンテナ1042は、こうして、モ
バイル通信デバイス1000によりワイヤレス通信を可能にするワイヤレスインターフェース
を表すことができる。たとえば、そのようなワイヤレスインターフェースは、画像の1つ
または複数のピクセルを含む画像データを送るまたは受信するために使用され得る。たと
えば、画像データは、図1の画像データ122でよい。ワイヤレス電子デバイス1000は多数の
ワイヤレスインターフェースを含んでよく、異なるワイヤレスネットワークは異なるネッ
トワーキング技術またはネットワーキング技術の組合せをサポートするように構成される
。
【００９４】
　図10は、カメラ1070が、カメラ1070からプロセッサ1010に画像データを提供することが
できるカメラコントローラ1024に結合され得ることを示す。プロセッサ1010は、画像デー
タによって表される画像の1つまたは複数のピクセルが画像の特徴であるかどうかを判断
することができる。プロセッサ1010は、画像の特徴であるピクセルに関連付けられた特徴
スコアを決定するように構成され得る。特定の実施形態では、カメラコントローラ1024は
、図1の画像コントローラ120でよい。
【００９５】
　特定の実施形態では、プロセッサ1010、メモリ1032、ディスプレイコントローラ1026、
カメラコントローラ1024、コーデック1034、ワイヤレスコントローラ1040、および送受信
機1050は、システムインパッケージデバイスまたはシステムオンチップデバイス1022に含
まれる。特定の実施形態では、入力デバイス1030および電源1044が、システムオンチップ
デバイス1022に結合されている。さらに、特定の実施形態では、図10に示すように、入力
デバイス1030、スピーカ1036、マイクロフォン1038、アンテナ1042、および電源1044は、
システムオンチップデバイス1022の外部にある。しかしながら、入力デバイス1030、スピ
ーカ1036、マイクロフォン1038、アンテナ1042、および電源1044の各々は、インターフェ
ースまたはコントローラのような、システムオンチップデバイス1022の構成要素に結合さ
れ得る。
【００９６】
　図10はワイヤレス電子デバイスを表すが、プロセッサ1010およびメモリ1032は、マルチ
メディアプレーヤ、エンターテインメントユニット、ナビゲーションデバイス、個人情報
端末(PDA)、モバイルパーソナルコンピュータ、スマートフォン、固定位置データユニッ
ト、コンピューティングデバイス(たとえば、図1のコンピューティングデバイス110、タ
ブレットコンピューティングデバイス、ラップトップコンピューティングデバイス、デス
クトップコンピューティングデバイスなど)、メディアデバイス、または画像データを処
理するように構成される別のデバイスなど、他のデバイスに統合され得ることに留意され
たい。
【００９７】
　記載されているシステムおよび方法と連動して、画像の特定のピクセルが特徴であるか
どうかを判断するための装置が開示される。装置は、特定のピクセルを囲む複数のピクセ
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ルに対応するデータを受信するための手段を含み、複数のピクセルの各々は、画像からの
ものである。たとえば、受信するための手段は、プロセッサ1010、図1の特徴検出プロセ
ッサモジュール130、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140、特定のピクセルを囲む
複数のピクセルに対応するデータを受信するように構成された別のデバイス、またはそれ
らの任意の組合せを含み得る。装置は、複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果
を決定するための手段を含む。1組の比較結果の各比較結果は、複数のピクセルのうちの1
つに対応し、複数のピクセルのうちの1つに対応する属性値を比較値と比較する結果を示
し得る。比較値は、特定のピクセルの特定の属性値および閾値に基づいて定義され得る。
1組の比較結果を決定するための手段は、プロセッサ1010、図1の特徴検出プロセッサモジ
ュール130、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140、複数のピクセルに関連付けられ
た1組の比較結果を決定するように構成された別のデバイス、またはそれらの任意の組合
せを含み得る。装置は、1組の比較結果をインデックスとして使用してテーブル探索操作
を実行することによって、特定のピクセルが特徴であることを1組の比較結果が示すかど
うかを判断するための手段を含む。判断するための手段は、プロセッサ1010、図1の特徴
検出プロセッサモジュール130、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140、テーブル探
索操作を実行することによって、特定のピクセルが特徴であることを、1組の比較結果が
示すかどうかを判断するように構成された別のデバイス、またはそれらの任意の組合せを
含み得る。
【００９８】
　記載されているシステムおよび方法と連動して、特定のピクセルが画像の特徴であるか
どうかを判断するための装置が開示される。装置は、特定のピクセルを囲む複数のピクセ
ルに対応するデータを受信するための手段を含み、複数のピクセルの各々は、画像からの
ものである。データを受信するための手段は、プロセッサ1010、図1の特徴検出プロセッ
サモジュール130、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140、特定のピクセルを囲む複
数のピクセルに対応するデータを受信するように構成された別のデバイス、またはそれら
の任意の組合せを含み得る。装置は、複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果を
決定するための手段を含む。1組の比較結果の各比較結果は、複数のピクセルのうちの1つ
に対応し、複数のピクセルのうちの1つに対応する属性値を比較値と比較する結果を示し
得る。比較値は、特定のピクセルの特定の属性値および閾値に基づいて定義され得る。1
組の比較結果を決定するための手段は、プロセッサ1010、図1の特徴検出プロセッサモジ
ュール130、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140、複数のピクセルに関連付けられ
た1組の比較結果を決定するように構成された別のデバイスを含み得る。装置は、プロセ
ッサによって実行されると、プロセッサに、特定のピクセルが特徴であることを示す1組
の比較結果のサブセットを識別させるプロセッサ実行可能命令を実行することによって、
画像の特定のピクセルが特徴であるかどうかを判断するための手段を含む。識別されたサ
ブセットは、特定のピクセルを囲む連続的な順序で配置される複数のピクセルのうちのい
くつかのピクセルに対応し得る。判断するための手段は、プロセッサ1010、図1の特徴検
出プロセッサモジュール130、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140、図5を参照しな
がら説明したものなど1組の論理ゲート、プロセッサによって実行されると、プロセッサ
に、特定のピクセルが特徴であることを示す1組の比較結果のサブセットを識別させるプ
ロセッサ実行可能命令を実行することによって、特定のピクセルが画像の特徴であるかど
うかを判断するように構成された別のデバイス、またはそれらの任意の組合せを含み得る
。装置は、画像の画像データを捕捉するための手段を含むことができ、複数のピクセルに
対応するデータは、画像データに含まれる。捕捉するための手段は、図1の画像コントロ
ーラ120、カメラコントローラ824、画像データを捕捉するように構成された別のデバイス
、またはそれらの任意の組合せを含むことができる。
【００９９】
　記載されているシステムおよび方法と連動して、装置が開示される。装置は、特定のピ
クセルの特定の属性値、閾値、および特定のピクセルを囲む複数のピクセルの各々の属性
値に依存する第1の動作に基づいて、画像の特定のピクセルが第1の特徴テストを満たすか
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どうかを判断するための手段を含む。判断するための手段は、プロセッサ1010、図1の特
徴検出プロセッサモジュール130、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140、特定のピ
クセルの特定の属性値、閾値、および特定のピクセルを囲む複数のピクセルの各々の属性
値に依存する第1の動作に基づいて、画像の特定のピクセルが第1の特徴テストを満たすか
どうかを判断するように構成された別のデバイス、またはそれらの組合せを含むことがで
きる。装置は、特定のピクセルが第1の特徴テストを満たすことを決定することに応答し
て、閾値を変更するための手段を含む。閾値を変更するための手段は、プロセッサ1010、
図1の特徴検出プロセッサモジュール130、図1の特徴スコアプロセッサモジュール140、特
定のピクセルが第1の特徴テストを満たすことを決定することに応答して、閾値を変更す
るように構成された別のデバイス、またはそれらの任意の組合せを含み得る。装置は、特
定のピクセルの特定の属性値、変更された閾値、および特定のピクセルを囲む複数のピク
セルの各々の属性値に依存する第2の動作に基づいて、画像の特定のピクセルが第2の特徴
テストを満たすかどうかを判断するための手段を含む。判断するための手段は、プロセッ
サ1010、図1の特徴検出プロセッサモジュール130、図1の特徴スコアプロセッサモジュー
ル140、特定のピクセルの特定の属性値、変更された閾値、および特定のピクセルを囲む
複数のピクセルの各々の属性値に依存する第2の動作に基づいて、画像の特定のピクセル
が第2の特徴テストを満たすかどうかを判断するように構成された別のデバイス、または
それらの任意の組合せを含むことができる。装置は、特定のピクセルに関連付けられたス
コアを決定するための手段を含み、特定のピクセルが第2の動作に基づいて第2の特徴テス
トを満たすとき、スコアは変更された閾値に基づく。スコアを決定するための手段は、プ
ロセッサ1010、図1の特徴検出プロセッサモジュール130、図1の特徴スコアプロセッサモ
ジュール140、特定のピクセルが
第2の動作に基づいて第2の特徴テストを満たすとき、スコアが変更された閾値に基づく場
合、特定のピクセルに関連付けられたスコアを決定するように構成された別の手段、また
はそれらの任意の組合せを含み得る。
【０１００】
　さらに、本明細書で開示された実施形態に関して説明された様々な例示的な論理ブロッ
ク、構成、モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップは、電子ハードウェア、コ
ンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解
されよう。上記に、様々な例示的な構成要素、ブロック、構成、モジュール、回路、およ
びステップについて、それらの機能に関して概略的に説明した。そのような機能をハード
ウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的
なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごと
に様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱をもた
らすものと解釈すべきではない。
【０１０１】
　本明細書で開示された実施形態に関して記載された方法またはアルゴリズムのステップ
は、直接ハードウェアで具現化されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモ
ジュールで具現化されるか、またはその2つの組合せで具現化され得る。ソフトウェアモ
ジュールは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ(ROM)
、プログラマブル読取り専用メモリ(PROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(E
PROM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、レジスタ、ハードデ
ィスク、リムーバブルディスク、コンパクトディスク読取り専用メモリ(CD-ROM)、または
当分野で知られている任意の他の形態の非一時的記憶媒体の中に常駐することができる。
例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き
込むことができるように、プロセッサに結合される。代替形態において、記憶媒体はプロ
セッサと一体であってもよい。プロセッサおよび記憶媒体はASIC内に常駐することができ
る。ASICは、コンピューティングデバイスまたはユーザ端末(たとえば、モバイル電話も
しくはPDA)に存在する場合がある。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、コンピュ
ーティングデバイスまたはユーザ端末内の個別構成要素として存在する場合がある。
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【０１０２】
　開示される実施形態の上記の説明は、当業者が、開示される実施形態を作製し、または
使用できるようにするために提供される。これらの実施形態に対する様々な修正が、当業
者には容易に明らかとなり、本明細書で定義される原理は、本開示の範囲から逸脱するこ
となく、他の実施形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で開示した実施
形態に限定されることは意図されず、以下の特許請求の範囲で定義されるような原理およ
び新規の特徴と矛盾しない、可能な最大の範囲を認められるべきである。
【符号の説明】
【０１０３】
　　100　システム
　　110　コンピューティングデバイス
　　120　画像コントローラ
　　122　画像データ
　　130　特徴検出プロセッサモジュール
　　134　特徴ピクセル
　　136　特徴テスト要求
　　138　1組の比較結果
　　140　特徴スコアプロセッサモジュール
　　150　テーブル探索操作
　　152　特徴ルックアップテーブル
　　160　特徴識別命令
　　200　システム
　　202　メモリ
　　208　バスインターフェース
　　210　実行ユニット
　　212　キャッシュメモリ
　　216　命令キャッシュ
　　218　シーケンサ
　　220　汎用割込み
　　226　汎用レジスタファイル
　　230　バス
　　240　特徴識別論理
　　310　グリッド
　　320　候補ピクセル(P)
　　330　1組の比較結果
　　340　特徴ルックアップテーブル
　　410　特徴ルックアップテーブル
　　420　エントリ
　　540　AND論理ゲート
　　542　AND論理ゲート
　　548　AND論理ゲート
　　554　AND論理ゲート
　　560　OR論理ゲート
　　610　第1の組の結果
　　620　第2の組の比較結果
　　630　第3の組の比較結果
　　700　方法
　　800　方法
　　900　方法
　　1000　ワイヤレス電子デバイス
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　　1010　プロセッサ
　　1022　システムオンチップデバイス
　　1024　カメラコントローラ
　　1026　ディスプレイコントローラ
　　1028　ディスプレイ
　　1030　入力デバイス
　　1032　メモリ
　　1034　コーダ/デコーダ(コーデック)
　　1036　スピーカ
　　1038　マイクロフォン
　　1040　ワイヤレスコントローラ
　　1042　アンテナ
　　1044　電源
　　1050　送受信機
　　1060　命令
　　1070　カメラ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(28) JP 2015-521335 A 2015.7.27

【手続補正書】
【提出日】平成26年3月31日(2014.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を処理する方法(800)であって、
　特定のピクセル(320)を囲む複数のピクセルに対応するデータを受信するステップ(702
、802)であり、前記複数のピクセルの各々が前記画像からのものである、ステップと、
　前記複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果(138、330)を決定するステップ(70
4、804)であり、前記1組の比較結果(138、330)の各比較結果が、前記複数のピクセルのう
ちの1つに対応し、前記複数のピクセルのうちの前記1つに対応する属性値を比較値と比較
する結果を示し、前記比較値が、前記特定のピクセル(320)の特定の属性値、および閾値
に基づく、ステップと、
　プロセッサ(130、1010)によって実行されると、前記プロセッサ(130、1010)に、前記特
定のピクセル(320)が特徴であることを示す前記1組の比較結果(138、330)のサブセットを
識別させる単一のプロセッサ実行可能命令(160)を実行することによって、前記画像の前
記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを判断するステップ(806)であり、前記
識別されたサブセットが、前記特定のピクセル(320)を囲む連続的な順序で配置される前
記複数のピクセルのうちのいくつかのピクセルに対応する、ステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記単一のプロセッサ実行可能命令が単一のマイクロアーキテクチャ命令である、請求
項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記比較値が前記特定の属性値と前記閾値との差である、または前記特定の属性値と前
記閾値との合計である、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記プロセッサ(130、1010)によって識別される前記1組の比較結果(138、330)の前記サ
ブセットの各比較結果が、前記属性値が前記特定の属性値と前記閾値との合計よりも大き
い、または、前記属性値が前記特定の属性値と前記閾値との差よりも小さいことを示す、
請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のピクセルが16のピクセルを含み、前記1組の比較結果(138、330)の前記識別
されたサブセットが前記複数のピクセルのうちの9つのピクセルに関連付けられている、
請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記特徴が角である、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記特定の属性値が強度値であり、前記閾値が閾強度値である、請求項1に記載の方法
。
【請求項８】
　前記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを判断するステップが、携帯電話(
1000)、コンピューティングデバイス(110)、ポータブル電子デバイス、タブレットコンピ
ューティングデバイス、電子リーダーデバイス、ゲームコンソール、カメラ、その周辺機
器、またはそれらの任意の組合せで実行される、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
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　前記1組の比較結果(138、330)が、前記比較値に対する前記複数のピクセルの各々の属
性値の比較を実行するベクトル比較操作によって決定される、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記1組の比較結果(138、330)をインデックスとして使用して特徴ルックアップテーブ
ルにおいてテーブル探索操作(150)を実行するステップが、前記特定のピクセル(320)が前
記特徴であるかどうかを示し、前記特徴ルックアップテーブルが、前記インデックスのイ
ンデックス値を形成する1ビット値のいくつかの可能な組合せの数に基づくいくつかのエ
ントリの数を有する、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記特定のピクセル(320)が前記特徴であると決定することに応答して、
　前記閾値を変更するステップ(904)と、
　前記特定のピクセル(320)の前記特定の属性値、前記変更された閾値、および前記特定
のピクセル(320)を囲む前記複数のピクセルの各々の前記属性値に依存する動作に基づい
て、前記画像の前記特定のピクセル(320)が特徴テストを満たすかどうかを判断するステ
ップ(906)と、
　前記特定のピクセル(320)に関連付けられたスコアを決定するステップ(908)であり、前
記特定のピクセル(320)が前記特徴テストを満たすとき、前記スコアが前記変更された閾
値に基づく、ステップと
　をさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　前記特定のピクセル(320)が前記特徴テストを満たさないと決定することに応答して、
　前記変更された閾値を減分するステップと、
　前記減分された変更された閾値に基づいて、第2の特徴テストを実行するステップと、
　前記特定のピクセル(320)が前記第2の特徴テストを満たすと決定することに応答して、
前記減分された変更された閾値に基づいて前記スコアの値を設定するステップと
　をさらに含む請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　画像の特定のピクセル(320)が特徴であるかどうかを判断するための装置であって、
　前記特定のピクセル(320)を囲む複数のピクセルに対応するデータを受信するための手
段であり、前記複数のピクセルの各々が前記画像からのものである、手段と、
　前記複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果(138、330)を決定するための手段
であり、前記1組の比較結果(138、330)の各比較結果が、前記複数のピクセルのうちの1つ
に対応し、前記複数のピクセルのうちの前記1つに対応する属性値を比較値と比較する結
果を示し、前記比較値が、前記特定のピクセル(320)の特定の属性値、および閾値に基づ
く、手段と、
　プロセッサ(130、1010)によって実行されると、前記プロセッサ(130、1010)に、前記特
定のピクセル(320)が特徴であることを示す前記1組の比較結果(138、330)のサブセットを
識別させる単一のプロセッサ実行可能命令(160)を実行することによって、前記画像の前
記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを判断するための手段であり、前記識
別されたサブセットが、前記特定のピクセル(320)を囲む連続的な順序で配置される前記
複数のピクセルのうちのいくつかのピクセルに対応する、手段と
　を備える装置。
【請求項１４】
　前記特定のピクセル(320)を囲む複数のピクセルに対応するデータを受信するための前
記手段が、特徴検出プロセッサモジュール(130)であり、前記複数のピクセルに関連付け
られた前記1組の比較結果(138、330)を決定するための前記手段が、特徴検出プロセッサ
モジュール(130)であり、前記画像の前記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうか
を判断するための前記手段が、前記特徴検出プロセッサモジュール(130)である、請求項1
3に記載の装置。
【請求項１５】
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　前記特定のピクセル(320)を囲む複数のピクセルに対応するデータを受信するための前
記手段が、プロセッサ(130、1010)によって実行されると、前記プロセッサ(130、1010)に
、前記特定のピクセル(320)を囲む複数のピクセルに対応するデータを受信させるプロセ
ッサ実行可能命令(1060)を含む第1の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、
　前記複数のピクセルに関連付けられた前記1組の比較結果(138、330)を決定するための
前記手段が、前記プロセッサ(130、1010)によって実行されると、前記プロセッサ(130、1
010)に、前記複数のピクセルに関連付けられた1組の比較結果(138、330)を決定させるプ
ロセッサ実行可能命令(1060)を含む第2の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、
　前記画像の前記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを判断するための前記
手段が、前記プロセッサ(130、1010)によって実行されると、前記プロセッサ(130、1010)
に、前記画像の前記特定のピクセル(320)が前記特徴であるかどうかを判断させるプロセ
ッサ実行可能命令(1060)を含む第3の非一時的コンピュータ可読媒体を含む
　請求項13に記載の装置。
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