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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体から映像を取得する映像取得部と、
　前記取得した映像から解像度及び明るさが異なる複数の映像を生成する映像生成部であ
って、第１映像を生成する第１映像生成部と、前記第１映像に比べて低い解像度を有する
第２映像を前記第１映像から生成する第２映像生成部とを含む、映像生成部と、
　前記第２映像の予め指定された解像度及び予め指定された明るさを有する前記第２映像
を得るための第２露出時間に基づき前記第１映像を得るための第１露出時間を計算する計
算部と、
　前記生成された複数の映像を合成する映像合成部と、
　を含むことを特徴とする映像生成装置。
【請求項２】
　前記第１映像生成部は、前記計算された第１露出時間にしたがって前記映像取得部で取
得した映像から前記第１映像を生成することを特徴とする請求項１に記載の映像生成装置
。
【請求項３】
　前記第１映像生成部は、予め指定された第１露出時間にしたがって前記映像取得部で取
得した映像から前記第１映像を生成することを特徴とする請求項１に記載の映像生成装置
。
【請求項４】
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　前記第１露出時間と、予め指定された明るさの前記第２映像を得るための第２露出時間
から前記第２映像の解像度を決定する計算部をさらに含むことを特徴とする請求項３に記
載の映像生成装置。
【請求項５】
　前記計算部は、前記第１露出時間と前記第２露出時間との比が、前記第１映像の解像度
に乗じられた値を前記第２映像の解像度に決定することを特徴とする請求項４に記載の映
像生成装置。
【請求項６】
　前記第１映像は、総画素数に対応する解像度を有することを特徴とする請求項１に記載
の映像生成装置。
【請求項７】
　前記第２映像生成部は、前記総画素の中で同じカラーフィルタが使われた複数の画素を
合わせた前記第２映像を生成し、
　前記第２映像の解像度は、前記合わせられた画素数によって決定されることを特徴とす
る請求項６に記載の映像生成装置。
【請求項８】
　前記映像合成部は、前記第２映像の解像度を前記第１映像の解像度に増加させた後、前
記増加された解像度を有する第２映像と前記第１映像とを合成することを特徴とする請求
項１に記載の映像生成装置。
【請求項９】
　前記映像合成部は、前記第１映像の解像度を前記第２映像の解像度に減少させた後、前
記減少された解像度を有する第１映像と前記第２映像とを合成することを特徴とする請求
項１に記載の映像生成装置。
【請求項１０】
　前記映像合成部は、前記合成された映像を前記第１映像の解像度に増加させることを特
徴とする請求項９に記載の映像生成装置。
【請求項１１】
　前記映像合成部は、前記第２映像に含まれた画素の明るさ及び色情報を基準として、前
記第１映像に含まれた複数の画素の明るさ及び色情報を補正することを特徴とする請求項
１に記載の映像生成装置。
【請求項１２】
　被写体から映像を取得するステップと、
　前記取得した映像から解像度及び明るさが異なる複数の映像を生成するステップであっ
て、第１映像を生成するステップと、前記第１映像に比べて低い解像度を有する第２映像
を前記第１映像から生成するステップとを含む、ステップと、
　前記第２映像の予め指定された解像度及び予め指定された明るさを有する前記第２映像
を得るための第２露出時間に基づき、前記第１映像を得るための第１露出時間を計算する
ステップと、
　前記生成された複数の映像を合成するステップと、
　を含むことを特徴とする映像生成方法。
【請求項１３】
　前記第１映像を生成するステップは、
　前記計算された第１露出時間にしたがって前記映像取得部で取得した映像から前記第１
映像を生成するステップを含むことを特徴とする請求項１２に記載の映像生成方法。
【請求項１４】
　前記第１映像を生成するステップは、予め指定された第１露出時間にしたがって前記映
像取得部で取得した映像から前記第１映像を生成するステップを含むことを特徴とする請
求項１２に記載の映像生成方法。
【請求項１５】
　前記第１露出時間、及び予め指定された明るさの前記第２映像を得るための第２露出時
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間から前記第２映像の解像度を決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１
４に記載の映像生成方法。
【請求項１６】
　前記第２映像の解像度を決定するステップは、前記第１露出時間と前記第２露出時間の
比が、前記第１映像の解像度に乗じられた値を前記第２映像の解像度に決定するステップ
を含むことを特徴とする請求項１５に記載の映像生成方法。
【請求項１７】
　前記第１映像は、総画素数に対応する解像度を有することを特徴とする請求項１２に記
載の映像生成方法。
【請求項１８】
　前記第２映像を生成するステップは、前記総画素の中で同じカラーフィルタが使われた
複数の画素を合わせた前記第２映像を生成し、
　前記第２映像の解像度は、前記合わせられた画素数によって決定されることを特徴とす
る請求項１７に記載の映像生成方法。
【請求項１９】
　前記合成するステップは、
　前記第２映像の解像度を前記第１映像の解像度に増加させるステップと、
　前記増加された解像度を有する第２映像と前記第１映像とを合成するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１２に記載の映像生成方法。
【請求項２０】
　前記合成するステップは、
　前記第１映像の解像度を前記第２映像の解像度に減少させるステップと、
　前記減少された解像度を有する第１映像と前記第２映像とを合成するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１２に記載の映像生成方法。
【請求項２１】
　前記減少された解像度を有する第１映像と前記第２映像とを合成するステップは、前記
合成された映像を前記第１映像の解像度に増加させるステップを含むことを特徴とする請
求項２０に記載の映像生成方法。
【請求項２２】
　前記合成するステップは、前記第２映像に含まれた画素の明るさ及び色情報を基準とし
て、前記第１映像に含まれた複数の画素の明るさ及び色情報を補正するステップを含むこ
とを特徴とする請求項１２に記載の映像生成方法。
【請求項２３】
　被写体から映像を取得するステップと、
　前記取得した映像から解像度及び明るさが異なる複数の映像を生成するステップであっ
て、第１映像を生成するステップと、前記第１映像に比べて低い解像度を有する第２映像
を前記第１映像から生成するステップとを含む、ステップと、
　前記第２映像の予め指定された解像度及び予め指定された明るさを有する前記第２映像
を得るための第２露出時間に基づき、前記第１映像を得るための第１露出時間を計算する
ステップと、
　前記生成された複数の映像を合成するステップと、を含む映像生成方法のうち少なくと
も１つの処理ステップを制御するためのコンピュータで読取可能なコードを含むことを特
徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像生成装置及び方法に関し、より詳しくは、一回の撮影で輝度が異なる複
数の映像を生成し、前記生成された複数の映像から高ダイナミックレンジ映像を生成し得
る映像生成装置及び方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　デジタルカメラやカムコーダなどのように映像を撮影し得る映像撮影装置は、逆光状態
で被写体を撮影するとき、映像の感度を向上させるために異なる露光量を有する映像を生
成し、生成された映像を合成してユーザに提供する。
【０００３】
　具体的に、露出時間に差をつけて同じ被写体を撮影する場合、露出時間が短いほど映像
のコントラストが高くなって映像のエッジなどが明確になり、露出時間が長いほど映像の
色などが明確になる。したがって、露出時間を短くして得た映像と露出時間を長くして得
た映像とを合成すれば、高ダイナミックレンジ映像を得ることができる。
【０００４】
　従来の映像撮影機器は、図１のように、露出時間を短くして得た第１映像１１と、前記
第１映像１１に比べて相対的に露出時間を長くして得た第２映像１２をそれぞれ生成し、
前記第１映像１１と第２映像１２とを合成して高ダイナミックレンジ映像１３を生成する
。
【０００５】
　しかし、このように多重露出で輝度が異なる映像を取得するためには、ユーザは所定時
間の間に同じ姿勢を維持しなければならないが、このような点はユーザの便宜を阻害する
。だけでなく、ユーザが姿勢を維持する間に手が震えれば、映像にぼかし（ｂｌｕｒｒｉ
ｎｇ）などが発生する問題点がある。また、ユーザが所定時間の間に同じ姿勢を維持して
も、撮影中に被写体の位置が変更されれば、取得した映像が異なってしまい、正常なイメ
ージを生成しにくいという問題がある。
【０００６】
　このように、ユーザが所定時間の間に同じ姿勢を維持する不便を解消するために、カラ
ーフィルタの配列を変えたり、フィルタの感度を異にするなど構造を変更する方法が使わ
れているが、このためには、カラーフィルタのデモザイク及びホワイトバランス方法など
の処理過程がさらに必要になるという問題点がある。
【０００７】
　一方、特許文献１には、画素アレイで奇数列は短い露出時間を有し、偶数列は奇数列に
比べて長い露出時間を有するようにし、奇数列及び偶数列の対を合せて出力することによ
って、広ダイナミックレンジを実現し得るイメージセンサを開示している。しかし、長い
露出時間の間にユーザが同じ姿勢を維持しなければならない不便を解決し得る方案や、ユ
ーザの手の震えによって映像にぼかしが発生することを防止し得る方案は提示していない
。
【０００８】
　したがって、一回の短い露出で取得した映像だけで高ダイナミックレンジ映像を生成し
得る方案が要求されている。
【特許文献１】米国特許公開第２００６－００６６７５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、一回の短い露出で取得した映像だけで高ダイナミックレンジ映像を生
成し得る映像生成装置及び方法を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の目的は、以上で言及した目的に制限されず、言及していないさらなる目
的は下記によって当業者に明確に理解できる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の実施形態による映像生成装置は、被写体から映像
を取得する映像取得部、前記取得した映像から解像度及び明るさが異なる複数の映像を生
成する映像生成部、及び前記生成された複数の映像を合成する映像合成部を含む。
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【００１２】
　また、上記目的を達成するために、本発明の実施形態による映像生成方法は、被写体か
ら映像を取得するステップ、前記取得した映像から解像度及び明るさが異なる複数の映像
を生成するステップ、及び前記生成された複数の映像を合成するステップを含む。
【００１３】
　その他、実施形態の具体的な事項は詳細な説明及び図面に含まれている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の映像生成装置及び方法によれば、次のような効果が１つあるいはそれ以上ある
。
第一に、一回の撮影でも輝度が異なる複数の映像を生成し得、そこから高ダイナミックレ
ンジ映像を生成し得る。
第二に、露出時間を減少し得るので、ユーザの便宜を向上させることができる。
第三に、露出時間を減少し得るので、長い露出時間の間にユーザの手の震えによって映像
にぼかしが発生することを防止し得る。
第四に、映像を撮影する機器の構造を変更しなくても高ダイナミックレンジ映像を生成し
得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は、添付する図面とともに詳述す
る実施形態を参照すれば明確になる。しかし、本発明は以下に開示する実施形態に限定さ
れず、相異なる多様な形態で実現できる。本実施形態は、本発明の開示を完全なものにし
、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に発明の範疇を知らせるために
提供するものであって、本発明は請求項の範疇によってのみ定義される。また、明細書全
体において同じ参照符号は同じ構成要素を示す。
【００１６】
　以下、本発明の実施形態によって映像生成装置及び方法を説明するためのブロック図ま
たは処理フローチャートに関する図面を参照して本発明について説明する。このとき、処
理フローチャートの各ブロックとフローチャートの組み合せは、コンピュータプログラム
インストラクションによって行われる。
【００１７】
　これらコンピュータプログラムインストラクションは、汎用コンピュータ、特殊用コン
ピュータまたはその他プログラム可能なデータプロセッシング装備のプロセッサに搭載で
きるので、コンピュータまたはその他プログラム可能なデータプロセッシング装備のプロ
セッサによって行われるインストラクションはフローチャートブロックで説明する機能を
行う手段を生成する。これらコンピュータプログラムインストラクションは、特定方式で
機能を実現するために、コンピュータまたはその他プログラム可能なデータプロセッシン
グ装備が備えられるコンピュータによって利用可能または読取可能なメモリに格納できる
ので、そのコンピュータによって利用可能または読取可能なメモリに格納されたインスト
ラクションは、フローチャートブロックで説明する機能を行うインストラクション手段を
含む製造品目の生産に用いることもできる。
【００１８】
　また、コンピュータプログラムインストラクションは、コンピュータまたはその他プロ
グラム可能なデータプロセッシング装備上に搭載できるので、コンピュータまたはその他
プログラム可能なデータプロセッシング装備上で一連の動作ステップが行われ、コンピュ
ータで実行されるプロセスを生成してコンピュータまたはその他プログラム可能なデータ
プロセッシング装備の機能を行うインストラクションは、フローチャートブロックで説明
する各ステップの機能を実行することもできる。
【００１９】
　また、各ブロックは特定した論理的機能を実行するための１つ以上の実行可能なインス
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トラクションを含むモジュール、セグメントまたはコードの一部を表すことができる。ま
た、複数の代替実行例ではブロックで言及した機能が順序から外れて行われ得ることに注
目しなければならない。例えば、連続して図示されている２つのブロックは、実質的に同
時に行われたり、または場合によってそのブロックが該当する機能に応じて逆順に行われ
ることも可能である。
【００２０】
　図２は、本発明の一実施形態による映像生成装置の構成を示すブロック図である。本発
明の実施形態による映像生成装置１００は、映像（停止画または動画）を撮影し得るモジ
ュールを備えたデジタルカメラ、カムコーダ、携帯電話、及びＰＤＡ（パーソナルデジタ
ルアシスタント）などといった機器であり得る。以下の本発明の実施形態では、映像生成
装置１００が所定の被写体についての映像を撮影し得るデジタルカメラである場合を例え
て説明する。
【００２１】
　具体的に、本発明の一実施形態による映像生成装置１００は、図２に示すように、計算
部１１０、露光調節部１２０、映像取得部１３０、映像生成部１４０、映像合成部１５０
、及び映像出力部１６０を含んで構成される。
【００２２】
　計算部１１０は、後述する映像取得部１３０が映像を取得するのに必要な露出時間を計
算する。
【００２３】
　露光調節部１２０は、計算部１１０で計算された露出時間に基づいてシャッタを調節す
る。また、機械式シャッタが付いていないカメラセンサの場合には、光センサが光量を受
け入れる時間を調節する。これによって、後述する映像取得部１３０で取得する映像が適
切な明るさを有することができる。本発明の実施形態ではデジタルカメラの場合を例えて
説明しているが、これは本発明の理解を助けるための一例であって、前述したイメージ及
び動画を撮影し得る多様な機器でも同様に適用できる。
【００２４】
　映像取得部１３０は、計算部１１０で計算された露出時間の間に受信された光量に基づ
いて被写体についての映像を取得する。映像取得部１３０で取得した映像は後述する映像
生成部１４０に提供される。
【００２５】
　映像生成部１４０は、映像取得部１３０で取得した映像から解像度及び明るさが異なる
複数の映像を生成する。このために、映像生成部１４０は、第１映像を生成する第１映像
生成部１４１と、第１映像に比べて低い解像度を有する第２映像を生成する第２映像生成
部１４２を含むことができる。
【００２６】
　第１映像生成部１４１は、映像取得部１３０で取得した映像から第１映像を生成する。
本発明の実施形態で第１映像は、映像取得部１３０で取得した映像であり得る。このとき
、第１映像は、映像生成装置１００に含まれたＣＩＳ（ＣＭＯＳイメージセンサ）に含ま
れた総画素数に対応する解像度を有する。例えば図３のように、映像生成装置１００のＣ
ＩＳに含まれた各画素に形成されたカラーフィルタをｒ１ないしｒ４、ｇ１ないしｇ８、
及びｂ１ないしｂ４とする。この場合、第１映像は、ｒ１ないしｒ４、ｇ１ないしｇ８、
及びｂ１ないしｂ４に対応する解像度を有する。ここで、ｒは赤色フィルタ、ｇは緑色フ
ィルタ、ｂは青色フィルタであり得る。
【００２７】
　第２映像生成部１４２は、第１映像に比べて低い解像度を有する第２映像を第１映像か
ら生成する。具体的に、第２映像生成部１４２は、総画素の中で同じカラーフィルタが使
われた複数の画素を１つの画素として使って、第１映像に比べて低い解像度を有する第２
映像を第１映像から生成する。このとき、第２映像の解像度を第１映像の解像度で表せば
、下記数学式（１）の通りである。
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【００２８】
【数１】

　数学式（１）でＮは第２映像の各画素に含まれる第１映像の画素の数を示す。例えば、
Ｎ＝４である場合、第２映像生成部１４２は、図４に示すように、第１映像に比べて画素
数が１／４に減少した第２映像を生成する。このとき、第２映像はＲ１、Ｇ１、Ｇ２及び
Ｂ１に対応する解像度を有し、Ｒ１はｒ１＋ｒ２＋ｒ３＋ｒ４、Ｇ１はｇ１＋ｇ２＋ｇ５
＋ｇ６、Ｇ２はｇ３＋ｇ４＋ｇ７＋ｇ８、Ｂ１はｂ１＋ｂ２＋ｂ３＋ｂ４であり得る。そ
して、Ｒは赤色フィルタ、Ｇは緑色フィルタ、Ｂは青色フィルタであり得る。
【００２９】
　このように、第２映像の各画素は第１映像で同じカラーフィルタが使われた複数の画素
が合わせられてなるので、第２映像の明るさは第１映像の明るさより高くなる。具体的に
、第２映像の明るさは第１映像の明るさに比べて、第２映像を構成する各画素に含まれた
第１映像の画素数だけ増加する。例えば、前述したように、第２映像の各画素が第１映像
の４つの画素からなる場合、第２映像の明るさは第１映像の明るさに比べて４倍増加する
。
【００３０】
　本発明の実施形態によって、第２映像の解像度及び適正な明るさに関する情報は予め指
定できる。この場合、上記計算部１１０は、第１映像を得るための露出時間（以下、「第
１露出時間」という）を、予め指定された明るさの第２映像を得るための露出時間（以下
、「第２露出時間」という）と第２映像の解像度に基づいて計算し得る。第１露出時間を
計算するための数学式を下記数学式（２）で表す。
【００３１】

【数２】

　数学式（２）でＴ１は第１露出時間を示し、Ｔ２は第２露出時間を示す。そして、Ｎは
数学式（１）と同様に第２映像の各画素を構成するのに必要な第１映像の画素の数を示す
。
【００３２】
　数学式（２）で第２露出時間Ｔ２は、露出時間‐明るさ関数から求められる。図５は、
露出時間‐明るさ関数を示す図面である。露出時間‐明るさ関数は、露出時間と映像の明
るさとの関係を定義する。露出時間‐明るさ関数で横軸は露出時間を示し、縦軸は露出時
間に対応する映像の明るさを示す。したがって、第２映像の明るさＹ２が予め指定される
場合、該当明るさの第２映像を得るための第２露出時間Ｔ２が露出時間‐明るさ関数から
求められる。
【００３３】
　映像合成部１５０は、第１映像生成部１４１で生成された第１映像と、第２映像生成部
１４２によって第２映像とを合成して最終映像を生成する。このとき、第１映像と第２映
像は多様な方法で合成できる。
【００３４】
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　一実施形態として、映像合成部１５０は、第２映像の解像度を第１映像の解像度に増加
させた後、第１映像と解像度が増加された第２映像とを合成することができる（以下、「
第１合成」という）。このとき、映像合成部１５０は、例えば線形補間によって第２映像
の解像度を第１映像の解像度に増加させることができる。第１合成によって生成された最
終映像は、別の処理過程なしに映像出力部１６０を介してそのまま出力できる。
【００３５】
　他の実施形態として、映像合成部１５０は、第１映像の解像度を第２映像の解像度に減
少させた後、第２映像と解像度が減少された第１映像とを合成することができる（以下、
「第２合成」という）。第２合成によって生成された最終映像は、解像度が第２映像の解
像度に減少されているので、映像合成部１５０は、最終映像の解像度を第１映像の解像度
に増加させた後、映像出力部１６０を介して出力できる。
【００３６】
　上記第１合成及び第２合成の外にも、映像合成部１５０は、第２映像の明るさ及び色情
報を参照して、第１映像の明るさ及び色情報を補正することによって、最終映像を生成す
ることもできる（以下、「第３合成」という）。具体的に、映像合成部１５０は、第２映
像で所定画素の明るさ情報及び色情報を参照し、参照した画素に使われた第１映像の画素
の明るさ及び色を、参照した明るさ情報及び色情報にしたがって補正する。例えば、第１
映像及び第２映像がそれぞれ図３及び図４であるとする。このとき、映像合成部１５０は
、第２映像の画素Ｒ１が有する明るさ情報及び色情報を参照し、前記画素Ｒ１を構成する
第１映像の画素、すなわち、ｒ１、ｒ２、ｒ３及びｒ４の明るさ及び色情報を参照した明
るさ及び色情報にしたがって補正する。
【００３７】
　映像出力部１６０は、映像合成部１５０によって生成された最終映像をディスプレイす
る。映像出力部１６０は、ＬＣＤ、ＰＤＰ、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ、Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｄｉ
ｓｐｌａｙなど多様なディスプレイ手段によって実現できる。
【００３８】
　一方、映像生成装置１００は、図示していないが、格納部を含むことができる。格納部
には第１映像生成部１４１で生成された第１映像と、第２映像生成部１４２によって生成
された第２映像と、映像合成部１５０によって生成された最終映像が格納できる。この外
にも、格納部には第１映像の解像度情報と、第２映像の解像度情報と、第２映像に関して
指定された明るさ情報などが格納できる。前述した例では、第１映像、第２映像、最終映
像、解像度情報などが１つの格納部に格納される場合について説明したが、これに限定さ
れず、第１映像、第２映像、最終映像及び解像度情報がそれぞれ格納される格納部が別に
構成されることもできる。
【００３９】
　図６は、図２の映像生成装置１００による映像生成方法を示すフローチャートである。
まず、計算部１１０は、第１映像を得るのに必要な第１露出時間を計算する（Ｓ６１０）
。このとき、前記第１露出時間は、上記数学式（２）によって計算できる。
【００４０】
　前記Ｓ６１０ステップは、前記第２映像の予め指定された明るさＹ２から、該当明るさ
の第２映像を得るのに必要な第２露出時間Ｔ２を算出するステップと、前記算出された第
２露出時間Ｔ２を第２映像の各画素に含まれた第１映像の画素数Ｎで割って前記第１露出
時間を計算するステップとを含むことができる。
【００４１】
　露光調節部１２０は、計算部１１０で計算された第１露出時間の間にシャッタを調節し
たり、光センサが光を受け入れる時間を調節する。映像取得部１３０は、第１露出時間の
間に受信された光量に基づいて被写体についての映像を取得する（Ｓ６２０）。
【００４２】
　映像取得部１３０で映像を取得すれば、第１映像生成部１４１は、取得した映像から第
１映像を生成する（Ｓ６３０）。本発明の実施形態において第１映像は取得した映像と同
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様である。
【００４３】
　第１映像を取得すれば、第２映像生成部１４２は、第１映像に比べて解像度が低い第２
映像を第１映像から生成する（Ｓ６４０）。このとき、第２映像生成部１４２は、予め定
義された第２映像の解像度にしたがって第２映像を生成する。具体的に、第２映像の解像
度が第１映像の解像度に比べて１／Ｎである場合、第２映像生成部１４２は、第１映像で
同じカラーフィルタが使われたＮ個の画素を１つの画素として使って第２映像を生成する
。
【００４４】
　映像合成部１５０は、第１映像と第２映像とを合成して最終映像を生成する（Ｓ６５０
）。第１映像と第２映像とを合成して最終映像を生成するときには、第１映像と第２映像
の何れか１つの映像についての解像度を調節し、第１映像の解像度と第２映像の解像度と
を一致させた後、解像度が一致した第１映像と第２映像とを合成することができる。この
とき、第１映像と第２映像は、第１合成方法によって合成されたり、第２合成方法によっ
て合成されることができる。第１合成方法による最終映像生成方法及び第２合成方法によ
る最終映像生成方法については図７ないし図１０を参照して後述する。
【００４５】
　解像度が一致した第１映像と第２映像とを合成して最終映像を生成する方法の外にも、
映像合成部１５０は、第３合成方法によって最終映像を生成することもできる。第３合成
方法による最終映像生成方法は図１１及び図１２を参照して後述する。
【００４６】
　映像出力部１６０は、映像合成部１５０によって生成された最終映像をディスプレイす
る（Ｓ６６０）。
【００４７】
　次に、図７及び図８を参照して第１合成方法による最終映像生成方法について説明する
。
【００４８】
　図７は、第１合成方法によって最終映像を生成する場合、図６の最終映像生成ステップ
Ｓ６５０をより詳細に示すフローチャートである。
【００４９】
　まず、映像合成部１５０は、第１映像の解像度を維持し、第２映像の解像度だけを増加
させて、第１映像の解像度と一致させる（Ｓ６５１）。このとき、映像合成部１５０は、
例えば線形補間で第２映像の解像度を増加させることができる。第２映像の解像度を増加
させた後、映像合成部１５０は、第１映像と解像度が増加された第２映像とを合成して最
終映像を生成する（Ｓ６５２）。
【００５０】
　図８は、図７の第１合成方法によって最終映像が生成される過程を示す図面である。
まず、第１映像生成部１４１は、映像取得部１３０で取得した映像から第１映像８１を生
成し、第２映像生成部１４２は、第１映像８１と解像度及び明るさが異なる第２映像８２
を第１映像８１から生成する。このとき、第１映像８１は第２映像８２に比べて高いコン
トラストを有してエッジが明確になり、第２映像８２は第１映像８１に比べて色が明確に
なる。
【００５１】
　この後、映像合成部１５０は、第２映像８２の解像度だけを増加させて、第１映像８１
の解像度と一致させる。その次に、映像合成部１５０は、第１映像８１と解像度が増加さ
れた第２映像８３とを合成して最終映像８４を生成する。このとき、最終映像８４は、第
１映像８１と第２映像８２間のコントラストを有してエッジとともに色が明確になり得る
。このような最終映像８４は映像出力部１６０を介してディスプレイされる。
【００５２】
　次に、図９及び図１０を参照して第２合成方法による最終映像生成方法について説明す
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る。
【００５３】
　図９は第２合成方法によって最終映像を生成する場合、図６の最終映像生成ステップＳ
６５０をより詳細に示すフローチャートである。
【００５４】
　第２合成方法によれば、映像合成部１５０は、第２映像の解像度を維持し、第１映像の
解像度だけを減少させて、第２映像の解像度と一致させる（Ｓ６５６）。第１映像の解像
度を減少させた後、映像合成部１５０は、第２映像と解像度が減少された第１映像とを合
成して最終映像を生成する（Ｓ６５７）。この後、映像合成部１５０は最終映像の解像度
を第１映像の解像度と同じ水準に増加させる（Ｓ６５８）。
【００５５】
　図１０は、図９の第２合成方法によって最終映像が生成される過程を示す図面である。
【００５６】
　まず、第１映像生成部１４１は、映像取得部１３０で取得した映像から第１映像９１を
生成し、第２映像生成部１４２は、第１映像９１と解像度及び明るさが異なる第２映像９
２を第１映像９１から生成する。このとき、第２映像生成部１４２は、予め指定された第
２映像９２の解像度にしたがって第１映像９１から第２映像９２を生成する。ここで、第
１映像９１は第２映像９２に比べて高いコントラストを有してエッジが明確になり、第２
映像９２は第１映像９１に比べて色が明確になる。
【００５７】
　この後、映像合成部１５０は、第１映像９１の解像度だけを減少させて、第２映像９２
の解像度と一致させる。その次に、映像合成部１５０は、第２映像９２と解像度が減少さ
れた第１映像９３とを合成して最終映像９４を生成する。このとき、生成された最終映像
９４の解像度は第２映像９２の解像度に減少された状態であるので、映像合成部１５０は
生成された最終映像９４の解像度を第１映像９１の解像度と同じ水準に増加させる。解像
度が増加された最終映像９５は映像出力部１６０を介してディスプレイされる。
【００５８】
　次に、図１１及び図１２を参照して第３合成方法による最終映像生成方法について説明
する。
【００５９】
　図１１は、第３合成方法によって最終映像を生成する場合、図６の最終映像生成ステッ
プＳ６５０をより詳細に示すフローチャートである。
【００６０】
　第３合成方法によれば、映像合成部１５０は、第２映像の明るさ情報及び色情報を参照
する（Ｓ６５３）。その次に、映像合成部１５０は、参照した明るさ及び色情報にしたが
って第１映像の明るさ及び色を補正し、最終映像を生成する（Ｓ６５４）。具体的に、映
像合成部１５０は、第２映像で所定画素の明るさ情報及び色情報を参照し、参照した画素
に使われた第１映像の画素の明るさ及び色を、参照した明るさ情報及び色情報にしたがっ
て補正する。
【００６１】
　図１２は図１１の第３合成方法によって最終映像が生成される過程を示す図面である。
まず、第１映像生成部１４１は、映像取得部１３０で取得した映像から第１映像７１を生
成し、第２映像生成部１４２は、第１映像７１と解像度及び明るさが異なる第２映像７２
とを前記第１映像７１から生成する。このとき、第２映像生成部１４２は、予め指定され
た第２映像７２の解像度に基づいて、前記第１映像７１から前記第２映像７２を生成する
。ここで、第１映像７１は第２映像７２に比べて高いコントラストを有してエッジが明確
になる。これに比べて第２映像７２は第１映像７１に比べて色が明確になる。
【００６２】
　この後、映像合成部１５０は第２映像７２で所定画素が有する明るさ及び色情報を参照
する。そして、映像合成部１５０は前記参照した画素を構成する第１映像７１の画素の明



(11) JP 5139001 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

るさ及び色情報を、参照した情報にしたがって補正して最終映像７３を生成する。
【００６３】
　以上の実施形態では、第２映像の解像度が予め指定された場合、予め指定された明るさ
の前記第２映像を得るための第１映像の露出時間を計算する映像生成装置及び方法につい
て説明した。以下ではこれとは違う実施形態として、第１映像に対する露出時間が予め指
定された場合、前記第１映像から生成される第２映像の解像度を計算する映像生成装置及
び方法を図１３を参照して説明する。
【００６４】
　図１３で映像合成部２５０及び映像出力部２６０の動作は、図２と同様であるため重複
する説明は省略し、映像取得部２３０と、計算部２１０と、映像生成部２４０の動作を中
心に説明する。
【００６５】
　計算部２１０は、予め指定された第１露出時間と、予め指定された明るさの第２映像を
得るための第２露出時間から前記第２映像の解像度を計算する。具体的に、計算部２１０
は、下記数学式（３）のように、予め指定された明るさＹ２の第２映像を得るための第２
露出時間Ｔ２を予め指定された第１露出時間Ｔ１で割る。
【００６６】
【数３】

　数学式（３）でＮは第２映像の各画素に含まれる第１映像の画素の数を示す。例えば、
Ｎ＝４である場合、第２映像の各画素は第１映像で同じカラーフィルタが使われた４つの
画素の合計からなることを意味する。すなわち、第２映像は第１映像の解像度に比べて１
／４に該当する解像度を有することを意味する。第２映像の解像度と第１映像の解像度と
の関係は上記数学式（１）のように表される。
【００６７】
　映像取得部２３０は、予め指定された第１露出時間にしたがって被写体についての映像
を取得する。
【００６８】
　第１映像生成部２４１は、映像取得部２３０で取得した映像から第１映像を生成する。
このとき、前記取得した映像と前記第１映像は同じ映像であり得る。
【００６９】
　第２映像生成部２４２は、第１映像生成部２４１から第１映像を受ける。そして、前記
計算部２１０で計算された第２映像の解像度情報に基づいて、前記第１映像から第２映像
を生成する。例えば、上記数学式（３）によって算出されたＮの値が４である場合、第２
映像生成部２４２は、第１映像で同じカラーフィルタが使われた４つの画素を第２映像の
１つの画素に対応させて第２映像を生成する。
【００７０】
　映像合成部２５０は、第１映像生成部２４１によって生成された第１映像と、第２映像
生成部２４２によって生成された第２映像とを合成して最終映像を生成する。このとき、
映像合成部２５０は上述したように第１合成または第２合成によって第１映像と第２映像
とを合成することができる。この外にも、映像合成部２５０は、第２映像で参照した何れ
かの画素の明るさ及び色情報にしたがって第１映像の複数の画素の明るさ及び色情報を補
正することによって、最終映像を生成することもできる。
【００７１】
　次に、図１４は図１３の映像生成装置２００による映像生成方法を示すフローチャート
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である。
【００７２】
　まず、計算部２１０は、予め指定された第１露出時間Ｔ１と、予め指定された明るさＹ

２の第２映像を得るための第２露出時間Ｔ２から、前記第２映像の解像度を計算して第２
映像生成部２４２に提供する。
【００７３】
　露光調節部２２０は、シャッタを調節して、映像取得部２３０が前記第１露出時間の間
に光を受け入れることができるようにする。機械式シャッタが付いていないカメラセンサ
の場合、露光調節部２２０は光センサが前記第１露出時間の間に光を受け入れることがで
きるようにする。
【００７４】
　映像取得部２３０は、前記第１露出時間の間に受信された光量に基づいて被写体につい
ての映像を取得する。
【００７５】
　第１映像生成部２４１は、映像取得部２３０で取得した映像から第１映像を生成する。
本発明の実施形態で第１映像は、前記映像取得部２３０で取得した映像であり得る。この
とき、第１映像は図３に示すように、映像生成装置２００に含まれたＣＩＳに含まれた総
画素数に対応する解像度を有する。
【００７６】
　第２映像生成部２４２は、第１映像生成部２４１によって生成された第１映像の解像度
に比べて低い解像度を有する第２映像を第１映像から生成する。このために、第２映像生
成部２４２は、計算部２１０から提供された解像度情報を参照して第２映像を生成する。
例えば、第２映像の解像度が第１映像の解像度に比べて１／４の解像度を有する場合、第
２映像生成部２４２は第２映像の各画素が第１映像で同じカラーフィルタが使われた４つ
の画素を含むように第２映像を生成する。
【００７７】
　映像合成部２５０は、第１映像の解像度と第２映像の解像度とを一致させた後、解像度
が一致した第１映像と第２映像とを合成する。このとき、第１映像と第２映像との合成は
、上述したように第１合成または第２合成によって行われる。第１映像と第２映像が第２
合成方法によって合成される場合、映像合成部２５０は、最終映像の解像度を増加させる
処理をさらに行うことができる。この外にも、映像合成部２５０は、第２映像で参照した
明るさ及び色情報にしたがって第１映像の明るさ及び色情報を補正することによって、最
終映像を生成することもできる。
映像出力部２６０は映像合成部２５０によって生成された最終映像をディスプレイする。
【００７８】
　以上、添付する図面を参照して本発明の実施形態を説明したが、本発明の属する技術分
野における通常の知識を有する者は本発明がその技術的思想や必須的な特徴を変更せずに
他の具体的な形態によって実施できることを理解することができる。したがって前述した
実施形態はすべての面で例示的なものであって、限定的なものではないことを理解しなけ
ればならない。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】従来技術による映像生成過程を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による映像生成装置を示す図である。
【図３】図２の第１映像生成部によって生成された第１映像を示す図である。
【図４】図２の第２映像生成部によって生成された第２映像を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に適用された露出時間‐明るさ関数を示す図である。
【図６】図２の映像生成装置による映像生成方法を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態による第１合成方法を示すフローチャートである。
【図８】図７に示された第１合成方法によって最終映像を生成する過程を示す図である。
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【図９】本発明の実施形態による第２合成方法を示すフローチャートである。
【図１０】図９に示された第２合成方法によって最終映像を生成する過程を示す図である
。
【図１１】本発明の実施形態による第３合成方法を示すフローチャートである。
【図１２】図１１に示された第３合成方法によって最終映像を生成する過程を示す図であ
る。
【図１３】本発明のその他の実施形態による映像生成装置を示すブロック図である。
【図１４】図１３の映像生成装置による映像生成方法を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８０】
１００、２００　　　映像生成装置
１１０、２１０　　　計算部
１２０、２２０　　　露光調節部
１３０、２３０　　　映像取得部
１４０、２４０　　　映像生成部
１５０、２５０　　　映像合成部
１６０、２６０　　　映像出力部

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】
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