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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光を第１の光部分と第２の光部分とに分けるビームスプリッタと、
　前記第１の光部分に基づき赤、緑、青（ＲＧＢ）画像を記録する第１のカメラと、
　前記第２の光部分からの光放射をサブサンプリングしてマルチスペクトルサンプルを提
供する閉鎖マスクと、
　前記マルチスペクトルサンプルを有するグレイスケール画像を記録する第２のカメラと
、
　前記ＲＧＢ画像から得られる空間解像度と前記グレイスケール画像から得られるスペク
トル解像度とを有する統合画像を合成する画像統合エンジンと、
　を有し、
　前記画像統合エンジンは、前記グレイスケール画像からの対応するマルチスペクトルサ
ンプルを有する前記ＲＧＢ画像内の関連ピクセルを識別し、前記グレイスケール画像から
の対応するマルチスペクトルサンプルを有しない前記ＲＧＢ画像内の非関連ピクセルを識
別し、１又は複数の近隣の関連ピクセルから各非関連ピクセルへ、マルチスペクトル情報
を伝搬する、装置。
【請求項２】
　前記入射光を前記ビームスプリッタに渡す開口を含む不透明筐体を更に有し、前記不透
明筐体は少なくとも前記ビームスプリッタと前記閉鎖マスクとプリズムとを囲む、請求項
１に記載の装置。
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【請求項３】
　前記第１の光部分を前記ビームスプリッタから前記第１のカメラへと、前記第１のカメ
ラと前記第２のカメラとの間の距離を短縮する角度で反射するミラー、を更に有する請求
項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記第２の光部分を初期方向に沿って分散するプリズム又は別のスペクトル分散光コン
ポーネント、を更に有し、前記プリズム又は別のスペクトル分散光コンポーネントにより
、前記マルチスペクトルサンプルは、前記初期方向に対して直角の別の方向に平均化され
る、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第２の光部分をフィルタリングし、前記第２の光部分の１又は複数のスペクトル帯
を除去するフィルタ、を更に有する請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　入射光の第１の光部分から高空間解像度画像を形成するステップと、
　前記入射光の第２の光部分に基づくマルチスペクトルサンプルを有する高スペクトル解
像度画像を生成するステップであって、前記高スペクトル解像度画像は、前記高空間解像
度画像よりも低い空間解像度且つ高いスペクトル解像度を有する、ステップと、
　前記高空間解像度画像を前記高スペクトル解像度画像と統合するステップであって、前
記高空間解像度画像の空間解像度と前記高スペクトル解像度画像のスペクトル解像度とを
有する統合画像を生成する、ステップと、
　を有し、
　前記統合するステップは、
　前記高スペクトル解像度画像からの対応するマルチスペクトルサンプルを有する高空間
解像度画像内の関連ピクセルを識別するステップと、
　前記高スペクトル解像度画像からの対応するマルチスペクトルサンプルを有しない高空
間解像度画像内の非関連ピクセルを識別するステップと、
　１又は複数の近隣の関連ピクセルから各非関連ピクセルへ、マルチスペクトル情報を伝
搬するステップと、
　を有する、方法。
【請求項７】
　前記入射光を前記第１の光部分と前記第２の光部分とに分離するステップ、を更に有す
る請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記統合画像に対して色調整を実行するステップ、を更に有する請求項６に記載の方法
。
【請求項９】
　前記高空間解像度画像は、赤、緑、青色チャネルデータに基づきエンコードされる赤、
緑、青（ＲＧＢ）画像であり、前記高スペクトル解像度画像はグレイスケール画像である
、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記生成するステップは、
　前記第２の光部分が、前記第２の光部分からの光放射をサブサンプリングする閉鎖マス
クを通過し、前記マルチスペクトルサンプルを生成するステップと、
　前記第２の光部分を初期方向に沿って分散するステップであって、前記マルチスペクト
ルサンプルは前記初期方向に対して直角の別の方向に平均化される、ステップと、
　前記マルチスペクトルサンプルを有する前記高スペクトル解像度画像を記録するステッ
プと、
　を有する請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記高空間解像度画像より時間的に先行する別の高空間解像度画像から、追加マルチス
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ペクトルサンプルを取得する光フローを用いることにより、別の関連ピクセルを識別する
ステップ、を更に有する請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　前記伝搬するステップは、非関連ピクセルのＲ、Ｇ、Ｂチャネルの各々に、チャネル毎
に前記マルチスペクトル情報を伝搬するステップと、前記Ｒ、Ｇ、Ｂチャネルの各々に伝
搬されたスペクトル値を加算して、前記非関連ピクセルのフルスペクトルを得るステップ
と、を有する、請求項６に記載の方法。
【請求項１３】
　１又は複数のプロセッサと、
　複数のコンピュータ実行可能コンポーネントを有するメモリと、
　を有し、前記複数のコンピュータ実行可能コンポーネントは、
　高空間解像度画像と高スペクトル解像度画像内にキャプチャされたマルチスペクトルサ
ンプルとから統合画像を生成するマルチスペクトル伝搬コンポーネントであって、前記高
空間解像度画像は、前記高スペクトル解像度画像より低いスペクトル解像度且つ高い空間
解像度を有する、マルチスペクトル伝搬コンポーネントと、
　光フローを介して前記高スペクトル解像度画像より時間的に先行する少なくとも１つの
追加の高スペクトル解像度画像から、前記マルチスペクトルサンプルのうちの１又は複数
を取得する時間拡張コンポーネントと、
　を有し、
　前記マルチスペクトル伝搬コンポーネントは、
　前記高スペクトル解像度画像からの対応するマルチスペクトルサンプルを有する高空間
解像度画像内の関連ピクセルを識別し、
　前記高スペクトル解像度画像からの対応するマルチスペクトルサンプルを有しない高空
間解像度画像内の非関連ピクセルを識別し、
　１又は複数の近隣の関連ピクセルから各非関連ピクセルへ、マルチスペクトル情報を伝
搬する、
　ことにより前記統合画像を生成する、コンピューティング装置。
【請求項１４】
　前記統合画像の１又は複数の色を自動的に調整する色調整コンポーネント、を更に有す
る請求項１３に記載のコンピューティング装置。
【請求項１５】
　前記マルチスペクトル伝搬コンポーネントは、対応する高空間解像度画像及び高スペク
トル解像度画像から複数の統合画像を生成し、
　前記コンピューティング装置は、前記複数の統合画像内にキャプチャされたオブジェク
トを追跡する追跡コンポーネント、を更に有する請求項１３に記載のコンピューティング
装置。
【請求項１６】
　前記マルチスペクトルサンプルのうちの少なくとも一部は、閉鎖マスク及びプリズムを
通過する光から生成される、請求項１３に記載のコンピューティング装置。
【請求項１７】
　前記マルチスペクトル伝搬コンポーネントは、非関連ピクセルのＲ、Ｇ、Ｂチャネルの
各々に、チャネル毎に前記マルチスペクトルサンプル内のマルチスペクトル情報を伝搬し
、前記Ｒ、Ｇ、Ｂチャネルの各々に伝搬されたスペクトル値を加算して、前記非関連ピク
セルのフルスペクトルを得る、請求項１３に記載のコンピューティング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高解像度マルチスペクトル画像のキャプチャに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　周囲環境からの光は、人間の目において色として感知される。人間の目は、光スペクト
ルの異なる部分に感応する３種類の錐体細胞、つまり赤、緑、青（RGB）波長光に感応す
る錐体細胞を用いて色を知覚する。従来のビデオカメラは、人間が鑑賞するために色を適
切に再現するRGBデータを記録できる。しかしながら、キャプチャされているオブジェク
トから反射する可視光のスペクトルは、RGBデータの粗い３チャネル感知では失われる大
量の詳細情報を含み得る。これらの失われるスペクトルの詳細情報は、失われなければ、
オブジェクトが記録される照明条件と共に、画像に記録されるオブジェクトに関する多く
の追加情報を明らかにできる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、スペクトル精度の代わりに解像度を犠牲にすることなく、高解像度マルチス
ペクトル画像をキャプチャする装置及び方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　＜まとめ＞
　本願明細書は、ＲＧＢカメラから取得された赤、緑、青（ＲＧＢ）画像情報とグレイス
ケールカメラから取得されたマルチスペクトル画像データとを結合して高スペクトル且つ
高解像度の両方を備えた画像を生成するハイブリッドカメラツールを実施する技術を開示
する。ハイブリッドカメラツールは、高空間解像度であるが低スペクトル解像度でキャプ
チャする単独型ＲＧＢカメラよりも優れた画像を提供できる。ハイブリッドカメラツール
は、高スペクトル解像度であるが低空間解像度でキャプチャする単独型グレイスケールカ
メラよりも優れた画像を提供できる。したがって、追加スペクトル情報のために時間的又
は空間的解像度のいずれかをトレードオフするシステムとは異なり、ハイブリッドカメラ
ツールは、スペクトル精度の代わりに解像度を犠牲にしない。
【０００５】
　少なくとも１つの実施形態では、高解像度マルチスペクトル画像のキャプチャは、入射
光の一部に基づき高空間解像度画像を形成するステップを有しても良い。マルチスペクト
ルサンプルを有する高スペクトル解像度画像は、入射光の別の一部に基づき生成されても
良い。次に、高空間及び高スペクトル解像度画像は、高空間解像度画像を高スペクトル解
像度画像と統合することにより合成される。
【０００６】
　この要約は、詳細な説明で後述する概念の選択を簡単な形式で紹介する。この要約は、
請求の範囲の主要な特徴又は基本的特徴を特定するものではなく、請求の範囲の範囲を限
定するものでもない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　以下の詳細な説明は、添付の図面を参照する。図中、参照符号の最も左の桁は、該参照
符号が最初に現れる図を示す。異なる図において用いられる同じ参照符号は、類似の又は
同一のアイテムを示す。
【図１】ハイブリッドカメラツールを実施する例示的なスキームを示すブロック図である
。
【図２】ハイブリッドカメラシステムの例示的なコンポーネントを示す説明図である。
【図３】ハイブリッドカメラツールを実施する電子装置の選択した説明のためのコンポー
ネントを示すブロック図である。
【図４】高空間解像度且つ高スペクトル解像度の統合画像を生成する例示的な処理を示す
フロー図である。
【図５】高スペクトル解像度画像から高空間解像度画像へピクセルのマルチスペクトル情
報を伝達する例示的な処理を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００８】
　記載の実施形態は、高解像度マルチスペクトル画像をキャプチャするハイブリッドカメ
ラツールを実施する技術に関する。ハイブリッドカメラツールは、ＲＧＢ画像情報とマル
チスペクトル画像データとを結合して、高スペクトル解像度と高空間解像度の両方を備え
た画像を生成できる。ＲＧＢ画像情報は、ＲＧＢカメラを用いて取得され、マルチスペク
トル画像データはグレイスケールカメラを用いて取得されても良い。ハイブリッドカメラ
ツールは、より高いスペクトル解像度を有する画像を提供することにより、単独型ＲＧＢ
カメラよりも優れた画像を提供できる。ハイブリッドカメラツールは、より高い空間解像
度を有する画像を提供することにより、単独型グレイスケールカメラよりも優れた画像を
提供できる。したがって、追加スペクトル情報のために時間的又は空間的解像度のいずれ
かをトレードオフするシステムとは異なり、ハイブリッドカメラツールは、スペクトル精
度の代わりに解像度を犠牲にしない。実施形態に従ってハイブリッドカメラツールを用い
て高空間解像度且つ高スペクトル解像度画像を提供する技術の種々の例を、図１～５を参
照して以下に説明する。
【０００９】
　＜例示的なスキーム＞
　図１は、ハイブリッドカメラツールを実施する例示的なスキーム１００を示すブロック
図である。ハイブリッドカメラツール１０２は、ハイブリッドカメラシステム１０４と、
電子装置１０８により実施される画像統合エンジン１０６とを有しても良い。ハイブリッ
ドカメラシステム１０４は、１又は複数のＲＧＢ画像１１２をキャプチャする赤、緑、青
（ＲＧＢ）カメラ１１０と、１又は複数のグレイスケール画像１１６をキャプチャするグ
レイスケールカメラ１１４と、を有しても良い。各ＲＧＢ画像１１２は、高空間解像度及
び低スペクトル解像度画像を有しても良い。例えば、各ＲＧＢ画像１１２は、対応するグ
レイスケール画像１１６よりも低いスペクトル解像度を有しても良い。対照的に、各グレ
イスケール画像１１６は、低空間解像度及び高スペクトル解像度を有しても良い。例えば
、各グレイスケール画像１１６は、対応するＲＧＢ画像１１２よりも低い空間解像度を有
しても良い。
【００１０】
　ＲＧＢカメラ１１０は、ＣＣＤ（charge-coupled　device）に基づくセンサを用いて、
シーン又はオブジェクトから反射された光を表す３個の独立した赤、緑、青色データチャ
ネルを取得するカメラであっても良い。グレイスケールカメラ１１４は、シーン又はオブ
ジェクトから反射された光の強度を純粋な白から純粋な黒までの範囲のグレイの種々の陰
影としてキャプチャする単一のマルチスペクトルＣＣＤセンサを用いて、画像を取得する
カメラであっても良い。ＲＧＢカメラ１１０及びグレイスケールカメラ１１４の各々は、
個別の画像、又はビデオを形成する連続画像ストリームをキャプチャできても良い。幾つ
かの実施形態では、ＲＧＢカメラは、２５フレーム毎秒（ｆｐｓ）又はそれ以上で１０２
４ｘ７６８ピクセルの解像度（又は他の解像度）をキャプチャ可能であっても良い。他の
実施形態では、グレイスケールカメラは、２５ｆｐｓ以上で、解像度２４４８ｘ２０８８
ピクセル（又は他の解像度）で、画像をキャプチャ可能であっても良い。
【００１１】
　ハイブリッドカメラシステム１０４のＲＧＢカメラ１１０及びグレイスケールカメラ１
１４からの信号は、画像統合エンジン１０６へ渡されても良い。また、画像統合エンジン
１０６は、伝達アルゴリズムを用いて、色の類似性及び空間的近接性に基づき、グレイス
ケール画像１１６からのマルチスペクトルサンプルをＲＧＢ画像１１２内のＲＧＢ情報と
結合しても良い。したがって、画像統合エンジン１０６は、高空間解像度及び高スペクト
ル解像度の両方を備えた１又は複数の統合画像１１８を生成しても良い。種々の実施形態
では、統合画像１１８は、ＲＧＢ画像１１２のシーケンス及び対応するグレイスケール画
像のシーケンスからリアルタイムに（例えば、２５ｆｐｓ以上のレートで）合成されるビ
デオストリームの一部であっても良い。
【００１２】



(6) JP 5882455 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

　＜例示的なハイブリッドカメラシステム＞
　図２は、ハイブリッドカメラシステム１０４の例示的なコンポーネントを示す説明図で
ある。ハイブリッドカメラシステム１０４は、ＲＧＢカメラ１１０と、グレイスケールカ
メラ１１４と、を有しても良い。ハイブリッドカメラシステム１０４は、ハイブリッドカ
メラシステム１０４のコンポーネントを背景光から隔離する不透明筐体２０２を有しても
良い。シーン又はオブジェクト２０４からの入射光は、最初に、開口２０６を通ってハイ
ブリッドカメラシステム１０４に入り、ビームスプリッタ２０８に達しても良い。ビーム
スプリッタ２０８は、一部の光を経路２１０に沿って反射し、同時に光の残りの部分の少
なくとも一部を経路２１２に沿って送っても良い。種々の実施形態では、ビームスプリッ
タ２０８は、ＲＧＢカメラ１１０及びグレイスケールカメラ１１４に等しい又はほぼ等し
い光エネルギを供給する半反射及び半通過ビームスプリッタであっても良い。
【００１３】
　経路２１０に沿って伝達するビームスプリッタ２０８からの反射光は、経路２１６に沿
ってミラー２１４により更に反射され、ＲＧＢカメラ１１０に到達しても良い。次に、Ｒ
ＧＢカメラ１１０は、経路２１６に沿った光から、ＲＧＢ画像１１２の形式で高空間解像
度画像データを取得しても良い。代替の実施形態では、ＲＧＢカメラ１１０はミラー２１
４の位置に置かれ、経路２１０に沿った光がＲＧＢカメラ１１０に直接入るようにしても
良い。しかしながら、経路２１６に沿った光を反射するためにミラー２１４を使用すると
、ＲＧＢカメラ１１０とグレイスケールカメラ１１４が互いにより近く配置される、つま
り２つのカメラの間の距離が縮小されるので、ハイブリッドカメラシステム１０４をより
小型にする。
【００１４】
　経路２１２に沿ってビームスプリッタ２０８を通る光は、プリズム２１８（又は特定の
他のスペクトル分散光学コンポーネント）により、グレイスケールカメラ１１４に分散さ
れても良い。グレイスケールカメラ１１４は、シーン又はオブジェクト２０４からの光の
多数のスペクトルチャネルをキャプチャする高スペクトル解像度グレイスケール画像１１
６を取得しても良い。閉鎖マスク２２０が経路２１２に沿って用いられ、シーン又はオブ
ジェクト２０４からの光放射をサブサンプリングしても良い。これにより、シーン又はオ
ブジェクト２０４の異なるシーン点からのスペクトルの重なり合いがグレイスケールカメ
ラ１１４に送信されるのを防ぐことができる。しかしながら、このサブサンプリングのた
めに、グレイスケールカメラ１１４に達する光は、結果として低空間解像度を有する画像
データを生じてしまう。
【００１５】
　種々の実施形態では、閉鎖マスク２２０は、行２２２のような規則的に間隔の空けられ
た開口の行で構成され、プリズム２１８へ光を伝達するよう設計されても良い。各開口は
、グレイスケールカメラ１１４に１つのマルチスペクトルサンプルを提供しても良い。例
えば、閉塞マスク２２０の開口２２６は、マルチスペクトルサンプル２２８を生じても良
い。少なくとも１つの実施形態では、各開口は、長方形の形状であっても良い。プリズム
２１８は、波長４００～１０００ナノメータ（ｎｍ）に対して既知の屈折率を有するガラ
スであっても良い。プリズム２１８は特定の方向に沿って光を分散しても良く、垂直方向
のマルチスペクトルサンプルは、任意的にノイズを最小化するために平均化されても良い
。
【００１６】
　したがって、閉塞マスク２２０及びプリズム２１８の配置は、グレイスケールカメラ１
１４にマルチスペクトルサンプルを提供できる。一例では、配置は、グレイスケールカメ
ラ１１４に関連して構成され、各スペクトルサンプルが波長４００ｎｍ～７００ｎｍに渡
りグレイスケールカメラ１１４のグレイスケールセンサ上で約６０ピクセルに渡るように
しても良い。これは、約５ｎｍのスペクトル解像度と等価である。
【００１７】
　更なる実施形態では、フィルタ２２４は、経路２１２に沿って、ビームスプリッタ２０
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８とプリズム２１８との間に置かれて、特定のスペクトル帯を除去しても良い。フィルタ
２２４は、スペクトル帯の選択範囲のみがグレイスケールカメラ１１４に到達することが
望ましいときに実装されても良い。
【００１８】
　ＲＧＢカメラ１１０及びグレイスケールカメラ１１４の動作は、高空間解像度ＲＧＢ画
像１１２が対応する高スペクトル解像度グレイスケール画像１１６と同時にキャプチャさ
れるように、統合されても良い。さらに、ＲＧＢカメラ１１０及びグレイスケールカメラ
１１４は、シーン又はオブジェクト２０４の同じビューをキャプチャするよう整列されて
も良い。さらに、ＲＧＢカメラ１１０及びグレイスケールカメラ１１４によりキャプチャ
される画像情報の対応は、水平走査線及び垂直走査線の較正ビデオを用いて達成されても
良い。
【００１９】
　少なくとも１つの実施形態では、較正ビデオは、同じビューをキャプチャするために整
列されたＲＧＢカメラ１１０及びグレイスケールカメラ１１４の前に置かれたディスプレ
イスクリーンを用いて提示されても良い。走査線は、黒色背景に対して白色でディスプレ
イスクリーンに提示されても良い。さらに、表示される走査線の各々は、蛍光灯ににたス
ペクトルピークを有するスペクトルを有しても良い。したがって、水平線が例示的なグレ
イスケールカメラ１１４内のグレイスケールセンサ２３２の水平センサ部２３０（例えば
、センサ要素の水平行）を走査するとき、水平走査線からの光は、水平センサ部２３０か
らの応答を生成しても良い。同じ水平走査線は、例示的なグレイスケールセンサ２３２で
応答をトリガする時点で、ＲＧＢカメラ１１０内の例示的なＲＧＢセンサ２３６の水平セ
ンサ部２３４（例えば、センサ要素の水平行）でも同様の応答をトリガしても良い。この
ように、グレイスケールカメラ１１４及びＲＧＢカメラ１１０の対応する水平センサ部は
識別されても良い。
【００２０】
　同様に、垂直線が例示的なグレイスケールセンサ２３２の垂直センサ部２３８（例えば
、センサ要素の水平行）を走査するとき、垂直走査線からの光は、垂直センサ部２３８か
らの応答を生成しても良い。同じ垂直走査線は、例示的なグレイスケールセンサで応答を
トリガする時点で、ＲＧＢカメラ１１０内の例示的なＲＧＢセンサ２３６の垂直センサ部
２４０（例えば、センサ要素の垂直行）でも同様の応答をトリガしても良い。このように
、グレイスケールカメラ１１４及びＲＧＢカメラ１１０の対応する垂直センサ部は識別さ
れても良い。水平センサ部（例えば、水平センサ部２３０及び２３４）間の対応、及び垂
直センサ部（例えば、垂直センサ部２３８及び２４０）間の対応に基づき、個々のマルチ
スペクトルサンプルのＲＧＢカメラ１１０の例示的なＲＧＢセンサ２３６により検出され
たピクセルと対応が決定されても良い。したがって、ＲＧＢカメラ１１０とグレイスケー
ルカメラ１１４が較正されると、グレイスケール画像１１６内の各マルチスペクトルサン
プル点は、同じ入射光を共有する対応するＲＧＢ画像１１２内に対応ピクセルを有しても
良い。
【００２１】
　種々の実施形態では、ハイブリッドカメラシステム１０４の設定は、異なるスペクトル
解像度について調整されても良い。スペクトル解像度（SpectralResolution）は、式（１
）に示す幾つかのパラメータに依存しても良い。
【００２２】
【数１】



(8) JP 5882455 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

　ここで、ｆはグレイスケールカメラ１１４のカメラレンズ２４２の焦点距離であり、ｎ
はプリズム２１８の屈折率であり、ωはプリズム角であり、αは入射角である。スペクト
ル解像度は、センサ上のスペクトルの重なり合いを防ぐ適切な閉鎖マスク２２０を有する
グレイスケールカメラ１１４に対してより長い焦点距離のカメラレンズ２４２を用いるこ
とにより増大されても良い。しかしながら、スペクトル解像度の増大は、画像当たりのマ
ルチスペクトルサンプルを少なくし、伝搬精度を低下させてしまう。焦点距離が長いほど
、グレイスケールカメラ１１４のセンサ（例えば、グレイスケールセンサ２３２）に到達
する光エネルギが少ない。しかしながら、減少した光エネルギは、画像毎の露光時間を増
大することにより及び／又は低フレームレートにより補償され得る。
【００２３】
　幾つかの実施形態では、ＲＧＢカメラ１１０及びグレイスケールカメラ１１４は、不透
明筐体２０２に対して位置決めされ、開口２０６からの入射光がグレイスケールカメラの
カメラレンズ２４２及びＲＧＢカメラ１１０のカメラレンズ２４４に到達するようにして
も良い。しかしながら、カメラボディは、それぞれセンサ２３２及び２３６を有しても良
く、画像処理及び送信コンポーネントに関連付けられ、不透明筐体２０２の外側に実装さ
れても良い。さらに、両コンポーネントの画像処理及び送信コンポーネントは、別個のパ
ッケージではなく単一の電子機器パッケージに統合されても良い。
【００２４】
　＜電子装置コンポーネント＞
　図３は、ハイブリッドカメラツールを実施する電子装置１０８の選択した説明のための
コンポーネントを示すブロック図である。種々の実施形態では、電子装置１０８は、デス
クトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、サーバ、
等のような汎用目的コンピュータであっても良い。しかしながら、他の実施形態では、電
子装置１０８は、カメラ、スマートフォン、ゲーム端末、ＰＤＡ（personal　digital　a
ssistant）等のうちの１つであっても良い。
【００２５】
　電子装置１０８は、１又は複数のプロセッサ３０２、メモリ３０４、及び／又はユーザ
に電子装置と相互作用させるユーザ制御を有しても良い。メモリ３０４は、コンピュータ
記憶媒体のようなコンピュータ可読媒体を用いて実装されても良い。コンピュータ可読媒
体は、少なくとも２種類のコンピュータ可読媒体、つまりコンピュータ記憶媒体及び通信
媒体を有する。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラ
ムモジュール又は他のデータのような情報を記憶する方法又は技術で実装される揮発性及
び不揮発性、取り外し可能及び非取り外し可能媒体を含む。コンピュータ記憶媒体は、Ｒ
ＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ又は他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、Ｄ
ＶＤ（digital　versatile　disk）又は他の光記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁
気ディスク記憶装置又は他の磁気記憶装置、又はコンピュータ装置によるアクセスのため
に情報を格納するために用いることができる任意の他の非伝送媒体を含むがこれらに限定
されない。対照的に、通信媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジ
ュール、又は搬送波又は他の伝送機構のような変調データ信号内の他のデータを具現化し
ても良い。ここで定められるように、コンピュータ記憶媒体は、通信媒体を含まない。
【００２６】
　電子装置１０８は、ネットワーク機能を有しても良い。例えば、電子装置１０８は、イ
ンターネットのような１又は複数のネットワークを介して他の電子装置（例えばラップト
ップコンピュータ、サーバ、等）とデータを交換しても良い。幾つかの実施形態では、電
子装置１０８は、クラウドコンピューティングネットワーク内のサーバのような複数のネ
ットワーク接続されたサーバで代替されても良い。
【００２７】
　電子装置１０８の１又は複数のプロセッサ３０２及びメモリ３０４は、画像統合エンジ
ン１０６、色調整モジュール３０６、トラッキングモジュール３０８、ユーザインタフェ
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ースモジュール３１０、データ記憶３１２を含むコンポーネントを実装しても良い。画像
統合エンジン１０６は、色類似性及び空間的近接性に従って各グレイスケール画像１１６
内のマルチスペクトルデータを対応するＲＧＢ画像１１２に伝搬しても良い。種々の実施
形態では、画像統合エンジン１０６は、リアルタイムの伝搬を実行できる双方向フィルタ
リング技術を実装しても良い。したがって、画像統合エンジン１０６は、ストリーミング
ビデオの形式で、統合画像１１８を生成しても良い。種々の実施形態では、画像統合エン
ジン１０６は、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４と、時間拡張モジュール３１６と
、を有しても良い。これらのモジュールは、特定のタスクを実行し又は特定の抽象データ
型を実装する、ルーチン、プログラム、命令、オブジェクト、及び／又はデータ構造、等
を含む。
【００２８】
　双方向フィルタ技術は、グレイスケール画像１１６の光強度と対応するＲＧＢ画像１１
２の光強度との差の主な原因となり得る。閉鎖マスク２２０を使用する結果として、ＲＧ
Ｂ画像１１２は、対応するグレイスケール画像１１６からのマルチスペクトルデータに対
応する１又は複数のＲＧＢピクセルと共に、対応するグレイスケール画像１１６からのマ
ルチスペクトルサンプルに対応しない１又は複数のＲＧＢピクセルを有しても良い。例え
ば、ｐｘｑピクセルの解像度を有するＲＧＢ画像と、ｍｘｎ（ｍ＜ｐ，ｎ＜ｑ）の対応す
るマルチスペクトルグレイスケール画像との重なり合いは、例示的な結合フレーム３１８
を生成しても良い。フレーム３１８内には、対応するマルチスペクトルサンプルを有する
（ここでは「関連ピクセル」と表す）ＲＧＢピクセル（影付きピクセルとして示す）、及
び対応するマルチスペクトルサンプルを有しない（ここでは「非関連ピクセル」と表す）
ＲＧＢピクセル（影付きでないピクセルとして示す）がある。図示のように、ピクセル３
２０は、対応するマルチスペクトルサンプルを有する例示的な関連ピクセルであり、一方
、ピクセル３２２は、対応するマルチスペクトルサンプルを有しない例示的な非関連ピク
セルである。
【００２９】
　しかしながら、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、各非関連ピクセルと周囲の
関連ピクセルとの間の色類似性及び空間距離に基づき、非関連ピクセル毎にマルチスペク
トルデータを求めても良い。
【００３０】
　例示的なフレーム３１８に関して、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、各非関
連ピクセル（ｉ，ｊ）について、以下の式（２）に従って該ピクセルの近隣の関連ピクセ
ルからマルチスペクトル情報を計算しても良い。
【００３１】
【数２】

　ここで、ｍｓｉｊは各非関連ピクセル（ｉ，ｊ）のマルチスペクトルベクトルを示し、
ｋ∈Ωは（ｉ，ｊ）を中心とする近隣にある関連ピクセルをインデックス付けし、ｇσ（
）は平均ゼロ及び分散σを有するガウス演算子を表し、
【００３２】

【数３】
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【００３３】
【数４】

は、非関連ピクセル（ｉ，ｊ）とそれぞれＲＧＢ空間及び（ｘ，ｙ）空間のｋとの間のユ
ークリッド距離を示す。
【００３４】
【数５】

の計算では、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、フレーム３１８を形成したＲＧ
Ｂ画像内のｋのＲＧＢ値を用いても良い。係数ρｋは、ｋにおける所与の色チャネルの、
（ｉ，ｊ）における対応する値に対する比を表し（例えば、赤色チャネルではρｋ＝Ｒｉ

，ｊ／Ｒｋ）、強度マッチングのために含まれる。少なくとも一実施形態では、σｓ＝１
６及びσγ＝１６のパラメータ設定が用いられ、一方、近隣半径Ωは水平近隣マルチスペ
クトルサンプル間のユークリッド距離の２倍に設定されても良い。しかしながら、他のパ
ラメータ設定が追加の実施形態で用いられても良い。
【００３５】
　したがって、式（２）に示すように、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、類似
するＲＧＢ値を有するピクセル間のマルチスペクトルデータを伝搬しても良い。このよう
な類似性は、シーン放射スペクトルの類似性の強力な指標だからである。幾つかの実施形
態では、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、マルチスペクトルデータを１又は複
数の近隣の関連ピクセルから、チャネル毎に、各非関連ピクセルのＲＧＢチャネルの各々
に伝搬しても良い。このように、元の関連ピクセルと目標の非関連ピクセルとの間の異な
るスペクトル部分における僅かな強度差は、係数ρの主な原因であり、係数ρを用いて調
整されても良い。また、係数ρの使用により、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は
、マルチスペクトルサンプルが希薄な伝搬シナリオ中に陰影の微妙な変動を扱うことが可
能になる。
【００３６】
　チャネル毎の伝搬では、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、ＲＧＢカメラ１１
０のＲＧＢフィルタの相対感度に従って、各波長（例えば、４００ｎｍ～７００ｎｍの間
の各波長）において、式（３）、（４）に示すように、マルチスペクトルデータをマルチ
スペクトルグレイスケール画像（例えば、グレイスケール画像１１６）からＲＧＢチャネ
ルに分離しても良い。
【００３７】
【数６】

【００３８】
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【数７】

　ここで、
【００３９】
【数８】

は波長λにおけるフィルタｃの応答を示す。したがって、チャネル毎のマルチスペクトル
データを伝搬した後に、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、各非関連ピクセルに
ついて、対応するＲＧＢチャネルのスペクトル値を加算し、各非関連ピクセルについてフ
ルスペクトルを得ても良い。
【００４０】
　ハイブリッドカメラツール１０２がビデオストリームをキャプチャするよう較正される
例では、時間拡張モジュール３１６は、異なるフレーム間で時間的にマルチスペクトルデ
ータを伝搬しても良い。マルチスペクトルデータの時間的伝搬は、あるフレーム内のある
シーン点について記録されたマルチスペクトルデータが別のフレーム内の同じシーン点に
対してほぼ有効であるという過程に基づく。
【００４１】
　種々の実施形態では、時間拡張モジュール３１６は、マルチスペクトルデータが得られ
るシーン点を追跡するために光フローアルゴリズムを用いても良い。例えば、光フローア
ルゴリズムは、一連の画像の中のオブジェクトの明らかな動きのパターンを見分け、その
ようなパターンを用いて後続の画像内のシーン点の位置を予測できる。次に、このような
予測に基づき、時間拡張モジュール３１６は、これらのシーン点におけるマルチスペクト
ルデータを１又は複数の先行する画像から１又は複数の後続の画像へと伝搬しても良い。
シナリオ３２４で説明した少なくとも一実施形態では、時間拡張モジュール３１６は、時
点ｔにおける画像３２６について、それぞれｔ－１及びｔ－２における２つの先行画像３
２８及び３３からの時間対応を用いて、画像３２６に対してより関連するピクセルを生成
しても良い。例えば、シナリオ３２４で示したように、時間拡張モジュール３１６は、関
連ピクセル３３２のマルチスペクトルサンプルを、画像３３０から画像３２６へ伝搬して
も良い。したがって、画像３２６内の非関連ピクセル３３４は関連ピクセルになる。他の
実施形態では、より多くの又はより少ない先行画像から動きのパターンを見分ける他の光
フローアルゴリズムが用いられても良い。
【００４２】
　色調整モジュール３０６は、画像に対して、白色バランスのような色調整を自動的に行
っても良い。種々の実施形態では、統合画像１１８の高空間及び高スペクトル解像度特性
は、白色バランス調整を実行する際に色調整モジュール３０６を助けても良い。色調整モ
ジュール３０６は、画像統合エンジン１０６から統合画像１１８を直接受信しても良い。
【００４３】
　例えば、従来のＲＧＢカメラは、蛍光灯により照らされた暖色オブジェクトのＲＧＢ画
像をキャプチャしても良い。しかしながら、ＲＧＢ画像内のオブジェクトの暖色は、色調
整モジュール３０６に、オブジェクトが蛍光灯ではなくタングステン光により照らされて
いたと推測するよう誘導し得る。この不正確な推測は、色調整モジュール３０６に画像の
白色バランスを不正確に調整させてしまう。
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【００４４】
　これに対し、色調整モジュール３０６は、同じ暖色オブジェクトの統合画像１１８を受
信すると、色調整モジュール３０６は、統合画像１１８内の追加スペクトルピーク情報（
例えば、５４６ｎｍ及び６１１ｎｍにあるスペクトルピーク）を用いて、オブジェクトが
蛍光灯により照らされていたことを正確に推定させることができる。次に、色調整モジュ
ール３０６は、この推定に基づき、統合画像１１８内の白色バランスを正確に調整しても
良い。
【００４５】
　追跡モジュール３０８は、統合画像１１８内に記録されている１又は複数のオブジェク
トを追跡しても良い。追跡モジュール３０８は、画像統合エンジン１０６から統合画像１
１８を直接受信しても良い。前景オブジェクトの追跡は、前景オブジェクトを背景から区
別することに基づいても良い。このような区別は、前景オブジェクトが背景と類似する色
を有するとき、特に難しい。しかしながら、高空間解像度且つ高スペクトル解像度の統合
画像１１８を用いることにより、追跡モジュール３０８は、このようなシナリオでキャプ
チャされた前景オブジェクトを背景から容易に区別できる。これは、類似する有色前景オ
ブジェクトと背景との間のスペクトルの相違（例えば、異なるスペクトルピーク）が、低
スペクトル解像度画像と比べてより明らかだからである。結果として、追跡モジュール３
０８は、上述のシナリオで統合画像１１８内のキャプチャされたオブジェクトを効率的に
追跡できる。
【００４６】
　ユーザインタフェースモジュール３１０は、ユーザが電子装置１０８の種々のモジュー
ルとユーザインタフェース（図示しない）を用いて相互作用できるようにする。ユーザイ
ンタフェースは、データ出力装置（例えば、視覚ディスプレイ、音響スピーカ）、１又は
複数のデータ入力装置を有しても良い。データ入力装置は、キーパッド、キーボード、マ
ウス装置、タッチスクリーン、マイクロフォン、音声認識パッケージ、及び任意の他の適
切な装置若しくは他の電子／ソフトウェア選択方法のうちの１又は複数の組み合わせを有
しても良いが、これらに限定されない。
【００４７】
　種々の実施形態では、ユーザインタフェースモジュール３１０は、ユーザが画像統合エ
ンジン１０６のモジュール、色調整モジュール３０６、及び／又は追跡モジュール３０８
により使用される種々の閾値及び設定を調整できるようにしても良い。例えば、ユーザは
、ユーザインタフェースモジュール３１０を用いて、マルチスペクトル伝搬モジュール３
１４により使用される係数ρを調整しても良い。別の例では、ユーザは、ユーザインタフ
ェースモジュール３１０を用いて、時間拡張モジュール３１６の光フローアルゴリズムに
より分析される先行画像の数を入力しても良い。追加の例では、ユーザは、ユーザインタ
フェースモジュール３１０を用いて、色調整モジュール３０６の白色バランス設定を調整
し、又は追跡モジュール３０８により追跡されるべき１又は複数のオブジェクトを選択し
ても良い。
【００４８】
　データ記憶３１２は、ＲＧＢ画像１１２、グレイスケール画像１１６、及び統合画像１
１８を格納しても良い。種々の実施形態では、画像の各収集は、対応するビデオのフレー
ムであっても良い。ＲＧＢ画像１１２、グレイスケール画像１１６及び統合画像１１８は
、非圧縮（つまり、生）、可逆圧縮、又は不可逆圧縮フォーマットで格納されても良い。
さらに、データ記憶３１２は、ハイブリッドカメラツール１０２の種々のコンポーネント
により生成され又は使用される値若しくは他の中間物を格納しても良い。
【００４９】
　＜例示的な処理＞
　図４、５は、ハイブリッドカメラツールを実施する種々の例示的な処理を示す。各例示
的な処理で動作が記載される順序は、限定として見なされるべきではなく、記載される動
作のうちの任意の数が各処理を実施するために任意の順序で及び／又は並列に結合できる
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。さらに、図４、５の各々の動作は、ハードウェア、ソフトウェア、及びそれらの組み合
わせで実施されても良い。ソフトウェアの文脈では、動作は、１又は複数のプロセッサに
より実行されると１又は複数のプロセッサに記載した動作を実行させるコンピュータ実行
可能命令を表す。概して、コンピュータ実行可能命令は、特定の機能を実行させ、又は特
定の抽象型データを実装させるルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、
データ構造等を含む。
【００５０】
　図４は、高空間解像度且つ高スペクトル解像度の統合画像を生成する例示的な処理４０
０を示すフロー図である。ブロック４０２で、ビームスプリッタ２０８は、シーン又はオ
ブジェクト２０４からの入射光を第１の光部分と第２の光部分とに分離しても良い。ブロ
ック４０４で、ＲＧＢカメラ１１０は、第１の光部分に基づき、高空間解像度ＲＧＢ画像
１１２を形成しても良い。ＲＧＢ画像１１２は、高空間解像度グレイスケール画像１１６
より低いスペクトル解像度を有しても良い。ＲＧＢ画像１１２は、赤、緑、青色チャネル
データに基づき、画像をエンコードしても良い。幾つかの実施形態では、第１の光部分は
、ＲＧＢカメラ１１０に到達する前に、ミラー２１４により反射されても良い。
【００５１】
　ブロック４０６で、閉鎖マスク２２０、プリズム２１８、及びグレイスケールカメラ１
１４の組み合わせは、マルチスペクトルサンプルを含む高スペクトル解像度グレイスケー
ル画像１１６を生成しても良い。グレイスケール画像１１６は、高空間解像度ＲＧＢ画像
１１２より低い空間解像度を有しても良い。一例では、各スペクトルサンプル（例えば、
スペクトルサンプル２２８）は、約５ｎｍのスペクトル解像度と等価な、４００ｎｍ乃至
７００ｎｍの波長に渡る約６０ピクセルに広がっても良い。幾つかの実施形態では、フィ
ルタ２２４は、閉鎖マスク２２０とプリズム２１８との間の光路の中に更に位置づけられ
、高スペクトル解像度画像の生成に先立ち、第２の光部分の中の特定のスペクトル帯を除
去しても良い。
【００５２】
　ブロック４０８で、画像統合エンジン１０６は、高空間解像度ＲＧＢ画像１１２と高ス
ペクトル解像度グレイスケール画像１１６とを統合して、統合画像１１８を生成しても良
い。幾つかの実施形態では、統合画像１１８は、ＲＧＢ画像１１２の高空間解像度とグレ
イスケール画像１１６の高スペクトル解像度の両方を有しても良い。ＲＧＢ画像１１２と
グレイスケール画像１１６との間の統合は、対応するＲＧＢカメラ１１０とグレイスケー
ルカメラ１１５とが整列されるという事実により達成できる。幾つかの例では、カメラは
、較正によりカメラ内のセンサ要素を関連付けることにより整列され得る。幾つかの実施
形態では、統合画像１１８は、色調整モジュール３０６により更に処理されても良い（つ
まり、白色バランス）。他の実施形態では、画像統合エンジン１０６は、高空間解像度Ｒ
ＧＢ画像のシーケンスと高スペクトル解像度グレイスケール画像のシ対応するーケンスに
対して処理４００を繰り返すことにより、ビデオストリームを形成する統合画像のシーケ
ンスを生成しても良い。
【００５３】
　図５は、高スペクトル解像度画像から高空間解像度画像へピクセルのマルチスペクトル
情報を伝達する例示的な処理５００を示すフロー図である。例示的な処理５００は、処理
４００のブロック４０８を更に説明する。
【００５４】
　ブロック５０２で、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、対応するマルチスペク
トルサンプルを有するＲＧＢ画像１１２内のＲＧＢピクセルを識別しても良い。上述のよ
うに、このようなピクセルは、本願明細書では「関連ピクセル」と称される。幾つかの実
施形態では、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、ＲＧＢ画像１１２に対応するグ
レイスケール画像１１６から対応するマルチスペクトルサンプルを取得しても良い。他の
実施形態では、時間拡張モジュール３１６は、ＲＧＢ画像１１２より時間的に先行する１
又は複数のＲＧＢ画像から取得される追加マルチスペクトルサンプルを供給し、追加関連
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【００５５】
　ブロック５０４で、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、一致するグレイスケー
ル画像１１６から対応するマルチスペクトルサンプルを有しない及び／又は先行ＲＧＢ画
像から取得されたＲＧＢ画像１１２内のＲＧＢピクセルを識別しても良い。上述のように
、このようなピクセルは、本願明細書では「非関連ピクセル」と称される。
【００５６】
　ブロック５０６で、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、マルチスペクトル情報
を１又は複数の近隣関連ピクセルから各非関連ピクセルに伝搬しても良い。マルチスペク
トル伝搬モジュール３１４は、類似するＲＧＢ値を有するピクセル間のマルチスペクトル
データを伝搬しても良い。このような類似性は、シーン放射スペクトルの類似性の強力な
指標だからである。幾つかの実施形態では、マルチスペクトル伝搬モジュール３１４は、
マルチスペクトルデータを、１又は複数の近隣関連ピクセルからチャネル毎に、各非関連
ピクセルの個々のＲＧＢチャネルへ伝搬し、次にＲＧＢチャネルのスペクトル値を合計し
て各非関連ピクセルのフルスペクトルを得ても良い。このように、マルチスペクトル伝搬
モジュール３１４は、マルチスペクトル情報を各非関連ピクセルに伝搬しても良い。
【００５７】
　ハイブリッドカメラツールは、より高いスペクトル解像度を有する画像を提供すること
により、単独型ＲＧＢカメラよりも優れた画像を提供できる。同様に、ハイブリッドカメ
ラツールは、より高い空間解像度を有する画像を提供することにより、単独型グレイスケ
ールカメラよりも優れた画像を提供できる。したがって、追加スペクトル情報のために時
間的又は空間的解像度のいずれかをトレードオフするシステムとは異なり、ハイブリッド
カメラツールは、スペクトル精度の代わりに解像度を犠牲にしない。
【００５８】
　＜まとめ＞
　最後に、種々の実施形態は構造的特徴及び／又は方法論的動作に特有の言葉で記載され
たが、添付の表現に定められた本発明の主題は、上述の特定の特徴又は動作に限定されな
いことが理解されるべきである。むしろ、上述の特定の特徴及び動作は、請求される主題
を実施する例示的形式として開示されたものである。
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