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(57)【要約】
システム及び方法は、大領域物体又は大領域に関する画
像の獲得に関係して開示されている。１つの例示的な実
施形態においては、１つ又はそれ以上の第１画像獲得装
置を含む第１システムを介して、第１領域を描いている
概観画像を得る又は獲得するとともに、複数の画像獲得
装置を含む第２システムを介して、画像軸に沿って互い
に関係しているが如く特徴付けられている詳細画像を得
る又は獲得する、方法が提供されている。さらには、詳
細画像は第１領域の部分集合である第２領域を描いて良
く、それらは画像軸に対し平行な片に配置されて良く、
そしてそれらは第１領域の対応している部分より高解像
を有して良い。
【選択図】　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域を描く
概観画像を獲得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項２】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域を描く
概観画像を獲得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて詳細画像は少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細
写真地図を創出するのに十分な解像度を伴って獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項３】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域を描く
概観画像を獲得するか又は取得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて詳細画像の獲得は、小型又はＵＡＶ航空機及び小型又はＵＡＶ航空機の飛
行線に対応している詳細画像の片から生じ；
　ここにおいて詳細画像は少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細
写真地図を創出するのに十分な解像度を伴って獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項４】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域を描く
概観画像を獲得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
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　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて概観画像は、同じ画像地点が正確な束調節を可能にするのに十分な量の画
像内に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項５】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域を描く
概観画像を獲得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて概観画像は、同じ画像特徴が束調節により要求されている如き複数の画像
内に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されていて；そして
　ここにおいて詳細画像は少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細
写真地図を創出するのに十分な解像度を伴って獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項６】
　第１システムの１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置に対応していて、第１領域を描
く概観画像を取得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて概観画像は、同じ画像地点が正確な束調節を可能にするのに十分な量の画
像内に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されていて；
　ここにおいて詳細画像は、側方写真視野が、詳細画像軸の側方に隣接して重複した詳細
画像の領域との重複が、略０％と略１０％との間であるように獲得され；そして、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項７】
　第１システムの１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置に対応していて、第１領域を描
く概観画像を取得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は、第１領域の部分集合であり第１画像の対応している部分より
も高い解像度を有している第２領域を描いていて、
　ここにおいて概観画像は、同じ画像地点が正確な束調節を可能にするのに十分な量の画
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像内に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されていて；
　ここにおいて詳細画像の中の側方写真視野重複が、略０％と略１０％との間であり；そ
して、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項８】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１軸に沿い互
いに関連付けられていることを特徴としていて第１領域を描く概観画像を獲得し；そして
、
　複数の第２画像獲得装置を含む第２システムを介して、第２軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としていて第１領域の部分集合であり第１画像の対応している部分よ
りも高い解像度を有している第２領域を描いている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて概観画像は、正確な束調節を可能にするのに十分な画像間の重複を伴って
獲得されていて；そして、
　詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項９】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、１つの概観軸に
沿い互いに関連付けられていることを特徴としていて第１領域を描く概観画像を獲得し；
そして、
　複数の第２画像獲得装置を含む第２システムを介して、１つの詳細軸に沿い互いに関連
付けられていることを特徴としていて第１領域の部分集合であり第１画像の対応している
部分よりも高い解像度を有している第２領域を描いている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて獲得された概観画像が、第１軸の側方に隣接している画像と略４５％と略
６５％との間の側方重複余分を、第１軸の長手方向に隣接している画像と略９４％と略９
９％との間の前方重複余分とともに、有しており；そして、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項１０】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、１つの概観軸に
沿い互いに関連付けられていることを特徴としていて第１領域を描く概観画像を獲得し；
そして、
　複数の第２画像獲得装置を含む第２システムを介して、１つの詳細軸に沿い互いに関連
付けられていることを特徴としていて第１領域の部分集合であり第１画像の対応している
部分よりも高い解像度を有している第２領域を描いている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて概観画像は、同じ画像化されている地点が略３０以上で略１００以下であ
る量の概観画像に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されてい
て；そして、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項１１】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、１つの概観軸に
沿い互いに関連付けられていることを特徴としていて第１領域を描く概観画像を獲得し；
そして、
　複数の第２画像獲得装置を含む第２システムを介して、１つの詳細軸に沿い互いに関連
付けられていることを特徴としていて第１領域の部分集合であり第１画像の対応している
部分よりも高い解像度を有している第２領域を描いている詳細画像を獲得する、
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　ことを備えていて、
　ここにおいて概観画像は、画像化されている地点が平均で略４０乃至略６０の概観画像
に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されていて；そして、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項１２】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、１つの概観軸に
沿い互いに関連付けられていることを特徴としていて第１領域を描く概観画像を獲得し；
そして、
　複数の第２画像獲得装置を含む第２システムを介して、第１領域の部分集合であり第１
画像の対応している部分よりも高い解像度を有している第２領域を描いている詳細画像を
獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて概観画像は、概観画像上において束調節を計算するのに要求されている重
複よりも大きいか等しい画像間の重複を有して獲得されていて；
　ここにおいて第２画像獲得装置の中の写真視野重複が略０％と略１０％との間であり；
そして、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項１３】
　個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラープラットフ
ォームに移動可能に設置することをさらに備えている、請求項１又は他の請求項／ここに
おける革新の方法。
【請求項１４】
　個々の画像獲得装置が、修理，交換及び／又はアップグレードの為に個々に移動されて
良いいつでも買えるカメラである、請求項１３の方法。
【請求項１５】
　概観画像及び／又は詳細画像の一方又は両方を含む、獲得された画像の中の決定された
空間の／位置の情報として画像獲得装置の内部オリエンテーション及び外部オリエンテー
ションを計算する、ことをさらに備えている、請求項１又は他の請求項／ここにおける革
新の方法。
【請求項１６】
　概観画像及び詳細画像の中の空間の／位置の関係に対応しているデータを使用して、１
つ又はそれ以上のそれから画像が得られるカメラのオリエンテーション，それから画像が
得られるカメラの配列，及び／又は全体としてのカメラシステムの調節を調節する、こと
をさらに備えている、請求項１又は他の請求項／ここにおける革新の方法。
【請求項１７】
　重複余分が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％と略６０％との間の側方重
複余分であり、また、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９５％と略９９％との
間の前方重複余分である、請求項１６の方法。
【請求項１８】
　重複余分が、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％との間の前
方重複余分である、請求項１７の方法。
【請求項１９】
　概観画像が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％の側方重複余分であり、ま
た、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９９％の前方重複余分である、重複余分
を有している、請求項１７の方法。
【請求項２０】
　１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含んでいる、複
数の異なった視野に対応している画像を得ること、をさらに備えている、請求項１又は他
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の請求項／ここにおける革新の方法。
【請求項２１】
　概観地図を創出する為に概観画像を処理することをさらに備えていて、ここにおいては
、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に概観画像上で行な
われる処理の第１の量が概観地図を創出する為に概観画像上で行なわれる処理の第２の量
よりも大きい、請求項１又は他の請求項／ここにおける革新の方法。
【請求項２２】
　概観画像によりデジタル高低モデルを創出することをさらに備えていて；
　ここにおいて個々の写真内に現れた特徴特定がより高度な正確さ及び／又は健全さを提
供するよう最大にされていて；そして、
　ここにおいては、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に
概観画像上で行なわれる処理の第１の量がデジタル高低モデルを創出する為に概観画像上
で行なわれる処理の第２の量よりも大きい、請求項１又は他の請求項／ここにおける革新
の方法。
【請求項２３】
　そこから画像が得られる個々のカメラの，そこから画像が得られるカメラの配列の，及
び／又は全体としてのカメラシステムの、内部オリエンテーション及び外部オリエンテー
ションを洗練することをさらに備えていて；
　ここにおいては、詳細な写真地図を得る為に詳細画像上で行なわれる処理の第１の量が
内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを洗練させる為に詳細画像上で行な
われる処理の第２の量よりも大きい、請求項１又は他の請求項／ここにおける革新の方法
。
【請求項２４】
　概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい寸法の外
部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムから取得可能／獲得可能であ
る、請求項１又は他の請求項／ここにおける革新の方法。
【請求項２５】
　概観画像が、１つ又はそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システム又はプラットフ
ォームを介して取得され／獲得され、そして、詳細画像が、複数の第２画像獲得装置を含
む第２システム又はプラットフォームを介して取得され／獲得される、請求項１又は他の
請求項／ここにおける革新の方法。
【請求項２６】
　画像獲得装置が、同時に又は同時に近く、画像を全て獲得するよう構成されている、請
求項２５の方法。
【請求項２７】
　個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮し；そして、
　画像獲得装置向けの半導体データ貯蔵庫を使用して個々の画像獲得装置に関し平行に画
像データを貯蔵する、
　ことをさらに備えている、請求項２５の方法。
【請求項２８】
　圧縮及び貯蔵工程の実施が、離れた処理装置又は飛行／制御処理装置へ写真画像信号デ
ータ又は他のカメラ事象（event）又は状況信号（state signal）データの搬送の如何な
る要求無しでの、空中又は空間－支持プラットフォーム上での画像獲得の操作を可能にし
ている、請求項２７の方法。
【請求項２９】
　概観画像及び／又は詳細画像の一方又は両方を獲得する画像獲得装置から離れている画
像処理システムへと画像データバック（image data back）を搬送し；そして、
　離れた画像処理システムに対応しているデータ貯蔵庫に画像データを貯蔵する、
　ことをさらに備えている、請求項１又は他の請求項／ここにおける革新の方法。
【請求項３０】
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　第１システム又は第２システムの一方又は両方が、画像獲得装置を異なった画像獲得装
置と交換可能であることが出来るような移動可能設置システムを含むよう構成されている
、請求項２５の方法。
【請求項３１】
　閾値よりも上の第１システム又は第２システムの動きをＭＥＭＳ加速度計を介して検知
し；そして、
　検知された動きの関数（function）として画像獲得の割合を増加させる、
　ことをさらに備えている、請求項２５の方法。
【請求項３２】
　複数の画像内に収納された地上特徴観察の量を最大にするよう複数の概観画像獲得装置
を異なった姿勢に向けることをさらに備えていて、これにより後の処理の間における正確
な写真測量束調節の抽出（extraction）を可能にしている、請求項２５の方法。
【請求項３３】
　概観画像の片形状副部分を獲得する略９の２次（second）画像獲得装置を含んでいる第
２システムを介して詳細画像獲得が行なわれる、請求項１又は他の請求項／ここにおける
革新の方法。
【請求項３４】
　垂直視野を提供する略５つの装置，左斜め視野及び右斜め視野を提供する略４つの装置
，そして交互の画像連続（sequential）（飛行）線からの前斜め視野及び後斜め視野を提
供する略３つの装置から構成された略１２の２次（second）画像獲得装置を含んでいる第
２システムを介して詳細画像獲得が行なわれる、請求項１又は他の請求項／ここにおける
革新の方法。
【請求項３５】
　２次（second）画像獲得装置の略３つの副配列を含んでいる第２システムを介して詳細
画像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２
の副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像
を獲得する、請求項１又は他の請求項／ここにおける革新の方法。
【請求項３６】
　第１システムの１つまたはそれ以上の第１カメラを備えていて、１つの概観軸に沿い互
いに関連付けられていることを特徴としている概観画像を獲得するよう構成されていて、
ここにおいて獲得された概観画像が、概観軸の側方に隣接している画像との略４５％と略
６５％との間の側方重複余分を、概観軸の長手方向に隣接している画像との略９４％と略
９９％との間の前方重複余分とともに、有している、第１システムと；そして、
　複数の第２のカメラを備えていて、１つの詳細軸に沿い互いに関連付けられていること
を特徴としている詳細画像を獲得するよう構成されていて、ここにおいて詳細画像は、側
方写真視野が、詳細画像軸の側方に隣接して重複した詳細画像の領域との重複が、略０％
と略１０％との間であるように獲得される、第２システムと；
　を備えていて、
　第１システムの１つまたはそれ以上の第１カメラ及び第２システムの複数のカメラが、
内部オリエンテーション情報及び外部オリエンテーション情報が概観画像及び詳細画像の
分析から決定されて良いように構成され／位置付けされていて；そして、
　詳細画像は少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を創
出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像獲得システム。
【請求項３７】
　内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションが、個々のカメラ，カメラのグル
ープ，又は全体としてのカメラシステムの為に決定されている、請求項３６又は他の請求
項／ここにおける革新のシステム。
【請求項３８】
　第１システム及び第２システムが単一のハウジング又はプラットフォームに対応されて
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いる、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項３９】
　第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する略９の２次（second）画像獲得装
置を含んでいる、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項４０】
　第２システムが、垂直視野を提供する略５つの装置，左斜め視野及び右斜め視野を提供
する略４つの装置，そして交互の画像連続（sequential）（飛行）線からの前斜め視野及
び後斜め視野を提供する略３つの装置を含んでいる略１２又はそれ以上の２次（second）
画像獲得装置を備えている、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項４１】
　第２システムが２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいて、そこにおい
ては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画像
を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得する、請求項３６又は他の
請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項４２】
　内部オリエンテーション及び／又は外部オリエンテーションを含んでいる、カメラ位置
が、１つ又はそれ以上の個別のカメラ，カメラの配列，又は全体としてのカメラシステム
から得られた概観画像及び詳細画像の中の空間の（spatial）／位置の関係に対応してい
るデータを使用して設定されている、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシ
ステム。
【請求項４３】
　重複余分が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％と略６０％との間の側方重
複、及び第１軸の長手方向に隣接している画像との略９５％と略９９％との間の前方重複
である、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項４４】
　重複余分が、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％との間の前
方重複である、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項４５】
　概観画像が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％の側方重複及び第１軸の長
手方向に隣接している画像との略９９％の前方重複である重複余分を有している、請求項
３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項４６】
　システムが、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含
んでいる、複数の異なった視野に対応している画像を得るよう構成されている、請求項３
６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項４７】
　システムが概観地図を創出する為に概観画像を処理するよう構成されていて、ここにお
いては、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に概観画像上
で行なわれる処理の第１の量が概観地図を創出する為に概観画像上で行なわれる処理の第
２の量よりも大きい、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項４８】
　第１システムがデジタル高低モデルの創出を可能にする概観画像を取るよう構成されて
いて；そして、
　ここにおいては、個々の写真内に現れた特徴特定がより高度な正確さ及び／又は健全さ
を提供するよう最大にされている、
　請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項４９】
　オリエンテーションを調節する為の位置決めが、そこから画像が得られる個々のカメラ
の，そこから画像が得られるカメラの配列の，及び／又は全体としてのカメラシステムの
、１つ又はそれ以上の関数（function）として洗練（refine）されている、
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　請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項５０】
　第１システム及び第２システムが、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい
寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）内に固定される、請求項３６又は他の請求項／
ここにおける革新のシステム。
【請求項５１】
　第１システムが１つ又はそれ以上の第１画像獲得装置を含み、第２システムが複数の第
２画像獲得装置を含む、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項５２】
　画像獲得装置が、同時に又は同時に近く、画像を全て獲得するよう構成されている、請
求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項５３】
　個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮する処理構成要素と；そして、
　個々の画像獲得装置に関し平行に画像データを貯蔵するよう構成されている画像獲得装
置向けの半導体データ貯蔵庫と、
　ことをさらに備えている、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項５４】
　個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮する処理構成要素と；そして、
　個々の画像獲得装置に関し平行に画像データを貯蔵するよう構成されている個々のデー
タ貯蔵庫を伴って、画像獲得装置の個々に対応されている半導体データ貯蔵庫と、
　ことをさらに備えている、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項５５】
　処理構成要素及びデータ貯蔵庫が、離れた処理装置への写真画像信号データ又は他のカ
メラ事象（event）又は状況信号（state signal）データの搬送の如何なる要求無しでの
、空中又は空間（space）－支持（-borne）プラットフォーム上での画像獲得の操作を可
能にするよう構成されている、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム
。
【請求項５６】
　概観画像及び／又は詳細画像の一方又は両方を獲得する画像獲得装置から離れている画
像処理システムへと画像データバック（image data back）を搬送するよう構成されてい
る
処理構成要素又はトランシーバー（tranceiver）をさらに備えている、請求項３６又は他
の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項５７】
　第１システム又は第２システムの一方又は両方が、画像獲得装置を異なった画像獲得装
置と交換可能であることが出来るような移動可能設置システムを含むよう構成されている
、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項５８】
　閾値よりも上の第１システム又は第２システムの動きを検知するＭＥＭＳ加速度計と；
そして、
　検知された動きの関数（function）として画像獲得の割合を増加させる構成要素と、
　をさらに備えている、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項５９】
　概観画像獲得装置により取られた複数の画像内に収納された地上特徴観察の量を最大に
するよう複数の概観画像獲得装置が異なった姿勢に配置されていて、これにより正確な写
真測量束調節解（bundle adjustment solution）を抽出するのに十分なデータを提供する
、請求項３６又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項６０】
　第１領域を描く概観画像を獲得する１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１
システムと；そして、
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　詳細画像軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としている詳細画像を獲得する
複数の第２画像獲得装置を含む第２システムと、
　を備えていて、
　ここにおいて第２画像獲得装置は、
　詳細画像が：
　第１領域の部分集合である第２領域を描き；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置され；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有する、
　よう、詳細画像を獲得するよう構成されていて；
　ここにおいて第２画像獲得装置は、詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で詳細画
像を獲得する、
　画像獲得システム。
【請求項６１】
　第１領域を描く概観画像を獲得する１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含んでい
る第１システムと；そして、
　詳細画像軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としている詳細画像を獲得する
複数の第２画像獲得装置を含んでいる第２システムと、
　を備えていて、
　ここにおいて第２画像獲得装置は、
　詳細画像が：
　第１領域の部分集合である第２領域を描き；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置され；
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有し；
　少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を創出するのに
十分な解像度を有する、
　よう、詳細画像を獲得するよう構成されている、
　画像獲得システム。
【請求項６２】
　システムが、正確な束調節を可能にするのに十分な概観及び詳細画像中の重複を有して
いる画像を獲得するよう構成されている、請求項６１又は他の請求項／ここにおける革新
の画像獲得システム。
【請求項６３】
　第２システムが小型又はＵＡＶ航空機上に配置されていて、そして第２画像獲得装置は
小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に対応した片内に詳細画像を獲得する、請求項６１又は他
の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項６４】
　システムが、正確な束調節を可能にするのに十分な重複余分を有している概観及び詳細
画像を獲得するよう構成されている、請求項６１又は他の請求項／ここにおける革新のシ
ステム。
【請求項６５】
　システムが、同じ画像地点が正確な束調節を可能にするのに十分な量の画像内に獲得さ
れていることを特徴としている画像間の重複を伴い概観及び詳細画像を獲得するよう構成
されている、請求項６１又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項６６】
　概観画像が１つの概観軸に沿い位置づけられていることを特徴とされていて、そして第
１画像獲得装置が、概観軸の側方に隣接している画像との略４５％と略６５％との間の側
方重複余分を、概観軸の長手方向に隣接している画像との略９４％と略９９％との間の前
方重複余分とともに、有している概観画像を獲得するよう構成されている、請求項６１又
は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項６７】
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　概観画像が１つの概観軸に沿い位置づけられていることを特徴とされていて、そして第
１画像獲得装置が、概観軸の側方に隣接している画像との略５０％と略６０％との間の側
方重複余分を、概観軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％との間の前
方重複余分とともに、有している概観画像を獲得するよう構成されている、請求項６１又
は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項６８】
　概観画像が１つの概観軸に沿い位置づけられていることを特徴とされていて、そして第
１画像獲得装置が、概観軸の側方に隣接している画像との略５０％の側方重複余分を、概
観軸の長手方向に隣接している画像との略９９％の前方重複余分とともに、有している概
観画像を獲得するよう構成されている、請求項６１又は他の請求項／ここにおける革新の
システム。
【請求項６９】
　第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する略３と略１５の間の２次（second
）画像獲得装置を含んでいる、請求項６１又は他の請求項／ここにおける革新のシステム
。
【請求項７０】
　第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する略５と略１３の間の２次（second
）画像獲得装置を含んでいる、請求項６１又は他の請求項／ここにおける革新のシステム
。
【請求項７１】
　第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する略７と略１１の間の２次（second
）画像獲得装置を含んでいる、請求項６１又は他の請求項／ここにおける革新のシステム
。
【請求項７２】
　第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する略９の２次（second）画像獲得装
置を含んでいる、請求項６１又は他の請求項／ここにおける革新のシステム。
【請求項７３】
　第２システムが、垂直視野を提供する略５つの装置，左斜め視野及び右斜め視野を提供
する略４つの装置，そして交互の画像連続（sequential）（飛行）線からの前斜め視野及
び後斜め視野を提供する略３つの装置を含む略１２又はそれ以上の２次（second）画像獲
得装置を備えている、請求項６１又は他の請求項／ここにおける革新の画像獲得システム
。
【請求項７３】
　第２システムが、２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいて、そこにお
いては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画
像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得する、請求項６１又は他
の請求項／ここにおける革新の画像獲得システム。
【請求項７４】
　第１領域を描く概観画像を獲得する１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含んでい
る第１システムと；そして、
　詳細画像軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としている詳細画像を獲得する
複数の第２画像獲得装置を含んでいる第２システムと、
　を備えていて、
　ここにおいて第２システムが、２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでい
て、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜
め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得し；
　ここにおいて２次（second）画像獲得装置は、小型又はＵＡＶ航空機上に配置されてい
て、そして、詳細画像が：
　第１領域の部分集合である第２領域を描き；
　小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に沿い取られていて詳細画像軸に対して平行な片内に配
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置され；
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有し；
　詳細写真地図を創出するのに十分な解像度を有する、
　よう、詳細画像を獲得するよう構成されていて；そして、
　ここにおいて第１画像獲得装置及び第２画像獲得装置は、束調節を可能にするのに十分
な概観及び詳細画像の中の重複を有している概観及び詳細画像を獲得するよう構成され／
配置されている、
　画像獲得システム。
【請求項７５】
　第１領域を描く概観画像を獲得する１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含んでい
る第１システムと；そして、
　詳細画像軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としている詳細画像を獲得する
複数の第２画像獲得装置を含んでいる第２システムと、
　を備えていて、
　ここにおいて第２システムが、２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでい
て、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜
め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得し；
　ここにおいて２次（second）画像獲得装置は、小型又はＵＡＶ航空機上に配置されてい
て、そして、詳細画像が：
　第１領域の部分集合である第２領域を描き；
　小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に沿い取られていて詳細画像軸に対して平行な片内に配
置され；
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有し；そして、
　少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を創出するのに
十分な解像度を有する、
　よう、詳細画像を獲得するよう構成されていて；そして、
　ここにおいて第１画像獲得装置及び第２画像獲得装置は、束調節を可能にするのに十分
な概観及び詳細画像の中の重複を有している概観及び詳細画像を獲得するよう構成され／
配置されている、
　画像獲得システム。
【請求項７６】
　異なった姿勢でプラットフォーム上に配置された複数の第１画像獲得装置を介し、獲得
クされた概観画像の少なくとも略５００画像上で同じ地上地点を見ることがそして測定す
ることが出来ることにより特徴付けされている重複余分を有している概観画像を獲得し；
　複数の第２画像獲得装置を含んでいる第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに
関連付けられていることを特徴としている詳細画像を獲得し；
　概観画像と詳細画像の中の空間の／位置の関係情報を決定し；そして、
　決定された空間の／位置の情報の関数（function）として内部オリエンテーション及び
外部オリエンテーションを計算し；
　ここにおいては詳細画像が、詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されてい
る、
　画像獲得の方法。
【請求項７７】
　概観画像と詳細画像の中の空間の／位置の関係を表示したデータを使用して、そこから
画像が得られる個々のカメラの，そこから画像が得られるカメラの配列の，及び／又は全
体としてのカメラシステムの、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションの調
節の手助けをする、ことを更に備えている、請求項７６の方法。
【請求項７８】
　重複余分が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％と略６０％との間の側方重
複、及び第１軸の長手方向に隣接している画像との略９５％と略９９％との間の前方重複
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である、請求項７７の方法。
【請求項７９】
　重複余分が、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％との間の前
方重複である、請求項７８の方法。
【請求項８０】
　重複余分が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％の側方重複、及び第１軸の
長手方向に隣接している画像との略９９％の前方重複である、請求項７８の方法。
【請求項８１】
　１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含んでいる、複
数の異なった視野に対応している画像を獲得することをさらに備えている、請求項７６の
方法。
【請求項８２】
　概観地図を創出するよう概観画像を処理することを更に備えていて、ここにおいては、
内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に概観画像上で行なわ
れる処理の第１の量が概観地図を創出する為に概観画像上で行なわれる処理の第２の量よ
りも大きい、請求項７６の方法。
【請求項８３】
　概観画像によりデジタル高低モデルを創出することをさらに備えていて；
　ここにおいては、個々の写真内に現れた特徴特定がより高度な正確さ及び／又は健全さ
を提供するよう最大にされていて；そして、
　ここにおいては、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に
概観画像上で行なわれる処理の第１の量がデジタル高低モデルを創出する為に概観画像上
で行なわれる処理の第２の量よりも大きい、
　請求項７６の方法。
【請求項８４】
　そこから画像が得られる個々のカメラの，そこから画像が得られるカメラの配列の，及
び／又は全体としてのカメラシステムの、内部オリエンテーション及び外部オリエンテー
ションを洗練することをさらに備えていて；
　ここにおいては、詳細な写真地図を創出する為に詳細画像上で行なわれる処理の第１の
量が内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを洗練させる為に詳細画像上で
行なわれる処理の第２の量よりも大きい、請求項７６の方法。
【請求項８５】
　概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい寸法の外
部ポッド中に固定されたカメラシステムから取得される／獲得される、請求項７６の方法
。
【請求項８６】
　概観画像が、１つ又はそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システム又はプラットフ
ォームを介して取得され／獲得され、そして、詳細画像が、複数の第２画像獲得装置を含
む第２システム又はプラットフォームを介して取得され／獲得される、請求項７６の方法
。
【請求項８７】
　画像獲得装置が、同時に又は同時に近く、画像を獲得するよう構成されている、請求項
７６の方法。
【請求項８８】
　個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮し；そして、
　画像獲得装置向けの半導体データ貯蔵庫を使用して個々の画像獲得装置に関し平行に画
像データを貯蔵する、
　ことをさらに備えている、請求項７６の方法。
【請求項８９】
　圧縮及び貯蔵工程の実施が、離れた処理装置又は飛行／制御処理装置へ写真画像信号デ
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ータ又は他のカメラ事象（event）又は状況信号（state signal）データの搬送の如何な
る要求無しでの、空中又は空間－支持プラットフォーム上での画像獲得の操作を可能にし
ている、請求項７６の方法。
【請求項９０】
　概観画像及び／又は詳細画像の一方又は両方を獲得する画像獲得装置から離れている画
像処理システムへと画像データバック（image data back）を搬送し；そして、
　離れた画像処理システムに対応しているデータ貯蔵庫に画像データを貯蔵する、
　ことをさらに備えている、請求項７６の方法。
【請求項９１】
　第１システム又は第２システムの一方又は両方が、画像獲得装置を異なった画像獲得装
置と交換可能であることが出来るような移動可能設置システムを含むよう構成することを
さらに備えている、請求項７６の方法。
【請求項９２】
　閾値よりも上の第１システム又は第２システムの動きをＭＥＭＳ加速度計を介して検知
し；そして、
　検知された動きの関数（function）として画像獲得の割合を増加させる、
　ことをさらに備えている、請求項７６の方法。
【請求項９３】
　複数の画像内に収納された地上特徴観察の量を最大にするよう複数の概観画像獲得装置
を異なった姿勢に向けることをさらに備えていて、これにより後の処理の間における正確
な写真測量束調節の抽出（extraction）を可能にしている、請求項７６の方法。
【請求項９４】
　概観画像の片形状副部分を獲得する略９の２次（second）画像獲得装置を含んでいる第
２システムを介して詳細画像獲得が行なわれる、請求項７６の方法。
【請求項９５】
　垂直視野を提供する略５つの装置，左斜め視野及び右斜め視野を提供する略４つの装置
，そして交互の画像連続（sequential）（飛行）線からの前斜め視野及び後斜め視野を提
供する略３つの装置から構成された略１２の２次（second）画像獲得装置を含んでいる第
２システムを介して詳細画像獲得が行なわれる、請求項７６の方法。
【請求項９６】
　２次（second）画像獲得装置の略３つの副配列を含んでいる第２システムを介して詳細
画像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２
の副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像
を獲得する、請求項７６の方法。
【請求項９７】
　第１軸により特徴付けられていて、第１軸の側方に隣接している画像との略４５％と略
６５％との間の側方重複と、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９４％と略９９
％との間の前方重複と、を含んでいる重複余分を有している概観画像を取得し／獲得し；
　第２軸により特徴付けられている詳細画像を取得し／獲得し、ここにおいて、概観画像
は側方に隣接している画像との略２％と略５％との間の側方重複と、第１軸の長手方向に
隣接している画像との略５％と略１０％との間の前方重複と、を含んでいる重複余分を有
している；
　概観画像，詳細画像，及び／又はその視野の分野の１つ又はそれ以上の中の空間の／位
置の関係のデータ指摘（indicative）を処理又は使用し；
　内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に概観画像データを
処理し；
　詳細写真地図を創出する為に詳細画像を処理する、
　ことを備えている、画像を獲得しそして処理する方法。
【請求項９８】
　１つまたはそれ以上の第１カメラを備えていて、概観画像を獲得するよう構成されてお
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り、概観画像が１つまたはそれ以上のカメラの内部オリエンテーション及び外部オリエン
テーションを計算するのに十分な概観データを提供する、第１システムと；
　複数の第２のカメラを備えていて、詳細画像を獲得するよう構成されており、ここにお
いて第２カメラの中の写真視野重複は略０％と略１０％との間である、第２システムと；
　を備えていて、
　第１システムの１つまたはそれ以上の第１カメラは、第２システムにおけるカメラの位
置づけに関係して設定されている配置において位置づけされていて、カメラ内部オリエン
テーション情報及びカメラ外部オリエンテーション情報が概観画像及び詳細画像から得ら
れた視野情報の相互に関係した分野（interrelated field）から決定される、空中又は空
間－支持測量を介し画像を獲得するシステム。
及び第２システムの複数のカメラが、内部オリエンテーション情報及び外部オリエンテー
ション情報が概観画像及び詳細画像の分析から決定されて良いように構成され／位置付け
されていて；そして、
　詳細画像は少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を創
出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像獲得システム。
【請求項９９】
　個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラープラットフ
ォームに移動可能に設置することをさらに備えている、請求項３の方法。
【請求項１００】
　個々の画像獲得装置が、修理，取り替え及び／又はアップグレードの為に個々に取り外
して良いいつでも買えるカメラである、請求項９９の方法。
【請求項１０１】
　獲得された画像が、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視
野を含んでいる複数の異なった視野に対応している、請求項３の方法。
【請求項１０２】
　概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい寸法の外
部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムを介して取得される、請求項
３の方法。
【請求項１０３】
　２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいる第２システムを介して詳細画
像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の
副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を
獲得する、請求項３の方法。
【請求項１０４】
　個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラープラットフ
ォームに移動可能に設置することをさらに備えている、請求項４の方法。
【請求項１０５】
　個々の画像獲得装置が、修理，取り替え及び／又はアップグレードの為に個々に取り外
して良いいつでも買えるカメラである、請求項１０４の方法。
【請求項１０６】
　獲得された画像が、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視
野を含んでいる複数の異なった視野に対応している、請求項４の方法。
【請求項１０７】
　概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい寸法の外
部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムを介して取得される、請求項
４の方法。
【請求項１０８】
　２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいる第２システムを介して詳細画
像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の
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副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を
獲得する、請求項４の方法。
【請求項１０９】
　個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラープラットフ
ォームに移動可能に設置することをさらに備えている、請求項５の方法。
【請求項１１０】
　個々の画像獲得装置が、修理，取り替え及び／又はアップグレードの為に個々に取り外
して良いいつでも買えるカメラである、請求項１０９の方法。
【請求項１１１】
　獲得された画像が、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視
野を含んでいる複数の異なった視野に対応している、請求項５の方法。
【請求項１１２】
　概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい寸法の外
部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムを介して取得される、請求項
５の方法。
【請求項１１３】
　２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいる第２システムを介して詳細画
像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の
副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を
獲得する、請求項５の方法。
【請求項１１４】
　個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラープラットフ
ォームに移動可能に設置することをさらに備えている、請求項９の方法。
【請求項１１５】
　個々の画像獲得装置が、修理，取り替え及び／又はアップグレードの為に個々に取り外
して良いいつでも買えるカメラである、請求項１１４の方法。
【請求項１１６】
　獲得された画像が、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視
野を含んでいる複数の異なった視野に対応している、請求項９の方法。
【請求項１１７】
　概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい寸法の外
部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムを介して取得される、請求項
９の方法。
【請求項１１８】
　２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいる第２システムを介して詳細画
像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の
副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を
獲得する、請求項９の方法。
【請求項１１９】
　第２システムが小型又はＵＡＶ航空機上に配置されていて、そして第２画像獲得装置は
小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に対応した片内に詳細画像を獲得する、請求項３６のシス
テム。
【請求項１２０】
　第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する５と１３の間の２次（second）画
像獲得装置を含んでいる、請求項３６のシステム。
【請求項１２１】
　内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションが、個々のカメラ，カメラのグル
ープ，又は全体としてのカメラシステムの為に決定されている、請求項６１のシステム。
【請求項１２２】
　第１システム及び第２システムが単一のハウジング又はプラットフォームに対応されて
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いる、請求項６１のシステム。
【請求項１２３】
　重複余分が、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％との間の前
方重複である、請求項６１のシステム。
【請求項１２４】
　システムが、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含
んでいる複数の異なった視野に対応している画像を獲得するよう構成されている、請求項
６１のシステム。
【請求項１２５】
　第１システム及び第２システムが、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい
寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）内に固定されている、請求項６１のシステム。
【請求項１２６】
　個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮する処理構成要素と；そして、
　個々の画像獲得装置に関し平行に画像データを貯蔵するよう構成されている画像獲得装
置向けの半導体データ貯蔵庫と、
　ことをさらに備えている、請求項６１のシステム。
【請求項１２７】
　第１システム又は第２システムの一方又は両方が、画像獲得装置を異なった画像獲得装
置と交換可能であることが出来るような移動可能設置システムを含むよう構成されている
、請求項６１のシステム。
【請求項１２８】
　概観画像獲得装置により取られた複数の画像内に収納された地上特徴観察の量を最大に
するよう複数の概観画像獲得装置が異なった姿勢に配置されていて、これにより正確な写
真測量束調節解（bundle adjustment solution）を抽出するのに十分なデータを提供する
、請求項６１のシステム。
【請求項１２９】
　内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションが、個々のカメラの，カメラの配
列，及び／又は全体としてのカメラシステムの為に決定されている、請求項７４のシステ
ム。
【請求項１３０】
　第１システム及び第２システムが単一のハウジング又はプラットフォームに対応されて
いる、請求項７４のシステム。
【請求項１３１】
　第２システムが２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいて、そこにおい
ては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画像
を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得する、請求項７４のシステ
ム。
【請求項１３２】
　重複余分が、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％との間の前
方重複である、請求項７４のシステム。
【請求項１３３】
　システムが、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含
んでいる複数の異なった視野に対応している画像を獲得するよう構成されている、請求項
７４のシステム。
【請求項１３４】
　第１システム及び第２システムが、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい
寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）内に固定されている、請求項７４のシステム。
【請求項１３５】
　個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮する処理構成要素と；そして、
　個々の画像獲得装置に関し平行に画像データを貯蔵するよう構成されている画像獲得装
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置向けの半導体データ貯蔵庫と、
　ことをさらに備えている、請求項７４のシステム。
【請求項１３６】
　第１システム又は第２システムの一方又は両方が、画像獲得装置を異なった画像獲得装
置と交換可能であることが出来るような移動可能設置システムを含むよう構成されている
、請求項７４のシステム。
【請求項１３７】
　概観画像獲得装置により取られた複数の画像内に収納された地上特徴観察の量を最大に
するよう複数の概観画像獲得装置が異なった姿勢に配置されていて、これにより正確な写
真測量束調節解（bundle adjustment solution）を抽出するのに十分なデータを提供する
、請求項７４のシステム。
【請求項１３８】
　第２画像獲得装置が、小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に対応した片内に詳細画像を獲得
する、請求項７４のシステム。
【請求項１３９】
　第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する５と１３の間の２次（second）画
像獲得装置を含んでいる、請求項７４のシステム。
【請求項１４０】
　詳細画像が少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を創
出するのに十分な解像度により獲得されている、請求項７６の方法。
【請求項１４１】
　第１画像獲得装置及び第２画像獲得装置が、束調節を可能にするのに十分な概観及び詳
細画像の中の重複を有している概観及び詳細画像を獲得するよう構成され／配置されてい
る、請求項７６の方法。
【請求項１４２】
　個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラープラットフ
ォームに移動可能に設置することをさらに備えている、請求項７６の方法。
【請求項１４３】
　個々の画像獲得装置が、修理，取り替え及び／又はアップグレードの為に個々に取り外
して良いいつでも買えるカメラである、請求項１４２の方法。
【請求項１４４】
　獲得された画像が、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視
野を含んでいる複数の異なった視野に対応している、請求項７６の方法。
【請求項１４５】
　概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい寸法の外
部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムを介して取得される、請求項
７６の方法。
【請求項１４６】
　２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいる第２システムを介して詳細画
像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の
副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を
獲得する、請求項７６の方法。
【請求項１４７】
　内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションが、個々のカメラの，カメラの配
列，及び／又は全体としてのカメラシステムの為に決定されている、請求項７６の方法。
【請求項１４８】
　第１システム及び第２システムが単一のハウジング又はプラットフォームに対応されて
いる、請求項７６の方法。
【請求項１４９】
　第２システムが２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいて、そこにおい
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ては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画像
を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得する、請求項７６の方法。
【請求項１５０】
　第１軸の長手方向に隣接している画像と、概観画像において略９８％と略９９％との間
の前方重複余分を維持している、請求項７６の方法。
【請求項１５１】
　１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含んでいる複数
の異なった視野に対応している画像を獲得することをさらに備えている、請求項７６の方
法。
【請求項１５２】
　第１システム及び第２システムが、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい
寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）内に固定されている、請求項７６の方法。
【請求項１５３】
　個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮し；そして、
　画像獲得装置向けの半導体データ貯蔵庫を介し個々の画像獲得装置に関し平行に画像デ
ータを貯蔵する、
　ことをさらに備えている、請求項７６の方法。
【請求項１５４】
　概観画像獲得装置により取られた複数の画像内に収納された地上特徴観察の量を最大に
するよう複数の概観画像獲得装置を異なった姿勢に配置し、これにより正確な写真測量束
調節解（bundle adjustment solution）を抽出するのに十分なデータを提供する、請求項
７６の方法。
【請求項１５５】
　第２画像獲得装置が、小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に対応した片内に詳細画像を獲得
する、請求項７６の方法。
【請求項１５６】
　第２システムが、５と１３の間の２次（second）画像獲得装置を使用して概観画像の片
形状副部分を獲得する、請求項７６の方法。
【請求項１５７】
　１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域を描く
概観画像を獲得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて詳細画像の獲得は、小型又はＵＡＶ航空機及び小型又はＵＡＶ航空機の飛
行線に対応している詳細画像の片から生じ；
　ここにおいて概観画像は、同じ画像地点が正確な束調節を可能にするのに十分な量の画
像内に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されている、
　画像を獲得する方法。
【請求項１５８】
　１つ又はそれ以上の処理に請求項１－３５，７６－９７，９９－１１８そして１４０－
１５７及び／又はここに明らかにされている他の特徴又は概念のいずれの機能を実行／実
施させるよう適用されている指示を含んでいるコンピュータ読み取り可能／実行可能指示
を格納している１つ又はそれ以上のコンピュータ読み取り可能媒体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、空中写真測量方法に関係しており、詳細には、大領域対象又は大領域に関
係している画像の獲得に向けられている画像獲得装置の配列に一致するシステム及び方法
に関係している。
【背景技術】
【０００２】
　地球の航空機画像及び衛星画像は、軍事，経済そして消費分野の幅広い範囲の為に使用
されている。近年の技術革新はしばしば、インターネット上での大量の画像処理及び圧縮
又は全写真画像地図の提供という要素を含み、そして、これらの如き画像の要求の高まり
がさらに増大している。しかしながら、現在のシステムはしばしば重複した複雑な要素を
含み、他の欠点の中で、高い資本の支出を要求し、及び／又は高い操作コストを有する。
これらは、より狭い時間枠及び操作体制の範囲内で画像を創出することが出来ないか、又
は、現在望まれている高解像度を提供することが出来ない。
【０００３】
　一般的には、現存している航空写真測量画像解像度はより時機を得た（timely）より高
い解像度の画像の高まる要求に合致していない。ここにおける革新（innovation）に関係
している或る概念に一致している原理に従うと、航空写真測量の為に使用されているカメ
ラシステムは２つの衝突する要求に向き合わなければならない。
【０００４】
　第１に、それは、カメラシステムのレンズ及び焦点システムパラメータ（内部オリエン
テーション（Interior orientation）として知られている）が、その位置及び視野角（lo
ok angle）（外部オリエンテーション（Exterior orientation）としてしられている）と
ともに、精密に計算されていることが極めて重要である。束ね調整（bundle adjustment
）として知られている航空写真測量の解決は、カメラ及びカメラにより取られた個々の写
真の内部及び外部オリエンテーション情報を計算するのに使用されて良い。このような計
算はしばしば、個々の写真の余白を継ぎ目の無い写真地図にする為の予めの要求を提供す
る。正確性の所望の水準を達成する１つの道は写真間の大量の無駄な重複を伴って多数の
写真を取ることである。多数の写真中に見ることが出来る共通の特徴が次に特定され、そ
してカメラの内部及び外部パラメータの計算に使用される。
【０００５】
　第２には、航空測量（aerial survey）を速やかに完遂することが望まれている。これ
は、減少された運転コスト、及び荒れた天候の如き好ましくない環境又は測量条件から由
来する遅延の縮小の如き幾つかの利点を提供する。時間当たりにＫｍ２単位で獲得され測
定される地面領域の量を増大させる為の効果的な道は、写真間の余分な量を少なくするこ
とである。
【０００６】
　この結果、写真の写真測量における位置決め（photogrammetric positioning）を正確
に出来るよう写真間の余剰を増大させる必要は、より低コストで測量を完遂する為に写真
間の余剰を減少させる必要性と釣り合わされなければならない。
【０００７】
　１つの現在の取り組みは、余剰な獲得を減少させ獲得率（capture rate）を大きくする
為に「押し－箒（push-broom）」線状検知器配列（linear detector array）を使用する
。この取り組みは、無駄の量を減少させ、そして獲得率を増大させる。しかしながら、こ
の取り組みの１つの欠点は、それが、写真それ自身における無駄から計算される位置の正
確さを犠牲にし、そしてカメラシステム位置情報を正確に計算するために他の複雑な方法
を使用しなければならなくなることである。
【０００８】
　もう１つの現在の取り組みは、使用するカメラシステムの寸法、即ち、カメラ又はカメ
ラ配列の為のメガピクセル数（megapixel count）に関し、を増大させることである。こ
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こにおいては、例えば、カメラシステムの為のメガピクセル数（megapixel count）を増
大させる為に、多数の検知器及び／又はレンズを単一ユニットに組み合わせることが出来
る。この取り組みはカメラシステムのメガピクセル寸法を増大させる間に、写真間の無駄
の減少を行なうことに失敗している。
【０００９】
　種々のシステムが、測量における写真間の無駄な重複の量を減少させる為に向けられて
いる。幾つかの現在のカメラシステムは、例えば、航空機中に設けられている十分にジャ
イロスコープにより安定された（gyroscopically stabilized）プラットフォーム中に設
けられている。これらのシステムは、過剰な偏揺れ（yaw），縦揺れ（pitch）及び／又は
横揺れ（roll）からカメラを遮断でき、そして、写真間で使用される無駄の量を減少させ
ることを可能に出来る。しかしながら、この様な安定システムは高価で重く、そして、カ
メラシステムのコストをより高価にし、そして測量の為に飛ぶより大きな航空機を必要と
するという欠点にさらされる。
【００１０】
　カメラ姿勢（camera pose）の推定と無駄な写真重複要求の減少の為に適用されている
他の現在のシステムは、しばしば、カメラの偏揺れ（yaw），縦揺れ（pitch）及び横揺れ
（roll）の測定を提供する為の、カメラシステムを伴った１つ又はそれ以上のＩＭＵ（慣
性力測定ユニット：Inertial Measurement Unit）システムを含む。この様なＩＭＵシス
テムは、しかしながら、複雑で高価であり、そして、十分に正確にユニットを使用する能
力がしばしば、それらの多くの国々における使用を妨げる輸出規制により拘束される。
【００１１】
　ある他の現在のシステムは、夫々の写真が獲得された時のカメラシステム位置の推測を
可能にする、Ｄ－ＧＰＳ（差異ＧＰＳ：Differential GPS）ユニットを含むことが出来る
。これらのユニットは、適切な後測量（即ち、飛行後）処理手続きにより、推測位置をセ
ンチメートルの正確さにまですることを許容する。しかしながら、Ｄ－ＧＰＳユニットは
高価であり、そして典型的には、精密な位置を計算するために後に使用される信号相（si
gnal phase）を測定する為に、ＧＰＳ衛星に対する直接信号通路（direct signal path）
を要求する。従って、これらのシステムの欠点は、翼の如き航空機の部分が衛星のＤ－Ｇ
ＰＳアンテナ視界を阻止しないことを確実にする為に、飛行機が測量中の個々の飛行線（
flight line）の端において非常に緩やかで／平坦な（gradual/flat）旋回をしなければ
ならないという要求を含むことである。これらの緩やかで／平坦な（gradual/flat）旋回
は、測量の為の飛行に要求される時間の量を非常に多く付け加える。
【００１２】
　さらに他の現在のシステムは、レンズ歪曲（lens distortion）により誘起される内部
オリエンテーション（Interior orientation）誤りの量を減少できる、工業的な等級が高
い品質のレンズの使用を介して向上された写真測量における解（photogrammetric soluti
on）を提供する。しかしながら、このように高品質なレンズはカメラシステムのコスに大
きく付け加える。
【００１３】
　この様な技術によってでさえ、高品質写真地図の製造を確実にする為に、航空測量は依
然として写真間の重複の大きな量を要求する。写真間の重複の量は、用途及び所望の品質
により変わる。通常の重複は３０／８０であり、隣接した平行な飛行線における写真の３
０％側方重複と１つの飛行線に沿った写真の８０％前方重複とを意味している。重複のこ
の量は、上述した安定性及び位置技術との組み合わせにおいて、写真の写真測量における
束調節（photogrammeric bundle adjustment）を正確に行なうことが出来るのに十分であ
る、略５枚の写真における平均として特定される特徴を許容する。
【００１４】
　しかしながら、３０％の側方重複及び８０％の前方重複は、個々の写真のたった１４％
が新たな地面を覆うことを意味する。獲得された写真情報の略８６％は、最終的な写真地
図製品製造の期間において余分であり、そして航空写真は領域を覆うのに要求されている
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飛行の量の観点においてまさに非効率である。また、余分写真データは貯蔵され後に処理
されなければならず、さらにコストを増大させる。
【００１５】
　余分、即ち重複、のより大きな水準は、カメラシステムの為の外部及び内部オリエンテ
ーション（Exterior and Interior orientation）を精密に計算する能力を増大させ、最
終の写真地図を創出する時にこの様な余分は大きく無駄にされている。これが、非常によ
り多くの余分な画像が写真地図を創出する為に必要とされている以上に獲得され、又測量
の為の飛行に要求されている時間とコストとを増大させる理由である。これらの考慮間の
満足のいく釣り合いは種々の他の公知のシステムにおいては得られず、全ては追加の欠点
にさらされる。
【００１６】
　例えば、航空写真の為の多くの現在のシステムは、適用の為に専門的に構築されている
非常に高価なカメラ解決策を要求する。このようなシステムは、それらがＣＯＴＳ（商業
的にいつでも買える：Commercial Off the Shelf）カメラ／設備（hardware）を使用でき
ないという欠点にさらす。さらに、これらのカメラシステムの重い重量及び高いコストは
しばしば、双発エンジンターボプロップ航空機の使用を要求し、これらの航空機はセスナ
（Cessna）２１０のような通常の単発商業用航空機よりも運行がより多く高価なので運行
コストを更に上昇させている。さらに、このようなカメラシステムの為の特別な設置要求
は、カメラシステムを設置する為に航空機の特別誂えの変更をしばしば要求する。
【００１７】
　さらに、従来の大きな型式（large format）の航空測量カメラは、非常に大きく，重く
，そして高価である。このようなカメラのシステムを天底写真（nadir photo）を獲得す
る如く同時に斜めの写真を獲得するように構成することはしば不可能である。斜め写真は
、情報収集及び軍事分野において非常に広く使用されていて、商業目的（consumer appli
cation）の為に近年普及されてきている。斜め写真地図は、側方からの家の如き物体の眺
め（view）を提供し、そこでは、天底（nadir）、即ち頭上、写真地図が真上から見え、
そして物体の側面を示さない。斜め写真はまた、現実感を増大させるよう３Ｄ物体モデル
上に風合い（texture）を置くことを可能にするのにも要求されている。斜め画像を提供
する現在のシステムはしばしばさらなる限界にさらされる。例えば、獲得率（capture ra
te）が非常に低く出来、そして航空機は、高い解の斜め画像を得る為に典型的には低い硬
度で飛行しなければならない。さらには、最小の重複が異なった斜めからの写真間に一般
的には提供され、それは写真測量による（photogrammetrically）正確な写真地図を創出
することを困難又は不可能にしている。
【００１８】
　さらには、多くの現在のシステムは画像当たりの限定された解像度（resolution）（メ
ガピクセル:megapixel）を有していて、そして、カメラ位置及び姿勢（pose）を正確に計
算する為に使用されている余分なデータを獲得する為にこれらの利用可能な解像度の多く
を使用している。これらのシステムは、画像からのより小さな物体の特定が要請された時
、これらの物体を特定する為に十分高い解像度の画像を得る為に地面により接近した航空
測量を行なう要求の如き、欠点に遭遇する。例えば、ベクセル　ウルトラカム－Ｄカメラ
（Vexcel UltraCam-D camera）を使用して７．５ｃｍピクセル解像度（pixel resolution
）写真を獲得するには、カメラシステムは３０００フィート（feet）の高度で測量（飛行
）しなければならない。この様な低高度での飛行は、多数の問題を生じさせる。第１には
、乱気流（turbulence）及び上昇気流（thermals）がこれらのより低い高度でより悪く、
パイロットに飛行を荒れさせより困難にし、そしてカメラシステムの安定性を減少させる
。第２には、市街領域上でのこれらの高度での飛行は、市街領域周辺の飛行場に対する着
陸及び離陸飛行との飛行線の矛盾しない組み合わせを必要とする測量航空機の為の飛行通
路を、ＡＴＣ（航空交通制御：Air traffic Control）が巧みに設定しなければならない
ので、より困難である。
【００１９】
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　これらの高度での測量飛行における中断は、測量を行なうことにおける大きな遅れを生
じさせ、さらにコストを増加させている。
【００２０】
　多くの現在のシステムはまた、プラットフォーム（platform）又は航空機における大量
のデータ蓄積を要求する。これらのシステムは、典型的には、地域画像獲得システム（lo
cal image capturing system）及び／又は貯蔵装置を含んでおり、これらにはカメラから
画像データが伝達されるか又はダウンロードされる。しばしば、貯蔵は、飛行時間の合理
的な量を可能にするよう、カメラから流れ出る写真データを貯蔵するのに十分早く、そし
て十分なデータの貯蔵を可能にすることの両方が出来なければならない。さらに、多くの
この様なシステムは、飛行中に獲得したデータを貯蔵する為にＲＡＩＤを基にしているハ
ードディスク貯蔵システムを使用している。しかしながら、ハードディスクは、より高い
高度での低い空気圧に対し敏感であり、このことはヘッド破壊（head crash）又は他のデ
ータ損失又はエラーという結果になることが出来る。
【００２１】
　要約すると、例えば、この様な特別な重複特性、とりわけ、詳細な写真地図を作り出す
能力、を提供する画像獲得／処理構造を有している１つ又はそれ以上のカメラシステム又
は配列の使用により、大領域画像を適切に獲得及び／又は処理できるシステム及び方法の
必要性がある。
【発明の概要】
【００２２】
　この発明に合致しているシステム及び方法は、大領域物体（large area object）又は
大領域の画像を獲得／処理する、画像獲得装置の配列、及びそれらに対応した処理手順（
process）に向けられている。
【００２３】
　１つの例示的な実施形態においては、１つ又はそれ以上の画像獲得装置を含む第１シス
テムを介して、第１領域を描いている概観画像（overview image）を獲得し、そして、複
数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、画像軸に沿って互いに関係していること
により特徴づけられている詳細画像を獲得する、方法が提供されている。
【００２４】
　１つまたはそれ以上のさらなる実施形態においては、詳細画像は第１領域の部分集合（
sunset）である第２領域を描いていて、それらは画像軸に対し平行な片（strip）に配置
されて良く、そしてそれらは第１領域の対応している部分より高解像を有している。
【００２５】
　前述した一般的な記載及び以下の詳細な記載の両方は例示的であり、説明の為だけであ
り、前述した如く、この発明を限定しないことを理解すべきである。さらなる特徴及び／
又は変形はここに明らかにされているものに加えて提供されて良い。例えば、この発明は
、開示された特徴の種々の組み合わせ及び副組み合わせ（subcombination）及び／又は詳
細な説明において以下に記載された幾つかのさらなる特徴の組み合わせ及び副組み合わせ
（subcombination）に向けられることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　この明細書の一部を構成している添付の図面は、この発明の種々の実施形態及び概念を
図示していて、そして、記載とともに、発明の原理を説明している。
【図１】図１は、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した例示的なシステムのブ
ロック図である。
【図２Ａ】図２Ａは、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した例示的なシステム
のブロック図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した例示的なシステム
のブロック図である。
【図３】図３は、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した例示的なシステムのブ
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ロック図である。
【図４】図４は、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した、概略及び詳細画像獲
得装置を含んでいる例示的なシステムの概略図である。
【図５Ａ】図５Ａは、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した、小さな単発エン
ジン航空機上に設けられている外部ポッドを含んでいる１つの例示的な実施例を図示して
いる。
【図５Ｂ】図５Ｂは、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した、画像獲得システ
ムの１つの例示的な実施例を図示している。
【図６Ａ】図６Ａは、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した、例示的な概略及
び詳細画像表示を図示している概略図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した、例示的な概略及
び詳細画像表示を図示している概略図である。
【図７Ａ】図７Ａは、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した、さらなる例示的
な概略及び詳細画像表示を図示している概略図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、ここにおける革新に関係した或る概念に一致した、さらなる例示的
な概略及び詳細画像表示を図示している概略図である。
【図８Ａ】典型的な重複状況を有している画像表示を図示している概略図である。
【図８Ｂ】典型的な重複状況を有している画像表示を図示している概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　今度は、参照がこの発明に対して詳細に行なわれ、その例示が添付の図面中に図示され
ている。以下の記載において明らかにされた説明は、ここにおいて請求された革新に合致
している全ての説明を表現しているのではない。それよりも、これらは単に、この発明に
関係している或る概念に合致している幾つかの例である。どこにおいても、同じ参照番号
は図面全体を介して同じ又は同様な部分を引用するために使用される。
【００２８】
　多くのシステム及び画像獲得装置が、地球の（terrestrial），航空の（airborne），
空間の（space）－支持プラットフォーム（-borne platform）において、大領域物体又は
大領域の画像を獲得するために使用されている。これらのシステム及びプラットフォーム
（platform）は、カメラ，処理構成要素（processing component），データ貯蔵場所（da
ta store），望遠鏡（telescope），レンズ（lens），又は画像獲得（capturing）及び／
又は処理（processing）の為の特別な構成要素を有している他の装置を含んでいる、種々
の個性要素を伴って実施されることが出来る。
【００２９】
　図１は、この発明に関係している或る概念に一致した例示的なシステム１００のブロッ
ク図を図示している。図１を参照すると、システム１００は概観画像１１２を獲得する第
１システム１１０と、詳細画像を獲得する第２システム１２０と、を備えることが出来る
。幾つかの実施形態に従えば、概観画像は第１又は概観軸１１４により特徴付けられるこ
とが出来る。同様に、詳細画像１２２，１２４，１２６は、第２又は詳細軸１３０に沿っ
て片状に配置されていることが出来る。更には、第１及び第２システム１１０，１２０は
夫々１つ又はそれ以上の画像獲得装置、例えばカメラを含むことが出来る（この開示を通
して、用語「画像獲得装置」はしばしば、便宜上「カメラ」として引用されるが、これに
限定されない）。以下により詳細に明らかにされる如く、ここでこの配置と合致している
革新は複数の利点を有しているシステム及び方法を提供しており、利点は現在のシステム
よりもより早い割合とより短い測量飛行時間で航空又は空間（space）写真地図測量の為
に大領域上を高解像デジタル画像を正確に獲得する能力を含む。
【００３０】
　さらに、ここにおいてはこの革新の幾つかの概念に従うと、第１及び第２システム１１
０，１２０は、硬性（rigid）又は半硬性（semi-rigid）の台座（mount）中に設けられた
複数のカメラの縦つなぎされている（cascaded）グループの如き、デジタル画像獲得装置
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の配列を含むことが出来る。当業者はこの様な設置の詳細が例示であると認識する。例え
ば、硬性（rigid）又は半硬性（semi-rigid）の設置システムは、複数の縦つなぎされて
いる（cascaded）グループのカメラの相対的な位置を正確に決定することが出来る如何な
る装置を記載することが出来る。この様な設置システムは、種々の置換（permutaion）を
介して具体化されることができ、例えば、それは、カメラをポッド（pod）状格納容器中
に設置する如き、物理的に硬性（rigid）な構造を備えることが出来、それは、衛星その
他の間の相対的なカメラ位置を決定する為の地域参照システムを伴った複数の個別の航空
または衛星システム中に設置されたカメラの如き、独立しているが互いに正確な場所を保
っているカメラを備えていることが出来る。
【００３１】
　図１のシステム１００はまた、システム１１０，１２０及び／又はこれらの画像獲得装
置間又は中に出現できる種々の形態に関して例示される。例えば、図２Ａ及び２Ｂはここ
における革新に関係している概念に合致している第１システム１１０及び第２システム１
２０の異なった配置を図示しているブロック図である。図２Ａは実施（implementation）
を示していて、ここにおいては第１システム１１０及び第２システム１２０が、航空機プ
ラットフォーム上，衛星中，その他の如き１つの固定された位置に配置されている。図２
Ｂはもう１つの実施（implementation）を示していて、ここにおいては革新がシステムの
まさに１つの中、特に、ここにおいては、第２システム１２０中、に存在する。この例示
的な実施（implementation）においては、特定の画像の獲得／処理に合致する革新が第２
システム１２０を介して最初に引き起こされる。ここでは、第１システム１１０と第２シ
ステム１２０との間，その中に配置されているカメラの配列の中，又はそこから得られた
画像の中の関連情報は、良く知られているか、又は決定可能であるが、しかしながら、こ
こに記載されている革新は第２システム１２０上に存在しているか又は一番に対応されて
いる。この配置は、例えば、概観画像の如き、或る画像が第３者の提供者（provider）か
ら得られ、一方で残りの画像が第２システム１２０を介して得られる、時、有用であるこ
とが出来る。最後に、図２Ｂが第２システム１２０中に存在している革新を図示している
間に、同様の配置がまた第１システムに関して存在して良い。図２Ａ及び２Ｂ中の図示の
目的の為にも描かれている如く、第１システム１１０は１つ又はそれ以上の第１画像獲得
装置又はカメラ２１０Ａを含んで良く、そして第２システム１２０は１つ又はそれ以上の
第２画像獲得装置又はカメラ２２０Ａを含んで良い。
【００３２】
　この様な例示的なカメラ配列は、例えば、カメラシステム内部及び外部オリエンテーシ
ョンの正確な計算を容易にすることを助ける為に、１つ又はそれ以上のカメラが重複の非
常に高い量を伴った写真を獲得するよう構成されていて良い。さらには、第２の縦つなぎ
されている（cascaded）副グループのカメラが、詳細な写真地図測量，その他を創出する
為に必要な写真画像データを提供する、例えば、写真測量の（photogrammetric）内部及
び外部オリエンテーションの洗練（refine）の如き処理を容易にする手助けをするよう、
最少の重複ではあるが高度な詳細を伴って画像を獲得するよう配置されて良い。当業者は
、この様な描写（delineation）が例示であり、縦つなぎされている（cascaded）カメラ
の形態が特定の適用に対し変更又は適合（tune）されることが出来ることを知る。例えば
、外部及び内部オリエンテーションを計算する為の高度に余分な写真を獲得する為に使用
されたカメラはまた、測量の為のより低い解像度の概観写真地図を創出する為に使用され
る。さらに、詳細な写真地図を創出する為に使用されている低度に余分で高度に詳細な写
真を獲得するために使用されたカメラもまた、カメラシステムの為の外部及び内部評価（
estimate）を洗練（refine）するのに使用されて良い。
【００３３】
　ある実施（implementation）においては、幾つかのカメラが、写真間の余分及び重複の
量を最大にするよう、または他に、カメラシステムに関係している内部及び外部折エンテ
ーションのより精密な計算を可能にするよう、構成されていて良い。さらなる実施（impl
ementation）においては、他のカメラが、写真間の余分及び重複の量を最少にするよう配
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置され、また他に、使い捨てられた余分な写真画像の最少な量を伴った最終の詳細写真地
図測量の創出を可能にするよう構成されていて良い。
【００３４】
　図３は、ここにおいて革新に関係している或る概念に合致したもう１つの例示的なシス
テムのブロック図である。図３中に示されている如く、一体のプラットフォーム（platfo
rm）又はモジュール（module）３１０が、第１システム１１０及び第２システム１２０の
両方を含む又は具体化してよい。さらなる実施（implementation）に従うと、プラットフ
ォーム（platform）３１０はまた、第１及び第２画像獲得装置又はカメラ２１０Ａ，２１
０Ａ´，２２０Ａ，２２０Ａ´，その他の種々の配置及び／又は配列でよい。カメラのこ
の様な配置及び配列は、ここに記載された種々の型の画像を提供するよう構成されていて
良い。このような配置の１つの例示的な実施（implementation）が、以下に、図４に関連
してより詳細に明らかにされている。これらの配置に合致した実施（implementation）の
利点は、特別誂えの変更なしで標準の航空機中でのこのカメラシステムの使用を可能にす
るとともに、カメラシステムの重量を寸法を減少させて、それが「小さい」航空機（例え
ば、セスナ（Cessna）２１０又はダイヤモンド（Diamond）ＤＡ４２ツインスター（Twin 
Star）の如きより低い出費の単発航空機）において使用されることを可能にし、そしてま
たそれがＵＡＶ（無人航空移動体：Unmanned Airborne Vehicle）航空機中での使用を可
能にするよう、外部カメラポッド（pod）中にこのシステムを設置する能力を含む。
【００３５】
　ここにおいて革新の概念はまた、カメラ間，画像間，又は両方間に存在している重複特
徴に、同時に幾つかのこの様な重複特徴の相互関係に、向けられている。一つの実施（im
plementation）においては、第１のシステムにより獲得された概観画像に関連して、例示
的なカメラは広角レンズを伴うよう構成されていて、そして重複の非常に大きな量を伴っ
ている写真を獲得するのに使用されている。これらのカメラにより獲得された写真は、写
真当たりより大きな領域（area）を覆っている。この非常に高い量の重複の余分は、従来
のカメラシステムよりもより多くの写真において視認される地上点（ground point）の結
果となり、安定されているプラットフォームの使用なしでさえ、内部及び外部オリエンテ
ーションの精密な位置決めを可能にしている。例えば、この様な概観画像の重複は、４５
－６５／９４－９９（軸に関する４５％－６５％側方重複及び９４％－９９％前方重複）
の又はより狭い、範囲において特徴付けられて良い。詳細には、獲得された概観画像は、
第１軸の側方に隣接した画像との約４５％と約６５％との間の側方重複余分とともに、第
１軸の長手方向に隣接した画像との約９４％と約９９％との間の前方重複余分を有してよ
い。より狭い範囲は、ここにおいて明らかにされているパラメータ（parameter）と合致
したものの中で、約５０％と約６０％との間の側方重複及び約９５％と約９９％との間の
前方重複，約９８％と約９９％との間の前方重複，約５０％の側方重複と約９９％との間
の前方重複，を含む。ここにおいて革新に合致した重複の追加の表現に従えば、外観画像
は：含まれているシステム及びプロセスでしだいで、略３０以上そして略１００以下の概
観画像の量において，略４０乃至略６０画像の平均において、略５０の画像の平均におい
て、又は略１００の画像の最大において、同じ画像化された地点が獲得されていることを
特徴とされている重複余分を画像が有するようにも獲得されて良い。重複のさらなる表現
はまた、以下に、図７Ａに関係して説明されている如く、略５００画像の量において同じ
画像化された地点が獲得されているという特徴を含んでよい。
【００３６】
　ここにいて革新のさらなる概念はまた、長焦点距離レンズを伴って構成されている１つ
又はそれ以上のカメラの配列を含み、そして測量の為の詳細な写真地図を創出するよう詳
細な画像を獲得するのに使用されて良い。これらのカメラにおける重複の低い量は余分を
最少にしそして詳細測量の為の写真画像の最大の使用となり、そして、測量の完遂の為に
要求される全体のコスト及び時間を大きく減少させるような他の利点を提供できる。ここ
では、例えば、ここにおける革新に合致したこの様な詳細画像の重複の１回の測定は、第
２の画像獲得装置の中の写真視野重複（photo view overlap）が略０％と略１０％との間
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であることによって特徴付けられている。
【００３７】
　図４は、ここにおいて革新に関係している或る概念に合致した概観カメラ配列及び詳細
カメラ配列を含んでいる例示的なシステムの図である。図４を参照すると、複数の概観カ
メラ４１０，少なくとも１つのデータ貯蔵庫４３０／４３０Ａ，詳細カメラの第１配列４
２０Ａ，詳細カメラの第２配列４２０Ｂ，詳細カメラの第３配列４２０Ｃ，そして詳細カ
メラの第４配列４２０Ｄ，その他を含んでいる一体的なモジュール（unitary module）４
００が開示されている。詳細カメラのこれらの配列は、例えば、以下に明らかにされた、
複数の斜め視野，頭上天底視野（overhead nadir view），その他の如き種々の視野の画
像を、単一の測量飛行の間に同時に得る為に使用されえる。当業者は、所望の画像結果を
提供するために通常の職人に知られている仕様に従って詳細カメラの（即ち、カメラ及び
配列の両方の）量を調節してよいことを認識している。この様な実施（implementation）
に合致した利点は、天底写真地図（nadir photo map），斜め写真地図，赤外線写真地図
（infrared photomap），又はこれらの如何なる組み合わせの如き、異なった測量要求又
は生じることが出来る他の要求に狙いを定めるようモジュール４００を構成及び／又は再
構成する能力を含む。さらに、図４中のものに似たモジュールに合致した革新は、概観カ
メラに対する詳細カメラの見取り角度（look angle）の向上された初期評価（initial es
timate）を提供する。
【００３８】
　さらには、図４と合致する実施（implementation）は、多くの現在のシステムで行なわ
れている如き工業的な品質で高価なカメラシステムを要求するよりも、低コストのＣＯＴ
Ｓ（商業的にいつでも買うことができる：Commercial Off the Shelf）カメラの使用を許
容する。ここにおける革新の幾つかの概念に従えば、システム及び方法は、個々の画像獲
得装置が移動可能なようにプラットフォーム中に取り外し可能に／モジュール化されて設
けられている画像獲得装置を含むことが出来る。例えば、第１システム又は第２システム
の一方又は両方が、画像獲得装置が異なった画像獲得装置と交換されて良いように、除去
可能設置システムとともに構成されている／設計されていることが出来る。例示的な画像
獲得装置は、ここにおいて、それらが、修理，移動，及び／又は上級化（upgrade）の為
に個々に取り外すことが出来るよう設置されたＣＯＴＳカメラを含んで良い。これは、次
世代プロフェッショナルＤ－ＳＬＲ（デジタル単玉レンズ：Digital Single Lens）カメ
ラにおける急速な開発及び低コストと同様に、デジタル写真における新たな進歩の利点を
急速に得る能力の如き、特定の革新を提供する。このようなカメラの使用は、全体として
のカメラシステムのコストを減少させ、そしてまた、向上された解像度，より高い性能，
及び／又はより低いコストを伴って新たなＤ－ＳＬＲカメラが発売された時に容易に速や
かに上級化（upgrade）が可能である、という利点を有する。
【００３９】
　図４中に示されている如く、この発明に合致したプラットフォーム又はモジュール４０
０はまた、データ貯蔵庫（data store）４３０又は、１つが個々のカメラ４３０Ａに対応
している複数のこの様な構成要素を含んで良い。後者に関しては、ここにおける革新の幾
つかは、獲得された写真を中央貯蔵システム中に格納させる，伝達させる，その他を要求
するよりもむしろ、個々のカメラに対応して画像を圧縮し及び／又は貯蔵する特徴を含む
。さらに、個々のカメラにおける写真の平行圧縮及び貯蔵に向けられている特徴は、カメ
ラシステムの為の最大の情報量（throughput）及び貯蔵を増大させ、より早い割合で測量
が進むことを許容し、より多くのデータを貯蔵できるようにし、そして飛行時間を増大さ
せることを出来るようにしている。
【００４０】
　個々のカメラにおけるこの様な平行圧縮及び貯蔵はまた、個々のカメラにおけるコンパ
クトフラッシュ（登録商標）（Compact Flash）又はソリッドステート（solid-state）媒
体の使用を許容するので、貯蔵の信頼性を増大させる。現在のシステムは典型的には、生
の線状センサー（raw linear sensor）に、１２乃至１６ビットデータとして中央貯蔵シ
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ステムに対し貯蔵させている。これに対し、平行に個々のカメラ上で圧縮を行なうことに
より、ここにおける革新は、ＹＣｂＣｒの如きガンマーカラー空間（gamma colour space
）へとデータが変換されることを許容する。このことは、生の線状データの為に増大され
たビット深さのみが必要とされるので、８ビットデータとしてデータが貯蔵されることを
許容し、そしてさらには個々のカメラデータ貯蔵庫上に貯蔵するのに先立つ画像の圧縮を
許容する。ガンマーカラー空間（gamma colour space）への変換（conversion）及び圧縮
は、貯蔵空間の要求における略１０倍の減少を可能に出来る。例えば、夫々が自身の３２
ＧＢのコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリーカード（Compact Flash memory card
）を伴っている１４のカメラを有しているシステムにおいては、全体が４４８ＧＢの貯蔵
が、生の圧縮されていない写真データの貯蔵の略４，５００ＧＢ又は４．５ＴＢよりも上
方と均等にされることが出来る。さらに、利点は、平行操作及びカメラから飛行制御コン
ピュータシステムへの画像データ又は他の信号の転送を避けるという特徴に関係していて
、とりわけ、後の処理要求（post-processing requirement）を減少させ、ケーブル配線
（cabling）及び信号送信（signalling）要求を減少させることにより健全さ（robustnes
s）を増大させる。
【００４１】
　図４の例示的な実施（implementation）と合致するシステムは、ここにおける革新と関
係している或る概念と合致した画像獲得方法論（methodology）の実施（implement）の為
に使用されることが出来る。これらのシステムは、そこからここに記載された画像が得ら
れるか又は獲得される画像獲得装置を、この様な画像を処理し貯蔵する他の要素とともに
、含んで良い。これらのシステムにより行なわれる幾つかの処理に従うと、例示的な方法
は、概観画像が第１領域を描いている概観画像を得るか、又は獲得することを、画像軸に
沿い互いに関連されていることにより特徴付けされている詳細画像を得ること又は獲得す
ることともに、含む。ここにおいて、概観画像は第１システム又は第１画像獲得装置を含
んでいる配列を介して得られか又は獲得されて良い。さらに、詳細画像は第２システム又
は第２画像獲得装置を含んでいる配列を介して得られるか又は獲得されて良い。さらには
、獲得された詳細な画像は第１領域の部分集合（sunset）である第２領域を描くことが出
来、これらは画像軸に対して平行な片（strip）に配置されて良く、及び／又はそれらは
第１画像の対応している部分よりもより高い解像度を有して良い。
【００４２】
　詳細な画像に関しては、ここにおいて画像獲得処理（process）の幾つかが、詳細な写
真地図を創出する為に十分な解像度で詳細な画像を獲得することに向けられている。これ
らの詳細な画像及び／又はそれら自身の詳細な画像の獲得に関して、十分な解像度の決定
は、ここにおいて、当業者に良く知られている。このような決定は、例えば、米国特許番
号６，０７８，７０１、６，６９４，０６４、６，９２８，１９４、７，１２７，３４８
そして７，２１５，３６４、及び／又は米国特許出願公開番号２００２／０１６３５８２
Ａ１，２００５／０２６５６３１Ａ１，そして２００７／０１８８６１Ａ１のものと合致
していて、これらの全体は参照によりここに組み込まれている。さらに、ここにおいては
革新の幾つかの概念が比較可能なシステムよりもより高い解像度の詳細な写真地図の創出
のために特に良く適していて、即ち、そこでは、詳細な画像が少なくとも１０ｃｍの地面
－画素解像度（ground-pixel resolution）を有している詳細な写真地図を創出するため
に十分な解像度で獲得されている。革新がここにおいては、より高い高度から高解像度測
量を獲得することを可能にすること、航空交通制御規制（Air Traffic Control restrict
ion）に関連している強い影響（impact）を減少させること、より滑らかな飛行条件を提
供すること、及び／又はパイロット／操作者の作業負荷を減少させること、の１つ又はそ
れ以上の如き上述した可能な利点に合致している。
【００４３】
　概観画像に関しては、ここにおける画像獲得処理の幾つかが、同じ画像地点が正確な束
調節を十分可能にする為の画像の量に獲得されることに特徴付けされている画像間の重複
を有している画像を獲得することに向けられている。他の画像獲得処理はここにおいて、
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同じ特徴が束調節により要求されている如き画像の量に獲得されることに特徴付けされて
いる画像間の重複を有している画像を獲得することに向けられている。さらには、束調節
解（bundle adjustment solution）が、概観画像及び詳細な画像の両方の関数（function
）として引き出されていて良い。
【００４４】
　束調節（bundle adjustment）（例えば、Wolf, Elements of Photogrammetry, 1983及
びManual of Photogrammetry, 3 Edition, American Society of Photogrammetry, 1996
を参照）は、外部オリエンテーション（exterior orientation）として知られている位置
、及び、カメラシステムを使用して地球の（terrestrial），航空の（airborne），又は
空間（space）－支持（-borne）測量の為に取られた個々の写真の為の内部オリエンテー
ション（interior orientation）として知られているカメラ較正（calibration）を精密
に計算する為に使用された公知の数学的取り扱い（mathematical manipulation）である
。
【００４５】
　ここで参照された束調節は同時に、地上地点位置（ground point position）の為の、
そして個々の写真の外部及び内部オリエンテーションの為の評価（estimate）を洗練させ
る。地上地点位置は、個々の写真における特徴として特定されている。束調節の為の要求
は、地上地点が特定されている写真の平均及び最大数を最大にすることである。もしも地
上地点が余りにも少ない写真において特定されていたならば、解（solution）は非常に困
難（rigid）であり、正確さの誤り及び失敗の増大した危機の両方にさらされ、そこでは
正確でなく特定されている地上地点が束解（bundle solution）において使用される。束
調節はまた、異なった姿勢を有している写真、例えば異なった斜め角度を有している又は
異なって向けられている画像、を洗練させる（refine）ことが可能である。
【００４６】
　ここにおいて革新に従うと、縦つなぎされている（cascaded）カメラの使用は、詳細カ
メラによって撮られた写真の内部及び外部オリエンテーションが束調節を介してさらに洗
練されることを許容する。公知の束調節技術を使用することにより、これは、概観カメラ
により獲得された画像中及び詳細カメラにより獲得された画像中に見ることが出来る地上
地点を特定することにより達成されて良い。概観カメラが非常に高度な余分及びそして従
って束調節処理中における正確さを提供するので、これは、詳細カメラにより提供された
限定された量の余分と重複にも係わらず、詳細カメラにより撮影された写真の為の内部及
び外部オリエンテーションを正確に計算する為の基礎として働く。これに関係する利点は
、レンズ焦点距離及び歪曲の如きカメラ内部オリエンテーションパラメータの自己較正（
self-calibration）を可能にするという能力を含み、低コストのプロフェッショナル級レ
ンズを使用することを許容し、そして写真地図写真測量処理（photomap photogrammetry 
process）の自動化を提供する。
【００４７】
　ここにおける革新のさらなる概念は、カメラシステム中のカメラの全部又は複数のシャ
ッターが同時に又は同時に近く引かれることを許容する。この文脈（context）において
、「同時に近く（at near the same time）」は、略１００ミリ秒の所定の安定したプラ
ットフォーム（即ち、飛行（flying），縦揺れ（pitch），偏揺れ（yaw），その他）条件
の期間に関係する。これは、例えば、多数のカメラの内部及び外部オリエンテーション洗
練（refinement）の為の公知の束調節方法を使用することにより、カメラシステムをより
正確に作る（model）ことが出来るので、束調節解（bundle adjustment solution）に対
しより確かさ（rigidity）を提供する。
【００４８】
　図５Ａは、ここにおける革新に関係している或る概念に合致した小型単発航空機５１０
上に設けられている外部ポッド（pod）を含んでいる１つの例示的な実施（implementatio
n）を図示している。今度は図５Ａを参照すると、この発明の１つの特定の実施形態は、
ポッド又は移動可能格納体（removable enclosure）５２０中へカメラシステムの為のカ
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メラを設置することであり、このことが、航空機機体構造（airframe）に対する変更の要
求なしでのセスナ（Cessna）２１０の如き標準的な小型航空機５１０上でカメラシステム
を使用することを可能にしている。図５Ｂは、ここにおける革新に関係している或る概念
に合致した画像獲得システムの例示的な実施（implementation）を図示している。図５Ｂ
中に示されている如く、ポッド又は移動可能格納体（removable enclosure）５２０は、
ここに明らかにされている如く、グループ化され又は配置され、例えば配列され、て良い
、複数の概観／詳細カメラ４１０／４２０を含んでよい。図５Ａ及び５Ｂ中に示されてい
るこれらの如き実施（implementation）は、安定した設置プラットフォームを要求するこ
となく高い正確性を提供し、そして又ＵＡＶ中へのカメラシステムの設置を許容する十分
な重量及び寸法の減少を可能にする。
【００４９】
　図６Ａ－６Ｂは、ここにおける革新に関係している或る概念に合致した、例示的な概観
及び詳細画像の描写（representation）を図示している図である。図６Ａは１つの例示的
な描写（representation）を示しており、ここにおいては複数のカメラが、複数の詳細カ
メラの使用を通じて特定の領域（unique area）中に得られた詳細画像データ６１０の量
を最大にするとともに、同時に、正確な束調節を可能にするよう概観画像６１２間に大き
な重複が存在することを確実にする、よう、構成されている。
【００５０】
　図６Ａの描写（representation）は、例えば、内部及び外部オリエンテーションを獲得
する為に１つの概観カメラ（例えば、その描写（representative）画像６１２，６１６，
６２０，６２４を見よ）、そして、非常に高度に詳細に詳細片（strip）６１０，６１４
，６１８，６２２又は個々の概観写真に副部分（sub-portion）を獲得するよう組織化（o
rganize）された９つのカメラの１つの縦つなぎ（cascade）グループ、を使用することに
より達成されて良い。上に明らかにされている如く、ここにおける革新の概念は、片（st
rip）中において写真間の最少重複を伴い写真が撮られることを許容する、カメラシステ
ムにおけるカメラの強固な（rigid）又は半強固な（semi-rigid）提携（alignment）を含
んでよい。さらに、画像は、飛行線に沿って連続した写真間に重複が存在するのを確実に
するのに十分しばしば取られてよく、そして飛行線（flight line）は、隣接した飛行線
に沿い取られた写真の片（strip）間に重複があることを確実にするよう組織化（organiz
e）されていてよい。正確な束調節を行なう為に大きな重複が要求されている現在のシス
テムとは似ておらず、この革新は継ぎ目のない写真地図の創出を後に行なう為に十分必要
な為だけの、連続した又は隣接した写真片（strip）詳細間に存在する最少量の重複の使
用を可能にする。その結果として、詳細カメラからの写真の片の為に要求されている余分
が現在のシステムよりも大変少なくされ、これが測量時間及びコストを大きく減少させる
。
【００５１】
　さらには、要求される多くの追加の詳細カメラが、天底（nadir）頭上写真地図又は異
なった見る角度（look angle）からの斜め写真地図の如き、特別な視界（view）の為の概
観画像の詳細な副部分を獲得するよう、縦つなぎされている（cascaded）様式で構成され
ていてよい。単一詳細カメラは所望の測量の為に十分な解で副部分を獲得するのに十分な
解を有していないので、特別な眺望の視界（specific view perspective）の為の詳細カ
メラグループが、所望の眺望（perspective）のより広い刈り跡（swath）を獲得するよう
片において組織化（organize）されていてよい。図７Ａ－７Ｂは、ここにおける革新に関
係している或る概念に合致した、さらなる例示的な概観及び詳細画像の描写（representa
tion）を図示している図である。図７Ａは、詳細カメラの３つの縦つなぎされている（ca
scaded）グループを示していて、そこでは５つのカメラ（例えば、画像７３０，７３０Ａ
－Ｅを見よ）が詳細垂直視野を提供し、４つのカメラ（例えば、画像７４０を見よ）が交
互の（alternating）飛行線からの詳細な左及び右斜め視野を提供し、そして３つのカメ
ラ（例えば、画像７５０，７５０Ａ－Ｃを見よ）が交互の（alternating）飛行線からの
詳細な前及び後斜め視野を提供する。図７Ｂはさらなる実施形態を図示していて、そこに
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おいては、交互の方向において飛行線を飛行することにより、例えば斜めカメラの２つの
グループから４つの斜め視野を得ることにより、複数の斜め視野が提供されている。
【００５２】
　図７Ａの描写（representation）はまたもう１つの特徴を図示していて、そこでは、夫
々が異なった姿勢に向けられている複数の外観カメラ７１０，７２０が使用されている。
この例示的な特徴は、写真間の重複の量を非常に増大し、幾つかの飛行線を無くせる（aw
ay）かもしれない画像間の重複を許容する。それ自体（as such）、特徴合わせ解（featu
re matching solution）の余分及び硬さ（rigidity）が画像間で大きく増大されて良い。
さらに、複数の概観カメラの異なった姿勢（pose）での組み合わせは、５００又はそれ以
上の写真上で同じ地面地点が視認され測定されることを可能にしている。これは、３０％
／８０％重複を有している現在の方法と好ましく比較され、５つの写真の平均で１つの地
上地点が獲得される結果となる。
【００５３】
　図６Ｂ及び図７Ｂに戻ると、これらの図は画像間の重複の量を図示している。ここでは
、これら２つの実施（implementation）の如き５０％／９５％に達する重複量は、従来技
術により普通に使用されていた如き３０／８０重複を示している図８Ｂと比較されている
。これらの図の夫々は、測量の間に取られた一連の画像又は画像のグループ、及び測量の
為の以前の及び次の飛行線中の隣接した画像又は画像のグループを示している。大量の余
分は、概観カメラの為の副ピクセル正確さ（sub-pixel accuracy）のために、束調節が写
真内部及び外部位置を正確に洗練させることを許容する。
【００５４】
　図７Ａは、外部及び内部オリエンテーションを獲得する為に２つの概観カメラ７１０，
７２０を使用し、そして、概観天底詳細視野（overview nadir detail view）及び２つの
斜め詳細視野を獲得する為に詳細カメラの３つの縦つなぎされている（cascaded）グルー
プ７３０，７４０，そして７５０を使用する如き、この発明の他の例示的な特徴を図示し
ている。航空機測量が個々の飛行線の為に交互の方向に飛ばされた時、次に２つの斜め視
野が交互の方向になり、結果として４つの全部で４つの斜め詳細画像が概観詳細視野に加
えて獲得される。実際、特別な測量仕事（mission）要求に対しカメラシステムを構成す
る能力は、異なった見る角度（look angle）からの詳細写真地図の同時獲得を同時に可能
にする。図７Ａは、例えば、複数の縦つなぎされている（cascaded）カメラグループと交
互の飛行線の使用との組み合わせを通じて、１つの詳細頭上写真地図及び４つの詳細斜め
者ｈ新地図の製造を許容する。
【００５５】
　詳細カメラの片（strip）を配列又はグループに配置することは、カメラシステムに高
度な実際上のメガピクセル数（virtual megapixel count）を与える。図７Ａと合致して
いる例示的なシステムに関しては、例えば、１つの実施（implementation）が１４のカメ
ラを使用していて、夫々が２１メガピクセル３５ｍｍＤ－ＳＬＲカメラであり、寸法にお
いて幾つかのギガピクセル（gigapixel）の効果的なカメラシステム解像度（resolution
）にしている。この例示的な実施（implementation）においては、１つの概観カメラ７１
０が、後斜め頭上視野を提供する為のもう１つの概観カメラ７２０に連結されている天底
頭上視野（nadir overhead view）を提供する。複数の詳細カメラ７３０の１つの縦つな
ぎされている（cascaded）グループは、第１概観カメラ７１０内に参照された詳細天底測
量画像（detailed nadir survey imagery）を提供する。複数の詳細カメラ７５０のもう
１つの縦つなぎされている（cascaded）グループは、概観カメラ７２０内に参照されてい
る、軌跡に沿った（along track）詳細斜め測量画像を提供する。複数の詳細カメラ７４
０のもう１つの縦つなぎされている（cascaded）グループは、硬い（rigid）カメラシス
テム本体を使用して参照されている及び／又は図７Ｂ中に示されている如き隣接した測量
飛行線からの概観カメラ画像を使用して参照されている、軌跡横断（across track）詳細
斜め測量画像を提供する。
【００５６】
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　図８Ａ－８Ｂは、現在のシステムの典型的な重複条件を示している画像描写（image re
presentation）を図示している図である。図８Ａ－８Ｂは、現在の大きな型式（format）
のカメラ構造の描写（representation）を描いており、ここでは、８１０は単一画像の為
の地上の全写真範囲（coverage）であり、そして８２０は、測量が典型的な３０％／８０
％重複を伴って飛行された時にこの写真に対し特異（unique）である部分を提供している
。それは、斜視の特異な部分は全体の写真領域の非常に小さなパーセンテージ（percenta
ge）のみであり、したがって残りの写真領域は最終的な写真地図要求の期間において余分
である、ことを見ることが出来る。
【００５７】
　詳細カメラにより獲得された写真間の最少にされている重複に関係している、ここにお
ける特徴は、最終的な写真地図における画像の最大の使用の如き利点を有する。これは測
量が、より高い高度及びより少ない回数で飛ばされることを許容する。より高い高度での
航空測量は、忙しい市街領域におけるＡＴＣ（航空交通制御：Air traffic Control）に
対する影響（impact）を低減させ、そして一般的にはより滑らかな飛行条件及びより低い
パイロット／操作者の作業負荷を提供する。より少ない時間での航空測量は測量の為の運
行コストを低減させ、そして、良い天候を伴う時間のより大きな塊を待つよりもむしろ、
天候が良くなるやいなや測量が飛ばされるのを許容する。したがって、上述したのと合致
した革新はまた、不良な天候にも係わらず測量を獲得する傾向を大きく増加させる。
【００５８】
　さらに、概観カメラにより獲得された写真間に重複の高度な量を提供するここにおける
革新の概念は、「自己較正（self-calibration）」、即ち、現在の束調節自己較正（self
-calibration）技術を使用した内部オリエンテーションレンズ及びセンサー（sensor）特
性の正確な作成（modeling）、を提供する。例えば、縦つなぎされている（cascaded）詳
細カメラにより獲得された画像は次には概観写真へと地図にされる（mapped）ので、この
ような自己較正作成（self-calibration modeling）は、詳細カメラの為に、概観カメラ
の為にも同様に、行なうことが出来る。ここにおける革新は正確な自己較正（self-calib
ration）を可能にするので、より高価な工業水準（grade）レンズの使用の要求の代わり
に、低コストＣＯＴＳプロフェッショナル水準レンズをカメラシステムにおいて使用する
ことが出来る。
【００５９】
　ここにおける革新の概念はまた、カメラシステムの為の資本（capital）及び運行コス
トを減少させ、そして全体の複雑さを減少させる、ＩＭＵ，Ｄ－ＧＰＳ，安定したプラッ
トフォーム，又は他の複雑又は高価な付随的（ancillary）システムの使用を許容する。
ここにおける革新のさらに他の利点は、高価なＤ－ＧＰＳ，安定装置（stabilisation）
，又はＩＭＵ付随（ancillary）副システム無しでの、計算されたカメラ位置及び姿勢（p
ose）の正確さの増大を許容する。
【００６０】
　図６Ａ中の詳細画像６１０の片（strip）に関連して歓迎されるのは、ここにおいて革
新がまた、詳細カメラのグループの為の視野の分野の概念が非常に幅広になりしかし非常
に狭くなることに関係している。もしもカメラセンサープラットフォームが視野の分野の
狭い方位（aspect）の方向において十分に急速に縦揺れ（pitch）したならば、それは地
面の詳細画像を無くす可能性がある。ここにおけるシステム及び方法がより高い（そして
、典型的には、より滑らかに）高度で実行されるので、この現象の危険は軽減されている
とはいうものの、この革新はまた、縦揺れ（pitch）における急激な変化を検知する為の
低コストＭＥＭＳ（微小－電子－機械システム：Micro-Electro-Mechanical System）加
速度計の使用を含む。ＭＥＭＳ加速度計は非常に安価であり（これらはエアーバック（ai
r-bag）において使用されている）、多くのＩＭＵ測定器はそれらが規定時間を越えて漂
う（drift overtime）ので適していない。しかしながら、プラットフォームまたは航空機
加速，急激な縦揺れ（pitch），その他を伴うＭＥＭＳ及び関連している画像獲装置の実
施（implementation）は、ここに記載されたシステム及び方法に対し特別な利点を与える
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。ここにおいて革新は、非常に短い期間の縦揺れ（pitch），偏揺れ（yaw）又は横揺れ（
roll）変化を測定する為のＭＥＭＳ加速度計の使用を含み、そして、この情報を使用して
、検知器のプラットフォーム姿勢の急激な変化の間でさへ視野の狭い分野を伴った詳細カ
メラが全ての所望の地面領域を依然として覆うことを確実にするよう、急激な変化のこれ
らの期間に取られるシャッター事象（shutter event）及び写真の数を増加させる。
【００６１】
　最後に、デジタル高低モデル（Digital Elevation Model（DEM））は写真測量における
（photogrammetric）束調節処理からの通常の副産物（by-product）である。ＤＥＭは洪
水及び火事の模型（modelling）の如き適用の為に正しく役立つ、そしてまたＥＲ　Ｍｐ
ｐｅｒ［Ｎｉｘｏｎ，Ｅａｒｔｈ　Ｒｅｓｏｒｃｅ　Ｍａｐｐｉｎｇ，ｗｗｗ．ｅｒｍａ
ｐｐｅｒ．ｃｏｍ］の如き、現在の適用における通常の従来の方法を使用した直前に修正
された（ortho-rectified）写真地図を創出するのにも要求されている。ＤＥＭの全体的
な正確さは、ＤＥＭ自身の為の測定の密度よりも通常はよりさらに重要である。直前の修
正（ortho-rectification）は通常、修正される写真画像よりも１／１０又はそれ以下の
解像度（resolution）であるＤＥＭを使用する。ここにおける革新の概念は、概観カメラ
により獲得された画像間の高い水準の重複を提供する。単一の地上地点（ground point）
は典型的には、現在のカメラシステムにおいて可能であるのよりも巨大な数の写真におい
て見られることが出来る。このようにして、ここにおける革新により提供された地面地点
の観察の余分はまた健全（robust）で正確なＤＥＭの製作物可能にする。
【００６２】
　この記載においては、用語構成要素（term component），モジュール，そして機能（fu
nction）ユニットは、種々の方法で実施される如何なる型式の論理的又は機能的（functi
onal）処理又はブロック（block）に当てはめることが出来る。例えば、種々のブロック
の機能（function）は如何なる他の数のモジュールへと互いに組み合わされることが出来
る。個々のモジュールは、ここにおける革新の機能を実施する為に処理ユニットにより読
まれる実体的記憶媒体（tangible memory）（例えば、ランダムアクセスメモリー（rando
m access memory），リードオンリーメモリー（read only memory），ＣＤ－ＲＯＭメモ
リー，ハードディスクドライブ（hard disk drive）上に貯蔵されたソフトウエアプログ
ラムとして実行されることが出来る。
【００６３】
　ここに述べられている如く、この発明の実施形態及び特徴は、コンピュータハードウエ
ア（computer-hardware），ソフトウエアー（software）及び／又はファームウエアー（f
irmware）を介して実施されることが出来る。例えば、ここに開示されているシステム及
び方法は、例えば、データベース（database），デジタルエレクトロニック回路（digita
l electronic circuitry），コンピュータ読み出し可能媒体（computer-readable media
），ファームウエアー（firmware），ソフトウエアー（software），またはこれらの要素
の組み合わせもまた含むことが出来るコンピュータの如き、データ処理装置（data proce
ssor）を含んでいる種々の形態で具体化されて良い。さらには、記載された実施の幾つか
はソフトウエアー（software）の如き構成要素を記載しているが、ここにおける革新に合
致したシステム又は方法はハードウエア（hardware），ソフトウエアー（software）及び
／又はファームウエアー（firmware）の如何なる組み合わせで実施されて良い。さらに、
上述した特徴及びここにおける革新の他の概念及び原理は種々の環境において実施してよ
い。このような環境及び関係している適用は、この発明に従っている種々の処理及び操作
を達成する為に特に構成されていて良く、或いは、それらは必要な機能を提供する為にコ
ード（code）により選択的に動作されるか又は再構成される汎用コンピュータ又はコンピ
ューティングプラットフォーム（computing platform）を含んでよい。ここに開示されて
いる処理（process）は如何なる特定のコンピュータ，ネットワーク，構造（architectur
e），環境又は他の装置に本質的に（inherently）係わっておらず、そして、ハードウエ
ア（hardware），ソフトウエアー（software）及び／又はファームウエアー（firmware）
の適切な組み合わせにより実施されて（implemented）良い。例えば、種々の汎用機械を
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この発明の教えに従って書かれたプログラムにより使用してよいし、或いは、所望の方法
及び技術を行うよう特別な装置又はシステムを構成してより便利にしてよい。
【００６４】
　ここに記載された方法及びシステムの概念は、フィールドプログラマブルゲートアレイ
（field programmable gate array（「FPGA」）），プログラマブルアレイロジック（pro
grammable array logic（「PAL」））装置，電気的プログラマブルロジックアンドメモリ
ー装置（electrically programmable logic and memory device），そしてスタンダード
セルベース装置（standard cell-based device）の如きプログラマブルロジック装置（pr
ogrammable logic device（「PLD」））を、適用特別集積回路（application specific i
ntegrated circuit）も同様に、含む、種々の回路（circuitry）の如何なるものに機能的
にプログラムされたものとして実施されて（implemented）良い。実施（implementing）
概念の為の幾つかの他の可能性は：記憶装置，（ＥＥＰＲＯＭの如き）メモリー付きマイ
クロコントローラ（microcontroller），埋設マイクロコントローラ（embeded microcont
roller），ファームウエアー（firmware），ソフトウエアー（software），その他を含む
。さらには、概念は、ソフトウエアーベースサーキットエムュレーション（software-bas
ed circuit emulation），ディスクリートロジック（discrete logic）（連続的な（sequ
ential）及び組み合わせ的な（combinatorial）），カスタム装置（custom device），フ
ァジィー（fuzzy）（神経系（neural））ロジック，クァンタム装置（quantum），そして
上述した型式の如何なるものの混成（hybrid）を有しているマイクロプロセッサー（micr
oprocessor）中に組み込まれ（embodied）て良い。基礎をなす装置（underlying device
）技術は、例えば、補足的なメタル－オキシドセミコンダクター（「ＣＭＯＳ」）（comp
lementary metal-oxide semiconductor）に似たメタル－オキシドセミコンダクターフィ
ールド－エフェクトトランジスター（「ＭＯＳＦＥＴ」）（metal-oxide semiconductor 
field-effect transistor））技術，エミッター連結ロジック（「ＥＣＬ」）（emitter-c
oupled logic）に似たバイポーラ技術（bipolar technology），ポリマーテクノロジー（
polymer technology）（例えば、シリコン接合ポリマー（silicon-conjugated polymer）
及びメタル接合ポリーマー－金属構造（metal-conjugated polymer-metal structure））
，混合アナログ及びデジタル（mixed analog and digital）等の、種々の構成要素型によ
り提供されて良い。
【００６５】
　ここに開示されている種々の機能は、ハードウエア（hardware），ファームウエアー（
firmware），及び／又はデータ（data），及び／又は、種々の機械読み取り可能又はコン
ピュータ読み取り可能媒体中に取り込まれた指示の如何なる数の組み合わせを使用して記
載されて良く、上記指示は、１つ又はそれ以上のプロセッサー（processor）に、ここに
明らかにされている機能，特徴及び／又は概念、明確には、例示的であり限定するもので
はないが、それらの行動に関する（behavioral），レジスタートランスファー（register
 transfer），ロジックコンポーネント（logic component），及び／又は他の特性、を実
行（execute）及び／又はその他に実施（implement）させるようにするよう適用されてい
る指示（instruction）を含んでいるコンピュータ読み取り可能／実行可能（executable
）指示を含んでいる１つ又はそれ以上のコンピュータ読み取り可能媒体（media）を介し
ての如く、種々の機械読み取り可能又はコンピュータ読み取り可能媒体中に取り込まれ
ている。この様なフォーマットされているデータ及び／または指示が取り込まれていてよ
いコンピュータ読み込み可能媒体は、それに限定されるのではないが、種々の形態の非揮
発性（non-volatile）記憶媒体（例えば、光学的，磁性的，又は半導体記憶媒体）及び、
無線，光学的，又は有線信号送信媒体（signaling media）又はこれらの如何なる組み合
わせを介してこの様なフォーマットされているデータ及び／または指示を搬送するのに使
用されて良い搬送波（carrier wave）を含む。搬送波（carrier wave）によるこの様なフ
ォーマットされているデータ及び／または指示の搬送の例は、それに限定されるのではな
いが、１つ又はそれ以上のデータ搬送プロトコール（data transfer protocol）（例えば
、ＨＴＴＰ，ＦＴＰ，ＳＭＴＰ等）を介してインターネット及び／又は他のコンピュータ
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ネットワーク上での搬送（アップロード（upload），ダウンロード（download），ｅ－メ
イル（e-mail），その他）を含む。
【００６６】
　文脈（context）は、明細書の記載及び特許請求の範囲を通して、他には明確に要求し
ていないが、用語「備える（comprising）」，「備えている（comprising）」そして同様
な用語は閉鎖的（exclusive）又は徹底的（exhaustive）な文章とは対向している包含し
ている（inclusive）文章として解釈され；即ち、「含んでいるが、それに限定されない
（including, but not limited to）」の意味である。単数又は複数を使用した言葉もま
た、複数又は単数を夫々含む。さらに、用語「ここにおいては（herein）」、「以下では
（hereunder）」、「上方（above）」、「下方（below）」、そして同様な用語は、この
出願の全体を参照して解釈し、この出願のいかなる特別な部分を参照して解釈されない。
用語「又は（or）」は２つ又はそれ以上の対象（item）のリストを参照して使用された時
、その用語は用語の以下の解釈の全てに該当する：リスト中の対象のいずれか、リスト中
の対称の全て、そしてリスト中の対象の如何なる組み合わせ。
【００６７】
　前述した記載は説明することを意図されていて、この発明の範囲を限定することを意図
されておらず、この発明は添付の特許請求の範囲により規定されている。他の実施形態は
以下の特許請求の範囲内である。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月9日(2011.6.9)
【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】
　ａ．概観画像軸に沿い互いに関連付けられていて概観領域を描く概観画像の片を獲得す
ること；そして、
　ｂ．詳細画像軸に沿い互いに関連付けられていて詳細領域を描く詳細画像の片を獲得す
ること；
　を備えていて、
　詳細領域は、
　ｉ．概観領域の部分集合であり；そして、
　ｉｉ．詳細写真地図を創出するのに十分な、概観画像の対応している部分よりも高い解
像度を有している、
　１つ又はそれ以上の移動しているプラットフォームから画像を獲得する方法。
【請求項２】
　概観画像軸に沿う又は概観画像軸に対し実質的に平行な連続して重複している片中の概
観画像を獲得することを含んでいる、請求項１の方法。
【請求項３】
　詳細画像軸に沿う又は詳細画像軸に対し実質的に平行な連続して重複している片中の詳
細画像を獲得することを含んでいる、請求項１の方法。
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【請求項４】
　少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を創出するのに
十分な解像度で詳細画像を獲得することを含んでいる、請求項１乃至３のいずれかの方法
。
【請求項５】
　正確な束調整を可能にするのに十分な量の重複している概観画像中に共通の地面地点を
獲得することを含んでいる、請求項２及び４のいずれかの方法。
【請求項６】
　少なくとも略３０乃至略５００の概観画像上に見ることが出来るとともに測定可能であ
る共通の地面地点を獲得することを含んでいる、請求項５の方法。
【請求項７】
　概観画像軸に沿いそして概観画像軸に対し実質的に平行な連続して重複している概観画
像を獲得すること、そして：
　ａ．前記軸に沿う又は前記軸に対し実質的に平行な片中の隣接している概観画像の間の
略９４％乃至略９９％の間の前方重複；及び／又は
　ｂ．前記軸に対し横断する概観画像の実質的に平行な片間の略４５％乃至略６５％の間
の側方重複、
　を有すること、を含んでいる、請求項１乃至６のいずれかの方法。
【請求項８】
　ａ．詳細画像軸に沿う又は詳細画像軸に対し実質的に平行な片中の隣接している詳細画
像の間に０％よりも大きく略１０％までの前方重複；及び／又は、
　ｂ．詳細画像軸に対し横断する詳細画像の実質的に平行な片の間に０％よりも大きく１
０％までの側方重複、
　を有する詳細画像を獲得すること、を含んでいる、請求項１乃至７のいずれかの方法。
【請求項９】
　詳細画像軸及び／又は概観画像軸が、プラットフォームの移動の方向に実質的に対応し
ている、請求項１乃至８のいずれかの方法。
【請求項１０】
　獲得された概観及び／又は詳細画像の中の決定された空間及び／又は位置情報の関数と
して画像獲得装置の内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算すること
をさらに備えている、請求項１乃至９のいずれかの方法。
【請求項１１】
　概観及び詳細画像の中の空間及び／又は位置関係に対応しているデータを使用して、
　ａ．そこから画像が得られる画像獲得装置；
　ｂ．そこから画像が得られる画像獲得装置の配列；及び／又は
　ｃ．全体としての画像獲得システム；
　の一つ又はそれ以上のオリエンテーションを調節することをさらに備えている、請求項
１乃至１０のいずれかの方法。
【請求項１２】
　１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含んでいる、複
数の異なった視野の為の画像を獲得することをさらに備えている、請求項１乃至１１のい
ずれかの方法。
【請求項１３】
　ａ．天底視野詳細画像を獲得する第１の副配列；
　ｂ．第１斜め視野詳細画像を獲得する第２の副配列；そして、
　ｃ．第２斜め視野詳細画像を獲得する第３の副配列を備えている詳細システムにより詳
細画像を獲得することを含んでいる、請求項１乃至１２のいずれかの方法。
【請求項１４】
　ａ．概観軸に沿い互いに関連されている概観画像を獲得し概観領域を描くよう構成され
ている１つ又はそれ以上の概観画像獲得装置を備えている、概観システム；そして、
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　ｂ．詳細軸に沿い互いに関連されている詳細画像を獲得し概観画像領域内に詳細領域を
描くよう構成されている複数の詳細画像獲得装置を備えている、詳細システム；
　を備えていて、
　そして、
　ここにおいては、概観画像獲得装置及び詳細画像獲得装置は、内部オリエンテーション
情報及び外部オリエンテーション情報が概観及び詳細画像の分析から決定されて良いよう
構成及び／又は位置されている、
　移動画像獲得システム。
【請求項１５】
　詳細画像が、少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を
創出するのに十分な解像度で獲得される、請求項１４のシステム。
【請求項１６】
　画像獲得装置がカメラである、請求項１４乃至１５のいずれかのシステム。
【請求項１７】
　画像獲得装置が、修理，交換及び／又はアップグレードの為に個々に移動可能に設けら
れているいつでも買えるデジタルカメラである、請求項１４乃至１６のいずれかのシステ
ム。
【請求項１８】
　詳細画像獲得装置の１つ又はそれ以上が、
　ａ．個々の詳細片が隣接している詳細片と重複するよう配置され；そして
　ｂ．概観画像の対応している部分よりより高い解像度を有している、
　詳細画像を獲得するよう構成されている、請求項１４乃至１７のいずれかのシステム。
【請求項１９】
　詳細画像獲得装置が、隣接している詳細画像の間に０％よりも大きく略１０％までの前
方重複を有している詳細画像の片を獲得するよう構成されている、請求項１４乃至１８の
いずれかのシステム。
【請求項２０】
　概観画像獲得装置が、隣接している概観画像の間に略９４％と略９９％との間の前方重
複を有して、概観画像軸に沿い概観画像の片を獲得するよう構成されている、請求項１４
乃至１９のいずれかのシステム。
【請求項２１】
　画像獲得装置が、隣接している概観画像の間に略９８％と略９９％との間の前方重複を
伴って概観画像を獲得するよう構成されている、請求項２０のシステム。
【請求項２２】
　概観システム及び詳細システムが、移動プラットフォーム上に設けられるよう適合され
ている１つ又はそれ以上の構造上に設けられている、請求項１３乃至２１のいずれかのシ
ステム。
【請求項２３】
　システムが、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含
んでいる、複数の異なった視野に対応している画像を獲得するよう構成されている、請求
項１３乃至２２のいずれかのシステム。
【請求項２４】
　詳細システムが、
　ａ．天底視野詳細画像を獲得する為の詳細画像獲得装置の第１の副配列；
　ｂ．第１斜め視野詳細画像を獲得する為の詳細画像獲得装置の第２の副配列、そして
　ｃ．第２斜め視野詳細画像を獲得する為の詳細画像獲得装置の第３の副配列、
　を備えている、請求項１３乃至２３のいずれかのシステム。
【請求項２５】
　ａ．装置からの画像データを圧縮する、個々の画像獲得装置中の処理構成要素；そして
　ｂ．その装置の為の圧縮された画像データを貯蔵するよう構成されている、個々の画像
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獲得装置中の半導体データ貯蔵庫、
　をさらに備えている、請求項１３乃至２４のいずれかのシステム。
【請求項２６】
　概観及び詳細画像獲得装置が、束調整を可能にするのに十分な重複を概観及び詳細画像
の中に有している概観及び詳細画像を獲得するよう構成及び／又は配置されている、請求
項１３乃至２５のいずれかのシステム。
【請求項２７】
　概観及び詳細画像獲得システムが、小型又はＵＡＶ航空機上に設けられるのに十分小さ
い寸法の１つ又はそれ以上の外部設置可能構造中又は上に固定されている、請求項１３乃
至２６のいずれかのシステム。
【請求項２８】
　概観及び詳細画像獲得システムの一方又は両方が、個々の画像獲得装置がもう１つの画
像獲得装置と交換可能であることができるような移動可能設置システムを含む、請求項１
３乃至２７のいずれかのシステム。
【請求項２９】
　詳細画像獲得システムが小型又はＵＡＶ航空機上に配置されていて、そして詳細画像獲
得装置が航空機の飛行線に対し実質的に対応している片中に詳細画像を獲得する、請求項
１３乃至２８のいずれかのシステム。
【請求項３０】
　概観画像獲得装置により取られた複数の画像内に収納された地上特徴観察の数を最大に
するよう複数の概観画像獲得装置が異なった姿勢に配置されていて、これにより正確な写
真測量束調節解を抽出するのに十分なデータを提供する、請求項１３乃至２９のいずれか
のシステム。
【請求項３１】
　詳細画像獲得システムが概観画像内における領域の片形状副部分を獲得するように３と
１５との間の詳細画像獲得装置を含む、請求項１３乃至３０のいずれかのシステム。
【請求項３２】
　ａ．閾値よりも上の概観システム又は詳細システムの動きをＭＥＭＳ加速度計を介して
検知すること；そして
　ｂ．検知された動きの関数として画像獲得の割合を増加させること、
　をさらに備えている、請求項１乃至１３のいずれかの方法。
【請求項３３】
　実質的に同時に存在する概観及び詳細画像の一揃いを獲得するよう画像獲得装置を構成
することをさらに備えている、請求項１乃至１３又は３２のいずれかの方法。
【請求項３４】
　ａ．閾値よりも上の概観システム及び／又は詳細システムの動きをＭＥＭＳ加速度計に
より検知すること；そして
　ｂ．検知された動きの関数として画像獲得の割合を増加させること、
　をさらに備えている、請求項１乃至１３，３２又は３３のいずれかの方法。
【請求項３５】
　１つ又はそれ以上の処理装置に請求項１乃至１３そして３２乃至３３のいずれか及び／
又はここに明らかにされている他の特徴又は概念の機能を実行及び／又は実施させるよう
適用されている指示を含んでいる、コンピュータ読み取り可能及び／又は実行可能指示を
包含している１つ又はそれ以上のコンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項３６】
　ａ．１つ又はそれ以上の画像獲得装置の内部及び外部オリエンテーションを計算するの
に十分な概観データを提供する概観画像を獲得する構成された１つ又はそれ以上の概観画
像獲得装置から成る概観システム：そして
　ｂ．０％よりも大きく略１０％までの、隣接した詳細画像の間の重複を伴い詳細画像を
獲得するよう構成されている複数の詳細画像獲得装置から成る詳細システム；
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　を備えていて、
　ここにおいては、画像獲得装置の内部オリエンテーション情報及び外部オリエンテーシ
ョン情報が概観及び詳細画像から得られた視野情報の相互に関係した分野から決定される
よう、概観システムの１つ又はそれ以上の画像獲得装置が詳細システム中の画像獲得装置
と関係して位置決めされている、
　空中又は空間－支持測量を介し画像を獲得するシステム。
【請求項３７】
　処理構成要素及びデータ貯蔵庫が、離れた処理装置へ画像信号又は他の画像獲得装置事
象又は状況信号データを搬送するという如何なる要求無しでの、空中又は空間－支持プラ
ットフォーム上での画像獲得を可能にするよう構成されている、請求項２５のシステム。
【請求項３８】
　概観領域の少なくとも１つの概観画像を、時間の第１の瞬間で、獲得するよう構成され
ている第１の撮像装置を備えている第１の画像獲得副システムと；そして、
　概観領域の少なくとも一部分の少なくとも１つの詳細画像を、時間の第１の瞬間と実質
的に同時に、獲得するよう構成されている第２の撮像装置を備えている第２の画像獲得副
システムと、
　を備えており、
　第１及び第２の画像獲得副システムは、複数の概観画像が複数の概観画像中の画像要素
の概観重複となり、複数の詳細画像が複数の詳細画像中の画像要素の詳細重複となるよう
構成されている、
　画像獲得システム。
【請求項３９】
　第１の画像獲得副システムが、複数の概観画像を獲得するよう配置されている複数の撮
像装置を含んでいる、請求項３８の画像獲得システム。
【請求項４０】
　複数の撮像装置が、複数の概観画像を実質的に同時に獲得するよう配置されている、請
求項３９の画像獲得システム。
【請求項４１】
　複数の撮像装置が、複数の概観画像を獲得するよう隣接して配置されている、請求項３
９の画像獲得システム。
【請求項４２】
　第１及び第２の画像獲得副システムが、互いに接近して配置されている、請求項３８の
画像獲得システム。
【請求項４３】
　重複が、画像要素が複数の画像において現れる程度を提供している、請求項３８の画像
獲得システム。
【請求項４４】
　画像要素が、少なくとも１つの概観画像及び少なくとも１つの詳細画像中に獲得された
領域に対応している１つ又はそれ以上の特定可能な特徴，領域，又は模様を含む、請求項
４３の画像獲得システム。
【請求項４５】
　概観重複が１０以上である、請求項３８の画像獲得システム。
【請求項４６】
　詳細重複が１０以下又は１０である、請求項３８の画像獲得システム。
【請求項４７】
　第１の地面解像度で概観領域の少なくとも１つの概観画像を、時間の第１の瞬間で、獲
得するよう構成されている第１の撮像装置を備えている第１の画像獲得副システムと；そ
して、
　概観領域の少なくとも一部分の少なくとも１つの詳細画像を、時間の第１の瞬間と実質
的に同時に、獲得するよう構成されている第２の撮像装置を備えている第２の画像獲得副
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システムと、
　を備えており、
　少なくとも１つの詳細画像が第１の地面解像度よりも高い第２の地面解像度である、
　画像獲得システム。
【請求項４８】
　第１及び第２の画像獲得副システムが、複数の概観画像が複数の概観画像中の画像要素
の重複となり、複数の詳細画像が複数の詳細画像中の画像要素の重複となるよう構成され
ている、請求項４７の画像獲得システム。
【請求項４９】
　第１の画像獲得副システムが、１つ又はそれ以上の概観領域の複数の概観画像を獲得す
るよう配置されている複数の撮像装置を含んでいる、請求項４７の画像獲得システム。
【請求項５０】
　複数の撮像装置が、複数の概観画像を実質的に同時に獲得するよう配置されている、請
求項４９の画像獲得システム。
【請求項５１】
　複数の撮像装置が、複数の概観画像を獲得するよう隣接して配置されている、請求項４
９の画像獲得システム。
【請求項５２】
　第１の複数の撮像装置が、複数の概観画像を獲得するよう縦つなぎに配置されている、
請求項４９の画像獲得システム。
【請求項５３】
　第２の画像獲得副システムが、１つ又はそれ以上の詳細領域の複数の詳細画像を獲得す
るよう配置されている複数の撮像装置を含んでいる、請求項４７の画像獲得システム。
【請求項５４】
　複数の撮像装置が、複数の詳細画像を実質的に同時に獲得するよう配置されている、請
求項５３の画像獲得システム。
【請求項５５】
　第２の複数の撮像装置が、複数の詳細画像を獲得するよう隣接して配置されている、請
求項５３の画像獲得システム。
【請求項５６】
　複数の撮像装置が、複数の詳細画像を獲得するよう縦つなぎに配置されている、請求項
５３の方法。
【請求項５７】
　第１及び第２の画像獲得副システムが、互いに隣接して配置されている、請求項４７の
画像獲得システム。
【請求項５８】
　第１及び第２の画像獲得副システムが、航空機中又は航空機上に設けられている、請求
項４７の画像獲得システム。
【請求項５９】
　第１及び第２の画像獲得副システムが、航空機上のハウジング内に配置されている、請
求項５８の画像獲得システム。
【請求項６０】
　ハウジングが、航空機に対し取り外し可能に取り付けられている、請求項５９の画像獲
得システム。
【請求項６１】
　少なくとも１つの第２の撮像装置がデジタルカメラである、請求項４７のシステム。
【請求項６２】
　少なくとも１つの第２の撮像装置がＣＭＯＳセンサーである、請求項４７のシステム。
【請求項６３】
　少なくとも１つの第２の撮像装置が、押し―箒（push broom）センサーである、請求項
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４７のシステム。
【請求項６４】
　少なくとも１つの第２の撮像装置が、ウィスク―箒（whisk broom）センサーである、
請求項４７の画像獲得システム。
【請求項６５】
　概観画像が第１の画像獲得副システム中に局部的に貯蔵されている、請求項４７のシス
テム。
【請求項６６】
　詳細画像が第２の画像獲得副システム中に局部的に貯蔵されている、請求項４７のシス
テム。
【請求項６７】
　（ａ）．第１の画像獲得副システムにより、概観領域の第１の概観画像を第１の地面解
像度で獲得すること；そして、
　（ｂ）．第２の画像獲得副システムにより、第１の概観画像の獲得と実質的に同時に、
概観領域の少なくとも一部分の第１の詳細画像を第１の地面解像度よりも高い第２の地面
解像度で獲得すること、
　を備えている、画像獲得方法。
【請求項６８】
　（ｃ）．第１軸に沿い第１及び第２の画像獲得副システムを平行移動させること；
　（ｄ）．第１の画像獲得副システムにより、第１の地面解像度で第２の概観領域の第２
の概観画像を獲得し、第１及び第２の概観画像が互いに関する少なくとも１つの重複概観
部分を有していること；そして、
　（ｅ）．第２の画像獲得副システムにより、第２の詳細画像を第２の地面解像度で獲得
し、第１及び第２の概観画像が、第１及び第２の概観画像の重複概観部分よりも実質的に
小さな互いに関する少なくとも１つの重複詳細部分を有していること、
　をさらに備えている、請求項６７の方法。
【請求項６９】
　重複概観部分及び重複詳細部分の少なくとも１つは、第１及び第２の概観画像に関する
概観重複となり、そして、第１及び第２の詳細画像に関する詳細重複となる、請求項６８
の方法。
【請求項７０】
　重複は、画像要素が複数の画像中に現れる程度である、請求項６９の方法。
【請求項７１】
　画像要素は、概観画像及び少なくとも１つの詳細画像中に獲得された領域に対応してい
る１つ又はそれ以上の特定可能な特徴，領域，または模様を含む、請求項７０の方法。
【請求項７２】
　概観画像重複が１０よりも大きい、請求項６９の方法。
【請求項７３】
　詳細重複が１０以下又は１０と等しい、請求項６９の方法。
【請求項７４】
　概観画像重複が１０よりも大きく、そして、詳細重複が１０以下又は１０と等しい、請
求項６９の方法。
【請求項７５】
　第１軸に沿った少なくとも１つの重複概観部分が、第１及び第２の概観画像の１つの領
域の５０％以上又は５０％に等しい、請求項６８の方法。
【請求項７６】
　第１軸に沿った少なくとも１つの重複詳細部分が、第１及び第２の詳細画像の１つの領
域の２０％以下又は２０％に等しい、請求項６８の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　前述した記載は説明することを意図されていて、この発明の範囲を限定することを意図
されておらず、この発明は添付の特許請求の範囲により規定されている。他の実施形態は
以下の記載の範囲内である。
　　１．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域
を描く概観画像を獲得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　２．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域
を描く概観画像を獲得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて詳細画像は少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細
写真地図を創出するのに十分な解像度を伴って獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　３．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域
を描く概観画像を獲得するか又は取得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて詳細画像の獲得は、小型又はＵＡＶ航空機及び小型又はＵＡＶ航空機の飛
行線に対応している詳細画像の片から生じ；
　ここにおいて詳細画像は少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細
写真地図を創出するのに十分な解像度を伴って獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　４．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域
を描く概観画像を獲得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
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れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて概観画像は、同じ画像地点が正確な束調節を可能にするのに十分な量の画
像内に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　５．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１領域
を描く概観画像を獲得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて概観画像は、同じ画像特徴が束調節により要求されている如き複数の画像
内に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されていて；そして
　ここにおいて詳細画像は少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細
写真地図を創出するのに十分な解像度を伴って獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　６．第１システムの１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置に対応していて、第１領
域を描く概観画像を取得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて概観画像は、同じ画像地点が正確な束調節を可能にするのに十分な量の画
像内に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されていて；
　ここにおいて詳細画像は、側方写真視野が、詳細画像軸の側方に隣接して重複した詳細
画像の領域との重複が、略０％と略１０％との間であるように獲得され；そして、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　７．第１システムの１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置に対応していて、第１領
域を描く概観画像を取得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は、第１領域の部分集合であり第１画像の対応している部分より
も高い解像度を有している第２領域を描いていて、
　ここにおいて概観画像は、同じ画像地点が正確な束調節を可能にするのに十分な量の画
像内に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されていて；
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　ここにおいて詳細画像の中の側方写真視野重複が、略０％と略１０％との間であり；そ
して、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　８．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１軸に
沿い互いに関連付けられていることを特徴としていて第１領域を描く概観画像を獲得し；
そして、
　複数の第２画像獲得装置を含む第２システムを介して、第２軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としていて第１領域の部分集合であり第１画像の対応している部分よ
りも高い解像度を有している第２領域を描いている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて概観画像は、正確な束調節を可能にするのに十分な画像間の重複を伴って
獲得されていて；そして、
　詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　９．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、１つの概
観軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としていて第１領域を描く概観画像を獲
得し；そして、
　複数の第２画像獲得装置を含む第２システムを介して、１つの詳細軸に沿い互いに関連
付けられていることを特徴としていて第１領域の部分集合であり第１画像の対応している
部分よりも高い解像度を有している第２領域を描いている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて獲得された概観画像が、第１軸の側方に隣接している画像と略４５％と略
６５％との間の側方重複余分を、第１軸の長手方向に隣接している画像と略９４％と略９
９％との間の前方重複余分とともに、有しており；そして、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　１０．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、１つの
概観軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としていて第１領域を描く概観画像を
獲得し；そして、
　複数の第２画像獲得装置を含む第２システムを介して、１つの詳細軸に沿い互いに関連
付けられていることを特徴としていて第１領域の部分集合であり第１画像の対応している
部分よりも高い解像度を有している第２領域を描いている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて概観画像は、同じ画像化されている地点が略３０以上で略１００以下であ
る量の概観画像に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されてい
て；そして、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　１１．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、１つの
概観軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としていて第１領域を描く概観画像を
獲得し；そして、
　複数の第２画像獲得装置を含む第２システムを介して、１つの詳細軸に沿い互いに関連
付けられていることを特徴としていて第１領域の部分集合であり第１画像の対応している
部分よりも高い解像度を有している第２領域を描いている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて概観画像は、画像化されている地点が平均で略４０乃至略６０の概観画像
に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されていて；そして、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
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　　１２．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、１つの
概観軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としていて第１領域を描く概観画像を
獲得し；そして、
　複数の第２画像獲得装置を含む第２システムを介して、第１領域の部分集合であり第１
画像の対応している部分よりも高い解像度を有している第２領域を描いている詳細画像を
獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて概観画像は、概観画像上において束調節を計算するのに要求されている重
複よりも大きいか等しい画像間の重複を有して獲得されていて；
　ここにおいて第２画像獲得装置の中の写真視野重複が略０％と略１０％との間であり；
そして、
　ここにおいて詳細画像は詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　１３．個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラープ
ラットフォームに移動可能に設置することをさらに備えている、前記項目１又は他の前記
項目／ここにおける革新の方法。
　　１４．個々の画像獲得装置が、修理，交換及び／又はアップグレードの為に個々に移
動されて良いいつでも買えるカメラである、前記項目１３の方法。
　　１５．概観画像及び／又は詳細画像の一方又は両方を含む、獲得された画像の中の決
定された空間の／位置の情報として画像獲得装置の内部オリエンテーション及び外部オリ
エンテーションを計算する、ことをさらに備えている、前記項目１又は他の前記項目／こ
こにおける革新の方法。
　　１６．概観画像及び詳細画像の中の空間の／位置の関係に対応しているデータを使用
して、１つ又はそれ以上のそれから画像が得られるカメラのオリエンテーション，それか
ら画像が得られるカメラの配列，及び／又は全体としてのカメラシステムの調節を調節す
る、ことをさらに備えている、前記項目１又は他の前記項目／ここにおける革新の方法。
　　１７．重複余分が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％と略６０％との間
の側方重複余分であり、また、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９５％と略９
９％との間の前方重複余分である、前記項目１６の方法。
　　１８．重複余分が、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％と
の間の前方重複余分である、前記項目１７の方法。
　　１９．概観画像が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％の側方重複余分で
あり、また、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９９％の前方重複余分である、
重複余分を有している、前記項目１７の方法。
　　２０．１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含んで
いる、複数の異なった視野に対応している画像を得ること、をさらに備えている、前記項
目１又は他の前記項目／ここにおける革新の方法。
　　２１．概観地図を創出する為に概観画像を処理することをさらに備えていて、ここに
おいては、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に概観画像
上で行なわれる処理の第１の量が概観地図を創出する為に概観画像上で行なわれる処理の
第２の量よりも大きい、前記項目１又は他の前記項目／ここにおける革新の方法。
　　２２．概観画像によりデジタル高低モデルを創出することをさらに備えていて；
　ここにおいて個々の写真内に現れた特徴特定がより高度な正確さ及び／又は健全さを提
供するよう最大にされていて；そして、
　ここにおいては、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に
概観画像上で行なわれる処理の第１の量がデジタル高低モデルを創出する為に概観画像上
で行なわれる処理の第２の量よりも大きい、前記項目１又は他の前記項目／ここにおける
革新の方法。
　　２３．そこから画像が得られる個々のカメラの，そこから画像が得られるカメラの配
列の，及び／又は全体としてのカメラシステムの、内部オリエンテーション及び外部オリ
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エンテーションを洗練することをさらに備えていて；
　ここにおいては、詳細な写真地図を得る為に詳細画像上で行なわれる処理の第１の量が
内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを洗練させる為に詳細画像上で行な
われる処理の第２の量よりも大きい、前記項目１又は他の前記項目／ここにおける革新の
方法。
　　２４．概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい
寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムから取得可能／獲得
可能である、前記項目１又は他の前記項目／ここにおける革新の方法。
　　２５．概観画像が、１つ又はそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システム又はプ
ラットフォームを介して取得され／獲得され、そして、詳細画像が、複数の第２画像獲得
装置を含む第２システム又はプラットフォームを介して取得され／獲得される、前記項目
１又は他の前記項目／ここにおける革新の方法。
　　２６．画像獲得装置が、同時に又は同時に近く、画像を全て獲得するよう構成されて
いる、前記項目２５の方法。
　　２７．個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮し；そして、
　画像獲得装置向けの半導体データ貯蔵庫を使用して個々の画像獲得装置に関し平行に画
像データを貯蔵する、
　ことをさらに備えている、前記項目２５の方法。
　　２８．圧縮及び貯蔵工程の実施が、離れた処理装置又は飛行／制御処理装置へ写真画
像信号データ又は他のカメラ事象（event）又は状況信号（state signal）データの搬送
の如何なる要求無しでの、空中又は空間－支持プラットフォーム上での画像獲得の操作を
可能にしている、前記項目２７の方法。
　　２９．概観画像及び／又は詳細画像の一方又は両方を獲得する画像獲得装置から離れ
ている画像処理システムへと画像データバック（image data back）を搬送し；そして、
　離れた画像処理システムに対応しているデータ貯蔵庫に画像データを貯蔵する、
　ことをさらに備えている、前記項目１又は他の前記項目／ここにおける革新の方法。
　　３０．第１システム又は第２システムの一方又は両方が、画像獲得装置を異なった画
像獲得装置と交換可能であることが出来るような移動可能設置システムを含むよう構成さ
れている、前記項目２５の方法。
　　３１．閾値よりも上の第１システム又は第２システムの動きをＭＥＭＳ加速度計を介
して検知し；そして、
　検知された動きの関数（function）として画像獲得の割合を増加させる、
　ことをさらに備えている、前記項目２５の方法。
　　３２．複数の画像内に収納された地上特徴観察の量を最大にするよう複数の概観画像
獲得装置を異なった姿勢に向けることをさらに備えていて、これにより後の処理の間にお
ける正確な写真測量束調節の抽出（extraction）を可能にしている、前記項目２５の方法
。
　　３３．概観画像の片形状副部分を獲得する略９の２次（second）画像獲得装置を含ん
でいる第２システムを介して詳細画像獲得が行なわれる、前記項目１又は他の前記項目／
ここにおける革新の方法。
　　３４．垂直視野を提供する略５つの装置，左斜め視野及び右斜め視野を提供する略４
つの装置，そして交互の画像連続（sequential）（飛行）線からの前斜め視野及び後斜め
視野を提供する略３つの装置から構成された略１２の２次（second）画像獲得装置を含ん
でいる第２システムを介して詳細画像獲得が行なわれる、前記項目１又は他の前記項目／
ここにおける革新の方法。
　　３５．２次（second）画像獲得装置の略３つの副配列を含んでいる第２システムを介
して詳細画像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得
し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細
視野画像を獲得する、前記項目１又は他の前記項目／ここにおける革新の方法。
　　３６．第１システムの１つまたはそれ以上の第１カメラを備えていて、１つの概観軸
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に沿い互いに関連付けられていることを特徴としている概観画像を獲得するよう構成され
ていて、ここにおいて獲得された概観画像が、概観軸の側方に隣接している画像との略４
５％と略６５％との間の側方重複余分を、概観軸の長手方向に隣接している画像との略９
４％と略９９％との間の前方重複余分とともに、有している、第１システムと；そして、
　複数の第２のカメラを備えていて、１つの詳細軸に沿い互いに関連付けられていること
を特徴としている詳細画像を獲得するよう構成されていて、ここにおいて詳細画像は、側
方写真視野が、詳細画像軸の側方に隣接して重複した詳細画像の領域との重複が、略０％
と略１０％との間であるように獲得される、第２システムと；
　を備えていて、
　第１システムの１つまたはそれ以上の第１カメラ及び第２システムの複数のカメラが、
内部オリエンテーション情報及び外部オリエンテーション情報が概観画像及び詳細画像の
分析から決定されて良いように構成され／位置付けされていて；そして、
　詳細画像は少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を創
出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像獲得システム。
　　３７．内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションが、個々のカメラ，カメ
ラのグループ，又は全体としてのカメラシステムの為に決定されている、前記項目３６又
は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　３８．第１システム及び第２システムが単一のハウジング又はプラットフォームに対
応されている、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　３９．第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する略９の２次（second）画
像獲得装置を含んでいる、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム
。
　　４０．第２システムが、垂直視野を提供する略５つの装置，左斜め視野及び右斜め視
野を提供する略４つの装置，そして交互の画像連続（sequential）（飛行）線からの前斜
め視野及び後斜め視野を提供する略３つの装置を含んでいる略１２又はそれ以上の２次（
second）画像獲得装置を備えている、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新
のシステム。
　　４１．第２システムが２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいて、そ
こにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜め詳細
視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得する、前記項目３
６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　４２．内部オリエンテーション及び／又は外部オリエンテーションを含んでいる、カ
メラ位置が、１つ又はそれ以上の個別のカメラ，カメラの配列，又は全体としてのカメラ
システムから得られた概観画像及び詳細画像の中の空間の（spatial）／位置の関係に対
応しているデータを使用して設定されている、前記項目３６又は他の前記項目／ここにお
ける革新のシステム。
　　４３．重複余分が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％と略６０％との間
の側方重複、及び第１軸の長手方向に隣接している画像との略９５％と略９９％との間の
前方重複である、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　４４．重複余分が、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％と
の間の前方重複である、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　４５．概観画像が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％の側方重複及び第
１軸の長手方向に隣接している画像との略９９％の前方重複である重複余分を有している
、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　４６．システムが、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底
視野を含んでいる、複数の異なった視野に対応している画像を得るよう構成されている、
前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　４７．システムが概観地図を創出する為に概観画像を処理するよう構成されていて、
ここにおいては、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に概
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観画像上で行なわれる処理の第１の量が概観地図を創出する為に概観画像上で行なわれる
処理の第２の量よりも大きい、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシス
テム。
　　４８．第１システムがデジタル高低モデルの創出を可能にする概観画像を取るよう構
成されていて；そして、
　ここにおいては、個々の写真内に現れた特徴特定がより高度な正確さ及び／又は健全さ
を提供するよう最大にされている、
　前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　４９．オリエンテーションを調節する為の位置決めが、そこから画像が得られる個々
のカメラの，そこから画像が得られるカメラの配列の，及び／又は全体としてのカメラシ
ステムの、１つ又はそれ以上の関数（function）として洗練（refine）されている、
　前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　５０．第１システム及び第２システムが、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十
分小さい寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）内に固定される、前記項目３６又は他
の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　５１．第１システムが１つ又はそれ以上の第１画像獲得装置を含み、第２システムが
複数の第２画像獲得装置を含む、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシ
ステム。
　　５２．画像獲得装置が、同時に又は同時に近く、画像を全て獲得するよう構成されて
いる、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　５３．個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮する処理構成要素と；そして、
　個々の画像獲得装置に関し平行に画像データを貯蔵するよう構成されている画像獲得装
置向けの半導体データ貯蔵庫と、
　ことをさらに備えている、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステ
ム。
　　５４．個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮する処理構成要素と；そして、
　個々の画像獲得装置に関し平行に画像データを貯蔵するよう構成されている個々のデー
タ貯蔵庫を伴って、画像獲得装置の個々に対応されている半導体データ貯蔵庫と、
　ことをさらに備えている、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステ
ム。
　　５５．処理構成要素及びデータ貯蔵庫が、離れた処理装置への写真画像信号データ又
は他のカメラ事象（event）又は状況信号（state signal）データの搬送の如何なる要求
無しでの、空中又は空間（space）－支持（-borne）プラットフォーム上での画像獲得の
操作を可能にするよう構成されている、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革
新のシステム。
　　５６．概観画像及び／又は詳細画像の一方又は両方を獲得する画像獲得装置から離れ
ている画像処理システムへと画像データバック（image data back）を搬送するよう構成
されている処理構成要素又はトランシーバー（tranceiver）をさらに備えている、前記項
目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　５７．第１システム又は第２システムの一方又は両方が、画像獲得装置を異なった画
像獲得装置と交換可能であることが出来るような移動可能設置システムを含むよう構成さ
れている、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　５８．閾値よりも上の第１システム又は第２システムの動きを検知するＭＥＭＳ加速
度計と；そして、
　検知された動きの関数（function）として画像獲得の割合を増加させる構成要素と、
　をさらに備えている、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　５９．概観画像獲得装置により取られた複数の画像内に収納された地上特徴観察の量
を最大にするよう複数の概観画像獲得装置が異なった姿勢に配置されていて、これにより
正確な写真測量束調節解（bundle adjustment solution）を抽出するのに十分なデータを
提供する、前記項目３６又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。



(52) JP 2011-523033 A 2011.8.4

　　６０．第１領域を描く概観画像を獲得する１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を
含む第１システムと；そして、
　詳細画像軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としている詳細画像を獲得する
複数の第２画像獲得装置を含む第２システムと、
　を備えていて、
　ここにおいて第２画像獲得装置は、
　詳細画像が：
　第１領域の部分集合である第２領域を描き；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置され；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有する、
　よう、詳細画像を獲得するよう構成されていて；
　ここにおいて第２画像獲得装置は、詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で詳細画
像を獲得する、
　画像獲得システム。
　　６１．第１領域を描く概観画像を獲得する１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を
含んでいる第１システムと；そして、
　詳細画像軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としている詳細画像を獲得する
複数の第２画像獲得装置を含んでいる第２システムと、
　を備えていて、
　ここにおいて第２画像獲得装置は、
　詳細画像が：
　第１領域の部分集合である第２領域を描き；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置され；
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有し；
　少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を創出するのに
十分な解像度を有する、
　よう、詳細画像を獲得するよう構成されている、
　画像獲得システム。
　　６２．システムが、正確な束調節を可能にするのに十分な概観及び詳細画像中の重複
を有している画像を獲得するよう構成されている、前記項目６１又は他の前記項目／ここ
における革新の画像獲得システム。
　　６３．第２システムが小型又はＵＡＶ航空機上に配置されていて、そして第２画像獲
得装置は小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に対応した片内に詳細画像を獲得する、前記項目
６１又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　６４．システムが、正確な束調節を可能にするのに十分な重複余分を有している概観
及び詳細画像を獲得するよう構成されている、前記項目６１又は他の前記項目／ここにお
ける革新のシステム。
　　６５．システムが、同じ画像地点が正確な束調節を可能にするのに十分な量の画像内
に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い概観及び詳細画像を獲得する
よう構成されている、前記項目６１又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　６６．概観画像が１つの概観軸に沿い位置づけられていることを特徴とされていて、
そして第１画像獲得装置が、概観軸の側方に隣接している画像との略４５％と略６５％と
の間の側方重複余分を、概観軸の長手方向に隣接している画像との略９４％と略９９％と
の間の前方重複余分とともに、有している概観画像を獲得するよう構成されている、前記
項目６１又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
　　６７．概観画像が１つの概観軸に沿い位置づけられていることを特徴とされていて、
そして第１画像獲得装置が、概観軸の側方に隣接している画像との略５０％と略６０％と
の間の側方重複余分を、概観軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％と
の間の前方重複余分とともに、有している概観画像を獲得するよう構成されている、前記
項目６１又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム。
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　　６８．概観画像が１つの概観軸に沿い位置づけられていることを特徴とされていて、
そして第１画像獲得装置が、概観軸の側方に隣接している画像との略５０％の側方重複余
分を、概観軸の長手方向に隣接している画像との略９９％の前方重複余分とともに、有し
ている概観画像を獲得するよう構成されている、前記項目６１又は他の前記項目／ここに
おける革新のシステム。
　　６９．第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する略３と略１５の間の２次
（second）画像獲得装置を含んでいる、前記項目６１又は他の前記項目／ここにおける革
新のシステム。
　　７０．第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する略５と略１３の間の２次
（second）画像獲得装置を含んでいる、前記項目６１又は他の前記項目／ここにおける革
新のシステム。
　　７１．第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する略７と略１１の間の２次
（second）画像獲得装置を含んでいる、前記項目６１又は他の前記項目／ここにおける革
新のシステム。
　　７２．第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する略９の２次（second）画
像獲得装置を含んでいる、前記項目６１又は他の前記項目／ここにおける革新のシステム
。
　　７３．第２システムが、垂直視野を提供する略５つの装置，左斜め視野及び右斜め視
野を提供する略４つの装置，そして交互の画像連続（sequential）（飛行）線からの前斜
め視野及び後斜め視野を提供する略３つの装置を含む略１２又はそれ以上の２次（second
）画像獲得装置を備えている、前記項目６１又は他の前記項目／ここにおける革新の画像
獲得システム。
　　７４．第２システムが、２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいて、
そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜め詳
細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得する、前記項目
６１又は他の前記項目／ここにおける革新の画像獲得システム。
　　７５．第１領域を描く概観画像を獲得する１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を
含んでいる第１システムと；そして、
　詳細画像軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としている詳細画像を獲得する
複数の第２画像獲得装置を含んでいる第２システムと、
　を備えていて、
　ここにおいて第２システムが、２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでい
て、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜
め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得し；
　ここにおいて２次（second）画像獲得装置は、小型又はＵＡＶ航空機上に配置されてい
て、そして、詳細画像が：
　第１領域の部分集合である第２領域を描き；
　小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に沿い取られていて詳細画像軸に対して平行な片内に配
置され；
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有し；
　詳細写真地図を創出するのに十分な解像度を有する、
　よう、詳細画像を獲得するよう構成されていて；そして、
　ここにおいて第１画像獲得装置及び第２画像獲得装置は、束調節を可能にするのに十分
な概観及び詳細画像の中の重複を有している概観及び詳細画像を獲得するよう構成され／
配置されている、
　画像獲得システム。
　　７６．第１領域を描く概観画像を獲得する１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を
含んでいる第１システムと；そして、
　詳細画像軸に沿い互いに関連付けられていることを特徴としている詳細画像を獲得する
複数の第２画像獲得装置を含んでいる第２システムと、
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　を備えていて、
　ここにおいて第２システムが、２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでい
て、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜
め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得し；
　ここにおいて２次（second）画像獲得装置は、小型又はＵＡＶ航空機上に配置されてい
て、そして、詳細画像が：
　第１領域の部分集合である第２領域を描き；
　小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に沿い取られていて詳細画像軸に対して平行な片内に配
置され；
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有し；そして、
　少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を創出するのに
十分な解像度を有する、
　よう、詳細画像を獲得するよう構成されていて；そして、
　ここにおいて第１画像獲得装置及び第２画像獲得装置は、束調節を可能にするのに十分
な概観及び詳細画像の中の重複を有している概観及び詳細画像を獲得するよう構成され／
配置されている、
　画像獲得システム。
　　７７．異なった姿勢でプラットフォーム上に配置された複数の第１画像獲得装置を介
し、獲得クされた概観画像の少なくとも略５００画像上で同じ地上地点を見ることがそし
て測定することが出来ることにより特徴付けされている重複余分を有している概観画像を
獲得し；
　複数の第２画像獲得装置を含んでいる第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに
関連付けられていることを特徴としている詳細画像を獲得し；
　概観画像と詳細画像の中の空間の／位置の関係情報を決定し；そして、
　決定された空間の／位置の情報の関数（function）として内部オリエンテーション及び
外部オリエンテーションを計算し；
　ここにおいては詳細画像が、詳細写真地図を創出するのに十分な解像度で獲得されてい
る、
　画像獲得の方法。
　　７８．概観画像と詳細画像の中の空間の／位置の関係を表示したデータを使用して、
そこから画像が得られる個々のカメラの，そこから画像が得られるカメラの配列の，及び
／又は全体としてのカメラシステムの、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーシ
ョンの調節の手助けをする、ことを更に備えている、前記項目７７の方法。
　　７９．重複余分が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％と略６０％との間
の側方重複、及び第１軸の長手方向に隣接している画像との略９５％と略９９％との間の
前方重複である、前記項目７８の方法。
　　８０．重複余分が、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％と
の間の前方重複である、前記項目７９の方法。
　　８１．重複余分が、第１軸の側方に隣接している画像との略５０％の側方重複、及び
第１軸の長手方向に隣接している画像との略９９％の前方重複である、前記項目７９の方
法。
　　８２．１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含んで
いる、複数の異なった視野に対応している画像を獲得することをさらに備えている、前記
項目７７の方法。
　　８３．概観地図を創出するよう概観画像を処理することを更に備えていて、ここにお
いては、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に概観画像上
で行なわれる処理の第１の量が概観地図を創出する為に概観画像上で行なわれる処理の第
２の量よりも大きい、前記項目７７の方法。
　　８４．概観画像によりデジタル高低モデルを創出することをさらに備えていて；
　ここにおいては、個々の写真内に現れた特徴特定がより高度な正確さ及び／又は健全さ
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を提供するよう最大にされていて；そして、
　ここにおいては、内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に
概観画像上で行なわれる処理の第１の量がデジタル高低モデルを創出する為に概観画像上
で行なわれる処理の第２の量よりも大きい、
　前記項目７７の方法。
　　８５．そこから画像が得られる個々のカメラの，そこから画像が得られるカメラの配
列の，及び／又は全体としてのカメラシステムの、内部オリエンテーション及び外部オリ
エンテーションを洗練することをさらに備えていて；
　ここにおいては、詳細な写真地図を創出する為に詳細画像上で行なわれる処理の第１の
量が内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを洗練させる為に詳細画像上で
行なわれる処理の第２の量よりも大きい、前記項目７７の方法。
　　８６．概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さい
寸法の外部ポッド中に固定されたカメラシステムから取得される／獲得される、前記項目
７７の方法。
　　８７．概観画像が、１つ又はそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システム又はプ
ラットフォームを介して取得され／獲得され、そして、詳細画像が、複数の第２画像獲得
装置を含む第２システム又はプラットフォームを介して取得され／獲得される、前記項目
７７の方法。
　　８８．画像獲得装置が、同時に又は同時に近く、画像を獲得するよう構成されている
、前記項目７７の方法。
　　８９．個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮し；そして、
　画像獲得装置向けの半導体データ貯蔵庫を使用して個々の画像獲得装置に関し平行に画
像データを貯蔵する、
　ことをさらに備えている、前記項目７７の方法。
　　９０．圧縮及び貯蔵工程の実施が、離れた処理装置又は飛行／制御処理装置へ写真画
像信号データ又は他のカメラ事象（event）又は状況信号（state signal）データの搬送
の如何なる要求無しでの、空中又は空間－支持プラットフォーム上での画像獲得の操作を
可能にしている、前記項目７７の方法。
　　９１．概観画像及び／又は詳細画像の一方又は両方を獲得する画像獲得装置から離れ
ている画像処理システムへと画像データバック（image data back）を搬送し；そして、
　離れた画像処理システムに対応しているデータ貯蔵庫に画像データを貯蔵する、
　ことをさらに備えている、前記項目７７の方法。
　　９２．第１システム又は第２システムの一方又は両方が、画像獲得装置を異なった画
像獲得装置と交換可能であることが出来るような移動可能設置システムを含むよう構成す
ることをさらに備えている、前記項目７７の方法。
　　９３．閾値よりも上の第１システム又は第２システムの動きをＭＥＭＳ加速度計を介
して検知し；そして、
　検知された動きの関数（function）として画像獲得の割合を増加させる、
　ことをさらに備えている、前記項目７７の方法。
　　９４．複数の画像内に収納された地上特徴観察の量を最大にするよう複数の概観画像
獲得装置を異なった姿勢に向けることをさらに備えていて、これにより後の処理の間にお
ける正確な写真測量束調節の抽出（extraction）を可能にしている、前記項目７７の方法
。
　　９５．概観画像の片形状副部分を獲得する略９の２次（second）画像獲得装置を含ん
でいる第２システムを介して詳細画像獲得が行なわれる、前記項目７７の方法。
　　９６．垂直視野を提供する略５つの装置，左斜め視野及び右斜め視野を提供する略４
つの装置，そして交互の画像連続（sequential）（飛行）線からの前斜め視野及び後斜め
視野を提供する略３つの装置から構成された略１２の２次（second）画像獲得装置を含ん
でいる第２システムを介して詳細画像獲得が行なわれる、前記項目７７の方法。
　　９７．２次（second）画像獲得装置の略３つの副配列を含んでいる第２システムを介
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して詳細画像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得
し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細
視野画像を獲得する、前記項目７７の方法。
　　９８．第１軸により特徴付けられていて、第１軸の側方に隣接している画像との略４
５％と略６５％との間の側方重複と、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９４％
と略９９％との間の前方重複と、を含んでいる重複余分を有している概観画像を取得し／
獲得し；
　第２軸により特徴付けられている詳細画像を取得し／獲得し、ここにおいて、概観画像
は側方に隣接している画像との略２％と略５％との間の側方重複と、第１軸の長手方向に
隣接している画像との略５％と略１０％との間の前方重複と、を含んでいる重複余分を有
している；
　概観画像，詳細画像，及び／又はその視野の分野の１つ又はそれ以上の中の空間の／位
置の関係のデータ指摘（indicative）を処理又は使用し；
　内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションを計算する為に概観画像データを
処理し；
　詳細写真地図を創出する為に詳細画像を処理する、
　ことを備えている、画像を獲得しそして処理する方法。
　　９９．１つまたはそれ以上の第１カメラを備えていて、概観画像を獲得するよう構成
されており、概観画像が１つまたはそれ以上のカメラの内部オリエンテーション及び外部
オリエンテーションを計算するのに十分な概観データを提供する、第１システムと；
　複数の第２のカメラを備えていて、詳細画像を獲得するよう構成されており、ここにお
いて第２カメラの中の写真視野重複は略０％と略１０％との間である、第２システムと；
　を備えていて、
　第１システムの１つまたはそれ以上の第１カメラは、第２システムにおけるカメラの位
置づけに関係して設定されている配置において位置づけされていて、カメラ内部オリエン
テーション情報及びカメラ外部オリエンテーション情報が概観画像及び詳細画像から得ら
れた視野情報の相互に関係した分野（interrelated field）から決定される、空中又は空
間－支持測量を介し画像を獲得するシステム。
及び第２システムの複数のカメラが、内部オリエンテーション情報及び外部オリエンテー
ション情報が概観画像及び詳細画像の分析から決定されて良いように構成され／位置付け
されていて；そして、
　詳細画像は少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写真地図を創
出するのに十分な解像度で獲得されている、
　画像獲得システム。
　　１００．個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラー
プラットフォームに移動可能に設置することをさらに備えている、前記項目３の方法。
　　１０１．個々の画像獲得装置が、修理，取り替え及び／又はアップグレードの為に個
々に取り外して良いいつでも買えるカメラである、前記項目１００の方法。
　　１０２．獲得された画像が、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以
上の天底視野を含んでいる複数の異なった視野に対応している、前記項目３の方法。
　　１０３．概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さ
い寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムを介して取得され
る、前記項目３の方法。
　　１０４．２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいる第２システムを介
して詳細画像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得
し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細
視野画像を獲得する、前記項目３の方法。
　　１０５．個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラー
プラットフォームに移動可能に設置することをさらに備えている、前記項目４の方法。
　　１０６．個々の画像獲得装置が、修理，取り替え及び／又はアップグレードの為に個
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々に取り外して良いいつでも買えるカメラである、前記項目１０５の方法。
　　１０７．獲得された画像が、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以
上の天底視野を含んでいる複数の異なった視野に対応している、前記項目４の方法。
　　１０８．概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さ
い寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムを介して取得され
る、前記項目４の方法。
　　１０９．２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいる第２システムを介
して詳細画像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得
し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細
視野画像を獲得する、前記項目４の方法。
　　１１０．個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラー
プラットフォームに移動可能に設置することをさらに備えている、前記項目５の方法。
　　１１１．個々の画像獲得装置が、修理，取り替え及び／又はアップグレードの為に個
々に取り外して良いいつでも買えるカメラである、前記項目１１０の方法。
　　１１２．獲得された画像が、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以
上の天底視野を含んでいる複数の異なった視野に対応している、前記項目５の方法。
　　１１３．概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さ
い寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムを介して取得され
る、前記項目５の方法。
　　１１４．２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいる第２システムを介
して詳細画像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得
し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細
視野画像を獲得する、前記項目５の方法。
　　１１５．個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラー
プラットフォームに移動可能に設置することをさらに備えている、前記項目９の方法。
　　１１６．個々の画像獲得装置が、修理，取り替え及び／又はアップグレードの為に個
々に取り外して良いいつでも買えるカメラである、前記項目１１５の方法。
　　１１７．獲得された画像が、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以
上の天底視野を含んでいる複数の異なった視野に対応している、前記項目９の方法。
　　１１８．概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さ
い寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムを介して取得され
る、前記項目９の方法。
　　１１９．２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいる第２システムを介
して詳細画像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得
し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細
視野画像を獲得する、前記項目９の方法。
　　１２０．第２システムが小型又はＵＡＶ航空機上に配置されていて、そして第２画像
獲得装置は小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に対応した片内に詳細画像を獲得する、前記項
目３６のシステム。
　　１２１．第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する５と１３の間の２次（
second）画像獲得装置を含んでいる、前記項目３６のシステム。
　　１２２．内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションが、個々のカメラ，カ
メラのグループ，又は全体としてのカメラシステムの為に決定されている、前記項目６１
のシステム。
　　１２３．第１システム及び第２システムが単一のハウジング又はプラットフォームに
対応されている、前記項目６１のシステム。
　　１２４．重複余分が、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％
との間の前方重複である、前記項目６１のシステム。
　　１２５．システムが、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天
底視野を含んでいる複数の異なった視野に対応している画像を獲得するよう構成されてい
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る、前記項目６１のシステム。
　　１２６．第１システム及び第２システムが、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに
十分小さい寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）内に固定されている、前記項目６１
のシステム。
　　１２７．個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮する処理構成要素と；そして、
　個々の画像獲得装置に関し平行に画像データを貯蔵するよう構成されている画像獲得装
置向けの半導体データ貯蔵庫と、
　ことをさらに備えている、前記項目６１のシステム。
　　１２８．第１システム又は第２システムの一方又は両方が、画像獲得装置を異なった
画像獲得装置と交換可能であることが出来るような移動可能設置システムを含むよう構成
されている、前記項目６１のシステム。
　　１２９．概観画像獲得装置により取られた複数の画像内に収納された地上特徴観察の
量を最大にするよう複数の概観画像獲得装置が異なった姿勢に配置されていて、これによ
り正確な写真測量束調節解（bundle adjustment solution）を抽出するのに十分なデータ
を提供する、前記項目６１のシステム。
　　１３０．内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションが、個々のカメラの，
カメラの配列，及び／又は全体としてのカメラシステムの為に決定されている、前記項目
７５のシステム。
　　１３１．第１システム及び第２システムが単一のハウジング又はプラットフォームに
対応されている、前記項目７５のシステム。
　　１３２．第２システムが２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいて、
そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜め詳
細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得する、前記項目
７５のシステム。
　　１３３．重複余分が、第１軸の長手方向に隣接している画像との略９８％と略９９％
との間の前方重複である、前記項目７５のシステム。
　　１３４．システムが、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天
底視野を含んでいる複数の異なった視野に対応している画像を獲得するよう構成されてい
る、前記項目７５のシステム。
　　１３５．第１システム及び第２システムが、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに
十分小さい寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）内に固定されている、前記項目７５
のシステム。
　　１３６．個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮する処理構成要素と；そして、
　個々の画像獲得装置に関し平行に画像データを貯蔵するよう構成されている画像獲得装
置向けの半導体データ貯蔵庫と、
　ことをさらに備えている、前記項目７５のシステム。
　　１３７．第１システム又は第２システムの一方又は両方が、画像獲得装置を異なった
画像獲得装置と交換可能であることが出来るような移動可能設置システムを含むよう構成
されている、前記項目７５のシステム。
　　１３８．概観画像獲得装置により取られた複数の画像内に収納された地上特徴観察の
量を最大にするよう複数の概観画像獲得装置が異なった姿勢に配置されていて、これによ
り正確な写真測量束調節解（bundle adjustment solution）を抽出するのに十分なデータ
を提供する、前記項目７５のシステム。
　　１３９．第２画像獲得装置が、小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に対応した片内に詳細
画像を獲得する、前記項目７５のシステム。
　　１４０．第２システムが、概観画像の片形状副部分を獲得する５と１３の間の２次（
second）画像獲得装置を含んでいる、前記項目７５のシステム。
　　１４１．詳細画像が少なくとも略１０ｃｍの地面ピクセル解像度を有している詳細写
真地図を創出するのに十分な解像度により獲得されている、前記項目７７の方法。
　　１４２．第１画像獲得装置及び第２画像獲得装置が、束調節を可能にするのに十分な
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概観及び詳細画像の中の重複を有している概観及び詳細画像を獲得するよう構成され／配
置されている、前記項目７７の方法。
　　１４３．個々の画像獲得装置が取り外し可能であるように画像獲得装置をモジュラー
プラットフォームに移動可能に設置することをさらに備えている、前記項目７７の方法。
　　１４４．個々の画像獲得装置が、修理，取り替え及び／又はアップグレードの為に個
々に取り外して良いいつでも買えるカメラである、前記項目１４３の方法。
　　１４５．獲得された画像が、１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以
上の天底視野を含んでいる複数の異なった視野に対応している、前記項目７７の方法。
　　１４６．概観画像及び詳細画像が、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに十分小さ
い寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）中におけるカメラシステムを介して取得され
る、前記項目７７の方法。
　　１４７．２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいる第２システムを介
して詳細画像獲得が行なわれ、そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得
し、第２の副配列が第１斜め詳細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細
視野画像を獲得する、前記項目７７の方法。
　　１４８．内部オリエンテーション及び外部オリエンテーションが、個々のカメラの，
カメラの配列，及び／又は全体としてのカメラシステムの為に決定されている、前記項目
７７の方法。
　　１４９．第１システム及び第２システムが単一のハウジング又はプラットフォームに
対応されている、前記項目７７の方法。
　　１５０．第２システムが２次（second）画像獲得装置の３つの副配列を含んでいて、
そこにおいては、第１の副配列が概観天底視野画像を獲得し、第２の副配列が第１斜め詳
細視野画像を獲得し、そして第３の副配列が第２斜め詳細視野画像を獲得する、前記項目
７７の方法。
　　１５１．第１軸の長手方向に隣接している画像と、概観画像において略９８％と略９
９％との間の前方重複余分を維持している、前記項目７７の方法。
　　１５２．１つ又はそれ以上の斜め視野及び／又は１つ又はそれ以上の天底視野を含ん
でいる複数の異なった視野に対応している画像を獲得することをさらに備えている、前記
項目７７の方法。
　　１５３．第１システム及び第２システムが、小型又はＵＡＶ航空機上に設置するのに
十分小さい寸法の外部搭載可能ハウジング（ポッド）内に固定されている、前記項目７７
の方法。
　　１５４．個々の画像獲得装置向けの画像データを圧縮し；そして、
　画像獲得装置向けの半導体データ貯蔵庫を介し個々の画像獲得装置に関し平行に画像デ
ータを貯蔵する、
　ことをさらに備えている、前記項目７７の方法。
　　１５５．概観画像獲得装置により取られた複数の画像内に収納された地上特徴観察の
量を最大にするよう複数の概観画像獲得装置を異なった姿勢に配置し、これにより正確な
写真測量束調節解（bundle adjustment solution）を抽出するのに十分なデータを提供す
る、前記項目７７の方法。
　　１５６．第２画像獲得装置が、小型又はＵＡＶ航空機の飛行線に対応した片内に詳細
画像を獲得する、前記項目７７の方法。
　　１５７．第２システムが、５と１３の間の２次（second）画像獲得装置を使用して概
観画像の片形状副部分を獲得する、前記項目７７の方法。
　　１５８．１つまたはそれ以上の第１画像獲得装置を含む第１システムを介して、第１
領域を描く概観画像を獲得し；そして、
　複数の画像獲得装置を含む第２システムを介して、詳細画像軸に沿い互いに関連付けら
れていることを特徴としている詳細画像を獲得する、
　ことを備えていて、
　ここにおいて詳細画像は第２領域を描いていて、
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　第２領域は、
　第１領域の部分集合であり；
　詳細画像軸に対して平行な片内に配置されていて；そして、
　第１画像の対応している部分よりも高い解像度を有していて；
　ここにおいて詳細画像の獲得は、小型又はＵＡＶ航空機及び小型又はＵＡＶ航空機の飛
行線に対応している詳細画像の片から生じ；
　ここにおいて概観画像は、同じ画像地点が正確な束調節を可能にするのに十分な量の画
像内に獲得されていることを特徴としている画像間の重複を伴い獲得されている、
　画像を獲得する方法。
　　１５９．１つ又はそれ以上の処理に前記項目１－３５，７７－９８，１００－１１９
そして１４１－１５８及び／又はここに明らかにされている他の特徴又は概念のいずれの
機能を実行／実施させるよう適用されている指示を含んでいるコンピュータ読み取り可能
／実行可能指示を格納している１つ又はそれ以上のコンピュータ読み取り可能媒体。
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