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(57)【要約】
【課題】スペックルパターンを有効活用する。
【解決手段】情報処理装置は、光出力部および取得部を
具備する情報処理装置である。この情報処理装置が具備
する光出力部は、撮像範囲に含まれる被写体における複
数の位置に、スペックルパターンを発生させるための複
数の光を出力するものである。また、情報処理装置が具
備する取得部は、撮像範囲に含まれる被写体における複
数の位置に当てられた複数の光の散乱により形成された
スペックルパターンを複数の位置毎に取得するものであ
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に、スペックルパターンを発生させるた
めの複数の光を出力する光出力部と、
　前記複数の位置に当てられた前記複数の光の散乱により形成された前記スペックルパタ
ーンを前記複数の位置毎に取得する取得部と
を具備する情報処理装置。
【請求項２】
　前記光出力部は、光源から出力される１つの光を回折光学素子により前記複数の光とし
て出力する請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記光出力部は、レーザアレイを光源として複数のレーザ光を出力する請求項１記載の
情報処理装置。
【請求項４】
　前記光出力部は、前記レーザアレイとして面発光レーザアレイを用いる請求項３記載の
情報処理装置。
【請求項５】
　前記光出力部は、前記レーザアレイから波長が異なる複数のレーザ光を出力し、
　前記取得部は、色情報を取得することが可能な撮像素子を用いて前記スペックルパター
ンを取得する
請求項３記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記光出力部は、前記レーザアレイから偏光方向が異なる複数のレーザ光を出力し、
　前記取得部は、偏光情報を取得することが可能な撮像素子を用いて前記スペックルパタ
ーンを取得する
請求項３記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記光出力部は、前記複数の光を変調して前記光源から出力する請求項３記載の情報処
理装置。
【請求項８】
　前記撮像範囲における全部または一部に前記複数の位置が配置される請求項１記載の情
報処理装置。
【請求項９】
　前記取得されたスペックルパターンに基づいて前記被写体に関する音データおよび距離
情報のうちの少なくとも１つを取得する制御部をさらに具備する請求項１記載の情報処理
装置。
【請求項１０】
　前記被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と、
　前記取得されたスペックルパターンに基づいて前記被写体に関する音データおよび距離
情報のうちの少なくとも１つを取得する制御部とをさらに具備し、
　前記制御部は、前記取得された音データおよび距離情報のうちの少なくとも１つに基づ
いて前記撮像部に対するオートフォーカス制御を行う
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と、
　前記取得されたスペックルパターンに基づいて前記被写体に関する音データおよび距離
情報のうちの少なくとも１つを取得する制御部とをさらに具備し、
　前記制御部は、前記取得された音データおよび距離情報のうちの少なくとも１つに基づ
いて前記撮像部に対する露出制御を行う
請求項１記載の情報処理装置。
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【請求項１２】
　物質の振動に基づいて前記情報処理装置の周囲の音データを取得する音取得部と、
　前記取得されたスペックルパターンに基づいて前記被写体に関する音データを取得し、
当該音データと前記音取得部により取得された音データとに基づいて、前記情報処理装置
および前記被写体間の距離を算出する制御部と
をさらに具備する請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　撮像範囲に含まれる被写体に当てられた光の散乱により形成されたスペックルパターン
に基づいて取得された前記被写体に関する音データと、物質の振動に基づいて取得された
前記被写体に関する音データとに基づいて、前記情報処理装置および前記被写体間の距離
を算出する制御部を具備する情報処理装置。
【請求項１４】
　撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に当てられた光の散乱により形成された
スペックルパターンに基づいて前記複数の位置から生じた音を前記複数の位置毎に取得し
て出力させる制御部を具備する情報処理装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記複数の位置のうちから所望の位置を選択する選択操作が受け付けら
れた場合には、当該選択された位置から生じた音のみを取得して出力させる請求項１４記
載の情報処理装置。
【請求項１６】
　撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に、スペックルパターンを発生させるた
めの複数の光を出力する光出力手順と、
　前記複数の位置に当てられた前記複数の光の散乱により形成された前記スペックルパタ
ーンを前記複数の位置毎に取得する取得手順と
を具備する情報処理方法。
【請求項１７】
　撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に、スペックルパターンを発生させるた
めの複数の光を出力する光出力手順と、
　前記複数の位置に当てられた前記複数の光の散乱により形成された前記スペックルパタ
ーンを前記複数の位置毎に取得する取得手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置に関する。詳しくは、スペックルパターンを扱う情報処理装置
および情報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、物体に当てた光の散乱を利用して各種解析をする技術が提案されている。例えば
、位相のそろった光（コヒーレンス性の強い光（例えば、レーザ光））を粗面に当て、そ
の散乱光により生じる粒状の模様（スペックルパターン（speckle pattern））を取得し
て各種解析をする技術が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。例えば、スペッ
クルパターンを取得してその振動を解析することにより、その粗面から生じる音データを
取得することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１０／０２２６５４３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　上述の従来技術によれば、スペックルパターンの振動に基づいて音データを取得するこ
とができる。このため、例えば、遠くに存在する特定対象物の音データを取得することが
できる。ここで、遠くに存在する複数の特定対象物についても音データを取得することが
できれば、音データをさらに有効活用することができると考えられる。すなわち、複数の
位置において発生するスペックルパターンを取得して各種解析に用いることができれば、
スペックルパターンをさらに有効活用することができると考えられる。
【０００５】
　本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、スペックルパターンを有効
活用することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第１の側面は、撮
像範囲に含まれる被写体における複数の位置に、スペックルパターンを発生させるための
複数の光を出力する光出力部と、上記複数の位置に当てられた上記複数の光の散乱により
形成された上記スペックルパターンを上記複数の位置毎に取得する取得部とを具備する情
報処理装置およびその情報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログ
ラムである。これにより、撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に、スペックル
パターンを発生させるための複数の光を出力し、複数の位置に当てられた複数の光の散乱
により形成されたスペックルパターンを複数の位置毎に取得するという作用をもたらす。
【０００７】
　また、この第１の側面において、上記光出力部は、光源から出力される１つの光を回折
光学素子により上記複数の光として出力するようにしてもよい。これにより、光源から出
力される１つの光を回折光学素子により複数の光として出力するという作用をもたらす。
【０００８】
　また、この第１の側面において、上記光出力部は、レーザアレイを光源として複数のレ
ーザ光を出力するようにしてもよい。これにより、レーザアレイを光源として複数のレー
ザ光を出力するという作用をもたらす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記光出力部は、上記レーザアレイとして面発光レー
ザアレイを用いるようにしてもよい。これにより、面発光レーザアレイを光源として複数
のレーザ光を出力するという作用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記光出力部は、上記レーザアレイから波長が異なる
複数のレーザ光を出力し、上記取得部は、色情報を取得することが可能な撮像素子を用い
て上記スペックルパターンを取得するようにしてもよい。これにより、レーザアレイから
波長が異なる複数のレーザ光を出力し、色情報を取得することが可能な撮像素子を用いて
スペックルパターンを取得するという作用をもたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、上記光出力部は、上記レーザアレイから偏光方向が異
なる複数のレーザ光を出力し、上記取得部は、偏光情報を取得することが可能な撮像素子
を用いて上記スペックルパターンを取得するようにしてもよい。これにより、レーザアレ
イから偏光方向が異なる複数のレーザ光を出力し、偏光情報を取得することが可能な撮像
素子を用いてスペックルパターンを取得するという作用をもたらす。
【００１２】
　また、この第１の側面において、上記光出力部は、上記複数の光を変調して上記光源か
ら出力するようにしてもよい。これにより、複数の光を変調して光源から出力するという
作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記撮像範囲における全部または一部に上記複数の位
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置が配置されるようにしてもよい。これにより、撮像範囲における全部または一部に複数
の位置が配置されるという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記取得されたスペックルパターンに基づいて上記被
写体に関する音データおよび距離情報のうちの少なくとも１つを取得する制御部をさらに
具備するようにしてもよい。これにより、取得されたスペックルパターンに基づいて、被
写体に関する音データおよび距離情報のうちの少なくとも１つを取得するという作用をも
たらす。
【００１５】
　また、この第１の側面において、上記被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と
、上記取得されたスペックルパターンに基づいて上記被写体に関する音データおよび距離
情報のうちの少なくとも１つを取得する制御部とをさらに具備し、上記制御部は、上記取
得された音データおよび距離情報のうちの少なくとも１つに基づいて上記撮像部に対する
オートフォーカス制御を行うようにしてもよい。これにより、取得された音データおよび
距離情報のうちの少なくとも１つに基づいて、撮像部に対するオートフォーカス制御を行
うという作用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、上記被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と
、上記取得されたスペックルパターンに基づいて上記被写体に関する音データおよび距離
情報のうちの少なくとも１つを取得する制御部とをさらに具備し、上記制御部は、上記取
得された音データおよび距離情報のうちの少なくとも１つに基づいて上記撮像部に対する
露出制御を行うようにしてもよい。これにより、取得された音データおよび距離情報のう
ちの少なくとも１つに基づいて、撮像部に対する露出制御を行うという作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第１の側面において、物質の振動に基づいて上記情報処理装置の周囲の音デ
ータを取得する音取得部と、上記取得されたスペックルパターンに基づいて上記被写体に
関する音データを取得し、当該音データと上記音取得部により取得された音データとに基
づいて、上記情報処理装置および上記被写体間の距離を算出する制御部とをさらに具備す
るようにしてもよい。これにより、取得されたスペックルパターンに基づいて被写体に関
する音データを取得し、この音データと音取得部により取得された音データとに基づいて
、情報処理装置および被写体間の距離を算出するという作用をもたらす。
【００１８】
　また、本技術の第２の側面は、撮像範囲に含まれる被写体に当てられた光の散乱により
形成されたスペックルパターンに基づいて取得された上記被写体に関する音データと、物
質の振動に基づいて取得された上記被写体に関する音データとに基づいて、上記情報処理
装置および上記被写体間の距離を算出する制御部を具備する情報処理装置およびその情報
処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、
スペックルパターンに基づいて取得された音データと、物質の振動に基づいて取得された
音データとに基づいて、情報処理装置および被写体間の距離を算出するという作用をもた
らす。
【００１９】
　また、本技術の第３の側面は、撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に当てら
れた光の散乱により形成されたスペックルパターンに基づいて上記複数の位置から生じた
音を上記複数の位置毎に取得して出力させる制御部を具備する情報処理装置およびその情
報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより
、撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に当てられた光の散乱により形成された
スペックルパターンに基づいて、複数の位置から生じた音を複数の位置毎に取得して出力
させるという作用をもたらす。
【００２０】
　また、この第３の側面において、上記制御部は、上記複数の位置のうちから所望の位置
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を選択する選択操作が受け付けられた場合には、当該選択された位置から生じた音のみを
取得して出力させるようにしてもよい。これにより、複数の位置のうちから所望の位置を
選択する選択操作が受け付けられた場合には、その選択された位置から生じた音のみを取
得して出力させるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００２１】
　本技術によれば、スペックルパターンを有効活用することができるという優れた効果を
奏し得る。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に
記載されたいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本技術の実施の形態における情報処理装置１００の使用例を示す図である。
【図２】本技術の実施の形態における撮像部１２０の内部構成例を示す図である。
【図３】本技術の実施の形態における撮像部２００の内部構成例を示す図である。
【図４】本技術の実施の形態における情報処理装置１００の機能構成例を示すブロック図
である。
【図５】本技術の実施の形態における光出力部１１０から複数の光を出力するための構成
例を示す図である。
【図６】本技術の実施の形態における光出力部１１０から複数の光を出力するための構成
例を示す図である。
【図７】本技術の実施の形態における面発光レーザアレイ１１５の光源の配置例を示す図
である。
【図８】本技術の実施の形態における面発光レーザアレイ１１５の光源の配置例を示す図
である。
【図９】本技術の実施の形態における情報処理装置１００から出力されるレーザ光と被写
体との関係例を示す図である。
【図１０】本技術の実施の形態における情報処理装置１００から出力されるレーザ光と被
写体との関係例を示す図である。
【図１１】本技術の実施の形態における情報処理装置１００から出力されるレーザ光と被
写体との関係例を示す図である。
【図１２】本技術の実施の形態における情報処理装置１００による動画記録処理の処理手
順の一例を示すフローチャートである。
【図１３】本技術の実施の形態における情報処理装置１００による動画再生処理の処理手
順の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．実施の形態（複数の位置において発生するスペックルパターンを取得する例）
【００２４】
　＜１．実施の形態＞
　［情報処理装置の使用例］
　図１は、本技術の実施の形態における情報処理装置１００の使用例を示す図である。
【００２５】
　情報処理装置１００は、光出力部１１０からコヒーレンス性の強い光（例えば、レーザ
光）を人物１０に対して出力し、その散乱光により形成されるスペックルパターンを撮像
部１２０により取得するものである。そして、情報処理装置１００は、その取得されたス
ペックルパターンの振動に基づいて、各種情報（例えば、音データ、距離情報）を取得す
ることができる。
【００２６】
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　ここで、コヒーレンス性の強い光として、例えば、指向性の強い光を使用することがで
きる。このため、情報処理装置１００から比較的離れている物体が発する特定の音につい
ても取得することができる。例えば、情報処理装置１００および人物１０間の距離が比較
的離れている場合でも、光出力部１１０から指向性の強いレーザ光を人物１０の喉の部分
に向けて出力することにより、人物１０が発する音（声）を取得することができる。
【００２７】
　また、音取得部１５０は、物質（例えば、空気、水）の振動に基づいて、情報処理装置
１００の周囲の音を取得する。このように、音取得部１５０により取得された音に関する
情報（音データ）と、撮像部１２０により取得されたスペックルパターンとに基づいて、
情報処理装置１００は、距離情報を取得することができる。
【００２８】
　具体的には、音取得部１５０により取得された音データと、撮像部１２０により取得さ
れたスペックルパターンに基づいて取得される音データとの比較結果に基づいて、情報処
理装置１００から被写体１０までの距離（被写体距離）を算出することができる。
【００２９】
　ここで、撮像部１２０により取得されたスペックルパターンに基づいて音データを取得
する場合には、光出力部１１０から出力された光の散乱光を利用する。また、光の速度ｃ
１は、２．９９×１０８ｍ／ｓである。このため、撮像部１２０により取得されたスペッ
クルパターンに基づいて取得される音データについては、被写体１０が音を発してから、
その音が情報処理装置１００に到達するまでの時間（遅延時間ｄｔ１）は、略０（すなわ
ち、ｄｔ１≒０）とすることができる。
【００３０】
　一方、音取得部１５０により音データを取得する場合には、被写体１０が発した音に応
じた空気の振動に基づいて、音取得部１５０が音データを取得することになる。また、音
の速度ｃ２は、３４０ｍ／ｓである。このため、音取得部１５０により取得された音デー
タについては、被写体１０が音を発してから、その音が情報処理装置１００に到達するま
での時間（遅延時間ｄｔ２）は、０よりも大きい値となる。
【００３１】
　具体的には、被写体１０および情報処理装置１００間の距離をｚ（ｍ）とする場合には
、被写体１０および情報処理装置１００間の距離ｚを音の速度ｃ２で除算することにより
遅延時間ｄｔ２を算出することができる。すなわち、ｄｔ２＝ｚ／ｃ２である。このため
、被写体１０および情報処理装置１００間の距離については、次の式１を用いて算出する
ことができる。
　　ｚ＝ｃ２×ｄｔ２　…式１
【００３２】
　ここで、遅延時間ｄｔ２については、音取得部１５０により取得された音データと、撮
像部１２０により取得されたスペックルパターンに基づいて取得される音データとの比較
結果に基づいて、算出することができる。すなわち、ある音を被写体１０が発した時刻（
ｄｔ１）と、その音が情報処理装置１００に到達するまでの時間（ｄｔ２）との差分に基
づいて、被写体１０および情報処理装置１００間の距離ｚを算出することができる。
【００３３】
　ここで、音取得部１５０により取得された音データと、撮像部１２０により取得された
スペックルパターンに基づいて取得される音データとの一致を判定する判定方法について
説明する。例えば、制御部１９０（図４に示す）は、音取得部１５０により取得された音
データから特徴量を抽出し、撮像部１２０により取得されたスペックルパターンに基づい
て取得される音データから特徴量を抽出する。そして、制御部１９０は、これらの抽出さ
れた各特徴量を比較することにより類似度を算出する。そして、制御部１９０は、その算
出された類似度が閾値を超えた場合には、その類似度が閾値を超えた２つの音は同一の音
であると判定する。
【００３４】
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　例えば、各音データが、Ａ／Ｄ（Analog/Digital）変換処理によりサンプリングされ、
デジタルデータに変換される。また、このデジタルデータに対して、適当な時間間隔で周
波数分析等の処理が施され、スペクトルやその他の音声の音響的特徴を表すパラメータに
変換される。これにより、音声に関する時系列の特徴量が抽出される。そして、その抽出
された時系列の特徴量のマッチング処理が行われ、このマッチング処理の結果として判定
結果が出力される。なお、音声の解析方法および認識方法については、他の公知の各種方
法を用いるようにしてもよい。
【００３５】
　このように、レーザ光等のコヒーレンス性の強い光を粗面に当て、その散乱光により形
成されるスペックルパターンの振動に基づいて、音データを取得することができる。この
ように、指向性の強い光を使うため、遠くにいる特定対象物の音データを取得することが
できる。また、情報の同時性を維持し、情報量の低下を防止しつつ、複数の対象物の音デ
ータを同時に取得することができれば、便利である。すなわち、複数の位置において発生
するスペックルパターンを取得して各種解析に用いることができれば、スペックルパター
ンをさらに有効活用することができると考えられる。
【００３６】
　そこで、本技術の実施の形態では、スペックルパターンを有効活用する例を示す。
【００３７】
　［撮像部の構成例］
　図２は、本技術の実施の形態における撮像部１２０の内部構成例を示す図である。図２
では、２つの光学系１２３、１２４を備える撮像部の一例を示す。
【００３８】
　図３は、本技術の実施の形態における撮像部２００の内部構成例を示す図である。図３
では、図２に示す撮像部１２０の変形例を示す。具体的には、１つの光学系２０３および
ハーフミラー２０４を備える撮像部の一例を示す。
【００３９】
　図２に示す撮像部１２０は、スペックル用撮像素子１２１と、被写体用撮像素子１２２
と、光学系１２３、１２４とを備える。
【００４０】
　スペックル用撮像素子１２１は、光学系１２３を介して入射される光を受光して画像デ
ータを生成する撮像素子である。また、被写体用撮像素子１２２は、光学系１２４を介し
て入射される光を受光して画像データを生成する撮像素子である。なお、これらの撮像素
子として、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）型やＣＭＯＳ（Complementary Met
al Oxide Semiconductor）型の撮像素子を用いることができる。なお、スペックル用撮像
素子１２１は、特許請求の範囲に記載の取得部の一例である。
【００４１】
　光学系１２３、１２４は、被写体からの光を集光する複数のレンズ（例えば、ズームレ
ンズ、フォーカスレンズ）により構成される。また、光学系１２３により集光された被写
体からの光がスペックル用撮像素子１２１に入射される。また、光学系１２４により集光
された被写体からの光が被写体用撮像素子１２２に入射される。
【００４２】
　ここで、被写体用撮像素子１２２は、記録対象となる画像データを生成するのに対し、
スペックル用撮像素子１２１は、光出力部１１０から出力された光の散乱光のスペックル
パターン２０の画像データを生成する点が異なる。
【００４３】
　ここで、被写体１０のスペックルパターン２０は、被写体１０の前（情報処理装置１０
０側）に形成される。このため、被写体１０およびスペックルパターン２０の焦点位置は
、異なることになる。そこで、被写体１０の画像と、スペックルパターン２０の画像（ス
ペックル像）とを同時に取得する場合には、情報処理装置１００は、異なる焦点位置とす
るための光学系を備える必要がある。図２では、情報処理装置１００が、異なる光学系１
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２３、１２４を備える例を示す。また、図３では、情報処理装置１００が、１つの光学系
２０３およびハーフミラー２０４を備え、ハーフミラー２０４を用いて１つの光学系２０
３により集光された光の焦点位置をずらす例を示す。
【００４４】
　例えば、表面が粗面な物体（例えば、人物の皮膚）にレーザ光を照射すると、その反射
によりスペックルパターンが形成される。すなわち、その物体の表面における各位置から
のレーザ光の散乱光が重なり合う。このように、位相が異なる光が重なり合うことにより
、スペックルパターンが形成される。
【００４５】
　また、物体から反射されたレーザ光がその物体から離れるに従って広がるため、その物
体よりも情報処理装置１００側に形成されるスペックルパターンを取得することが好まし
い。例えば、情報処理装置１００および対象物間が５ｍである場合には、その対象物から
１ｍ程度離れている位置に形成されるスペックルパターンを取得して用いることができる
。
【００４６】
　また、スペックルパターンは、波のような情報であり、この動きを振動として捉え、こ
の振動を信号に変換して用いる。例えば、物体上で動いた部分（例えば、声を出したとき
の喉の部分）から反射されたレーザは、スペックルパターン上を移動する。この移動を振
動として捉えることができる。また、取得されたスペックルパターンは、物体の変異、音
声解析、振動解析等に使用することができる。例えば、取得されたスペックルパターンに
基づいて音データを取得する場合には、取得されたスペックルパターンの振動と、音デー
タを特定するための振動情報とのマッチング処理により、音データを取得することができ
る。
【００４７】
　図３に示す撮像部２００は、スペックル用撮像素子２０１と、被写体用撮像素子２０２
と、光学系２０３と、ハーフミラー２０４とを備える。
【００４８】
　スペックル用撮像素子２０１および被写体用撮像素子２０２は、図２に示すスペックル
用撮像素子１２１および被写体用撮像素子１２２に対応する。
【００４９】
　光学系２０３は、被写体からの光を集光する複数のレンズ（例えば、ズームレンズ、フ
ォーカスレンズ）により構成される。
【００５０】
　ハーフミラー２０４は、光学系２０３により集光された光の一部を透過して被写体用撮
像素子２０２に入射させるとともに、残りの一部を反射してスペックル用撮像素子２０１
に入射させる半透過型のミラーである。すなわち、ハーフミラー２０４は、光学系２０３
により集光された光のうち、被写体１０からの光を透過して被写体用撮像素子２０２に入
射させる。また、ハーフミラー２０４は、光学系２０３により集光された光のうち、光出
力部１１０から出力された光（例えば、レーザ光）の散乱光（スペックルパターン２１に
対応する光）を反射してスペックル用撮像素子２０１に入射させる。
【００５１】
　［情報処理装置の構成例］
　図４は、本技術の実施の形態における情報処理装置１００の機能構成例を示すブロック
図である。
【００５２】
　情報処理装置１００は、光出力部１１０と、撮像部１２０と、信号処理部１３０と、記
憶部１４０と、音取得部１５０と、操作受付部１６０と、表示部１７０と、音声出力部１
８０と、制御部１９０とを備える。
【００５３】
　光出力部１１０は、制御部１９０の制御に基づいて、コヒーレンス性の強い光（例えば
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、レーザ光）を出力するものである。光出力部１１０による光の出力例については、図５
および図６を参照して詳細に説明する。
【００５４】
　撮像部１２０は、制御部１９０の制御に基づいて、対象物を撮像して画像データを生成
するものであり、生成された画像データを信号処理部１３０に出力する。具体的には、撮
像部１２０は、スペックル用撮像素子１２１および被写体用撮像素子１２２を備える。な
お、撮像部１２０は、図２および図３に示すように、光学系（例えば、光学系１２３、１
２４、２０３）を備えるが、図４では、光学系の図示を省略する。
【００５５】
　ここで、スペックル用撮像素子１２１により生成される画像データのサイズは、被写体
用撮像素子１２２により生成される画像データのサイズよりも小さくすることができる。
例えば、被写体用撮像素子１２２により生成される画像データのサイズを、フルＨＤ（Hi
gh Definition）（１９２０×１０８０画素）とすることができる。この場合に、例えば
、スペックル用撮像素子１２１により生成される画像データのサイズを、ＶＧＡ（Video 
Graphics Array）（６４０×４８０画素）、または、ＶＧＡ程度に小さくすることができ
る。
【００５６】
　また、スペックル用撮像素子１２１により生成される画像データは、音データを取得す
るために用いるため、被写体用撮像素子１２２により生成される画像データのフレームレ
ートよりも密にする必要がある。例えば、被写体用撮像素子１２２により生成される画像
データのフレームレートを３０ｆｐｓ（frame per second）乃至６０ｆｐｓとすることが
できる。この場合に、例えば、スペックル用撮像素子１２１により生成される画像データ
のフレームレートを、数千ｆｐｓ乃至数万ｆｐｓ程度とすることができる。
【００５７】
　信号処理部１３０は、制御部１９０の制御に基づいて、撮像部１２０により生成された
画像データについて各種信号処理を施すものであり、信号処理が施された画像データを記
憶部１４０に記録する。
【００５８】
　具体的には、信号処理部１３０は、スペックル用信号処理部１３１および被写体用信号
処理部１３２を備える。被写体用信号処理部１３２は、被写体用撮像素子１２２により生
成された画像データ（例えば、動画データ）について各種信号処理を施す。そして、被写
体用信号処理部１３２は、その信号処理が施された画像データを、制御部１９０に出力す
るとともに、画像コンテンツ（例えば、動画ファイル）として記憶部１４０に記録する。
【００５９】
　スペックル用信号処理部１３１は、スペックル用撮像素子１２１により生成された画像
データ（スペックルパターンの画像データ）について各種信号処理を施す。そして、スペ
ックル用信号処理部１３１は、その信号処理が施された画像データを、制御部１９０に出
力するとともに、同時に生成された画像コンテンツ（例えば、動画ファイル）に関連付け
て付随情報として記憶部１４０に記録する。
【００６０】
　記憶部１４０は、制御部１９０の制御に基づいて、各情報を記憶する記録媒体である。
例えば、記憶部１４０には、被写体用撮像素子１２２により生成されて被写体用信号処理
部１３２により信号処理が施された画像データが画像コンテンツ（例えば、動画ファイル
）として記憶される。また、例えば、記憶部１４０には、スペックル用撮像素子１２１に
より生成されてスペックル用信号処理部１３１により信号処理が施された画像データ（ス
ペックルパターンの画像データ）が、その画像コンテンツに関連付けて付随情報として記
憶される。
【００６１】
　音取得部１５０は、情報処理装置１００の周囲の音に関する情報（音データ）を取得す
るものであり、取得された音データを制御部１９０に出力する。例えば、音取得部１５０
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は、物質（例えば、空気、水）の振動に基づいて、情報処理装置１００の周囲の音に関す
る情報（音データ）を取得することができる。なお、音取得部１５０は、例えば、マイク
ロフォンにより実現される。
【００６２】
　操作受付部１６０は、ユーザにより行われた操作を受け付ける操作受付部であり、受け
付けられた操作内容に応じた制御情報（操作情報）を制御部１９０に出力する。なお、操
作受付部１６０は、例えば、ボタン、スイッチ等の操作部材により実現される。
【００６３】
　表示部１７０は、制御部１９０の制御に基づいて、各種画像を表示するものである。表
示部１７０は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、有機ＥＬ（Electro Lumine
scence）パネル等の表示パネルにより実現される。
【００６４】
　なお、操作受付部１６０および表示部１７０の少なくとも一部を一体として構成するよ
うにしてもよい。例えば、操作受付部１６０および表示部１７０を、導電性を有する物体
（例えば、人物の指）の接触または近接を、静電容量の変化に基づいて検出する静電式（
静電容量方式）のタッチパネルとして構成することができる。
【００６５】
　音声出力部１８０は、制御部１９０の制御に基づいて、音データを出力するものである
。音声出力部１８０は、例えば、スピーカにより実現される。
【００６６】
　制御部１９０は、制御プログラムに基づいて、情報処理装置１００における各部を制御
するものである。例えば、制御部１９０は、撮像動作を制御して、撮像部１２０により生
成される各画像データを記憶部１４０に順次記録させる。また、例えば、制御部１９０は
、記憶部１４０に記憶されている画像コンテンツについて再生処理を行う。
【００６７】
　また、例えば、制御部１９０は、スペックルパターンの画像データに基づいて、撮像範
囲に含まれる被写体に関する音データを生成して取得する。
【００６８】
　また、例えば、制御部１９０は、スペックルパターンの画像データに基づいて取得され
た被写体に関する音データと、音取得部１５０により取得された音データとに基づいて、
情報処理装置１００およびその被写体に含まれる対象物間の距離を算出する。なお、制御
部１９０は、音データおよび距離情報のうちの少なくとも１つを取得するようにしてもよ
い。
【００６９】
　［レーザ光の出力例］
　図５および図６は、本技術の実施の形態における光出力部１１０から複数の光を出力す
るための構成例を示す図である。なお、図５および図６では、説明の容易のため、各構成
については簡略化して示す。
【００７０】
　図５には、回折光学素子１１２を用いて光出力部１１０の光源１１１から出力されるレ
ーザ光を複数のレーザ光とする例を示す。
【００７１】
　回折光学素子１１２は、光の回折現象を利用して、回折光学素子に入射するレーザ光を
制御するものである。例えば、図５に示すように、光源１１１から出力されたレーザ光４
１が回折光学素子１１２に入射されると、レーザ光４１が光の回折現象により複数の方向
に出力される。そして、レーザ光群４２として被写体３０に入射される。このように、回
折光学素子１１２を用いることにより、光源１１１から出力された１つのレーザ光４１を
複数のレーザ光（レーザ光群４２）とすることができる。
【００７２】
　図６には、面発光レーザアレイ１１５を用いて光出力部１１０から出力されるレーザ光
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を複数のレーザ光とする例を示す。
【００７３】
　例えば、面発光レーザアレイ１１５は、発光面における複数の光源からレーザ光を出力
するものである。そして、発光面における複数の光源から出力された複数のレーザ光がレ
ーザ光群５１として被写体に入射される。
【００７４】
　［光源の配置例］
　ここで、面発光レーザアレイ１１５において隣接する複数の光源から出力されるレーザ
光の反射光を測定する場合を想定する。この場合には、隣接する複数の光源から出力され
るレーザ光の反射光の領域（スペックルパターン上の領域）では、重複する部分が生じる
ことも想定される。このように、重複する部分が生じた場合でも、その重複部分の測定を
正確に行うことが重要である。
【００７５】
　そこで、面発光レーザアレイ１１５において、異なる波長のレーザ光を出力する光源が
隣接するように、各光源を配置する例を図７に示す。また、面発光レーザアレイ１１５に
おいて、異なる偏光方向（偏光角度）のレーザ光を出力する光源が隣接するように、各光
源を配置する例を図８に示す。
【００７６】
　図７および図８は、本技術の実施の形態における面発光レーザアレイ１１５の光源の配
置例を示す図である。なお、図７および図８では、説明の容易のため、面発光レーザアレ
イ１１５における光源のうちの一部の配置例を示す。また、図７および図８では、光源を
矩形で模式的に示す。
【００７７】
　図７に示すように、面発光レーザアレイ１１５において、異なる波長のレーザ光を出力
する光源が隣接するように、各光源を配置することができる。なお、図７では、光源を表
す矩形内に、波長の種類を表す文字を付して示す。
【００７８】
　例えば、第１波長のレーザ光を出力する第１光源と、第２波長のレーザ光を出力する第
２光源とが対角上に配置され、第３波長のレーザ光を出力する２つの第３光源が他の対角
上に配置される光源群を１単位とする。図７では、その１単位を点線の矩形１１６で囲ん
で示す。すなわち、点線の矩形１１６において、赤（Ｒ）のレーザ光を出力する第１光源
と、青（Ｂ）のレーザ光を出力する第２光源とが対角上に配置され、赤外線（ＩＲ）のレ
ーザ光を出力する２つの第３光源が他の対角上に配置される。そして、その１単位が格子
状に配置されるように、各光源を配置することができる。
【００７９】
　また、図７に示すように、面発光レーザアレイ１１５において、異なる波長のレーザ光
を出力する光源を配置する場合には、撮像部１２０のスペックル用撮像素子１２１として
、色情報を取得することが可能な撮像素子を用いるようにする。例えば、各色に対応する
カラーフィルタを備える撮像素子を用いることができる。
【００８０】
　また、図８に示すように、面発光レーザアレイ１１５において、異なる偏光方向（偏光
角度）のレーザ光を出力する光源が隣接するように、各光源を配置することができる。
【００８１】
　例えば、第１偏光方向のレーザ光を出力する第１光源と、第２偏光方向のレーザ光を出
力する第２光源とが対角上に配置され、第３偏光方向のレーザ光を出力する第３光源と、
第４偏光方向のレーザ光を出力する第４光源とが他の対角上に配置される。この光源群を
１単位とする。図８では、その１単位を点線の矩形１１７で囲んで示す。また、図８では
、偏光方向を矢印で模式的に示す。そして、その１単位が格子状に配置されるように、各
光源を配置することができる。
【００８２】
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　また、図８に示すように、面発光レーザアレイ１１５において、異なる偏光方向のレー
ザ光を出力する光源を配置する場合には、撮像部１２０のスペックル用撮像素子１２１と
して、偏光情報を取得することが可能な撮像素子を用いるようにする。例えば、各偏光方
向に対応する偏光子アレイを備える撮像素子を用いることができる。
【００８３】
　また、光出力部１１０は、隣接する複数のレーザ光の反射光の領域（スペックルパター
ン上の領域）における重複部分の測定を正確に行うため、光源から出力される光（１また
は複数の光）を変調して出力するようにしてもよい。この場合には、隣接するレーザ光同
士が異なる種類となるように変調する。例えば、光源から出力される光の振幅を変調して
出力することができる。また、例えば、光源から出力される光の周波数を変調して出力す
ることができる。
【００８４】
　このように、撮像部１２０の被写体用撮像素子１２２の撮像範囲における全部または一
部に、光出力部１１０からの光の出力先の複数の位置が配置される。
【００８５】
　［複数のレーザ光と被写体との関係例］
　図９乃至図１１は、本技術の実施の形態における情報処理装置１００から出力されるレ
ーザ光と被写体との関係例を示す図である。
【００８６】
　図９には、演劇の舞台で３人（人物３０１乃至３０３）が会話をしている場面を撮影し
ている場合の例を示す。図９のａには、被写体用撮像素子１２２の撮像範囲に含まれる画
像３００を示す。また、図９のｂには、光出力部１１０から出力されるレーザ光の出力位
置を示す標識（黒塗りの丸３１１乃至３１３を含む）を画像３００に重ねて表示する場合
の表示例を示す。
【００８７】
　このように、被写体用撮像素子１２２の撮像範囲に含まれる被写体（画像３００）に、
光出力部１１０から複数のレーザ光を出力することにより、複数の部分についてスペック
ルパターンの画像を取得することができる。例えば、黒塗りの丸３１１に対応するレーザ
光により人物３０１の音声を取得することができる。同様に、黒塗りの丸３１２に対応す
るレーザ光により人物３０２の音声を取得することができ、黒塗りの丸３１３に対応する
レーザ光により人物３０３の音声を取得することができる。このように、同時に複数の対
象物の音声を取得することができる。
【００８８】
　図１０には、学校の発表会で１クラスの児童（人物３２１を含む）が歌を歌っている場
合の例を示す。図１０のａには、被写体用撮像素子１２２の撮像範囲に含まれる画像３２
０を示す。また、図１０のｂには、光出力部１１０から出力されるレーザ光の出力位置を
示す標識（黒塗りの丸３２２を含む）を画像３２０に重ねて表示する場合の表示例を示す
。
【００８９】
　例えば、情報処理装置１００を用いて動画の撮影を行っている人物（親）の子供を人物
３２１とする。この場合に、その親は、他の人物の音声を下げて、自分の子供（人物３２
１）の音声のみを大きくすることができる。例えば、黒塗りの丸３２２に対応するレーザ
光に基づいて取得される音声（人物３２１の音声）を大きくすることができる。例えば、
タッチパネルで構成されている表示部１７０に、図１０のｂに示す画像３２０が表示され
ている場合を想定する。この場合に、人物３２１の音声のみを大きくして記録することを
希望するときには、黒塗りの丸３２２の部分をユーザがタッチ操作を行う。このタッチ操
作が操作受付部１６０により受け付けられた場合には、制御部１９０は、そのタッチ操作
が行われた位置の黒塗りの丸３２２に対応するレーザ光に基づいて取得される音声（人物
３２１の音声）を大きくして記憶部１４０に記録することができる。
【００９０】
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　また、例えば、記憶部１４０に記憶されている画像コンテンツを再生する場合について
も同様に、希望する人物の音声（例えば、人物３２１の音声）を大きくすることができる
。例えば、タッチパネルで構成されている表示部１７０に、図１０のｂに示す画像３２０
が表示されている場合を想定する。この場合に、人物３２１の音声のみを大きくして再生
することを希望するときには、黒塗りの丸３２２の部分をユーザがタッチ操作を行う。こ
のタッチ操作が操作受付部１６０により受け付けられた場合には、制御部１９０は、その
タッチ操作が行われた位置の黒塗りの丸３２２に対応するレーザ光に基づいて取得される
音声（人物３２１の音声）を大きくして音声出力部１８０から出力させることができる。
【００９１】
　図１１には、情報処理装置１００を監視カメラとして使用する場合の例を示す。図１１
のａには、被写体用撮像素子１２２の撮像範囲に含まれる画像３３０を示す。また、図１
１のｂには、光出力部１１０から出力されるレーザ光の出力位置を示す標識（黒塗りの丸
）を画像３３０に重ねて表示する場合の表示例を示す。
【００９２】
　例えば、歩道を歩く人物を撮像範囲に含むように、情報処理装置１００が設置された場
合を想定する。この場合には、図１１に示すように、その歩道を移動する複数の人物が画
像３３０に含まれることになる。また、この場合には、図１０と同様に、撮影時または再
生時において、希望する人物の音声を大きくすることができる。
【００９３】
　ここで、図１１では、手前側（情報処理装置１００側）に存在する人物と、奥側（情報
処理装置１００の反対側）に存在する人物との距離（情報処理装置１００からの距離）が
大きく異なる例を示す。このような場合には、手前側の人物から反射されたレーザ光に基
づくスペックルパターンと、奥側の人物から反射されたレーザ光に基づくスペックルパタ
ーンとの合焦位置が異なる。しかしながら、このような場合でも、所定範囲内に存在する
複数の物体（例えば、人物）から反射されたレーザ光に基づくスペックルパターンについ
ては、フォーカスが多少ずれていても解析等に用いることは可能である。そこで、図１１
に示す例では、例えば、中央付近に存在する物体のスペックルパターンにフォーカスを合
わせて、各スペックルパターンの画像データを生成して用いることができる。なお、所定
範囲は、例えば、情報処理装置１００からの距離が５ｍから２０ｍの範囲である。ただし
、ここで示す所定範囲は、一例であり、情報処理装置１００の性能等に応じて適宜設定す
ることが可能である。
【００９４】
　なお、図９乃至図１１では、被写体用撮像素子１２２の撮像範囲において、光出力部１
１０から出力されるレーザ光の出力位置を格子状とする例を示したが、他の配置とするよ
うにしてもよい。また、被写体用撮像素子１２２の撮像範囲における特定部分（例えば、
中央部分）に、複数のレーザ光の出力位置を集中させるようにしてもよい。このように、
複数のレーザ光の出力位置を密にすることにより、その特定部分から取得する音情報の精
度を高めることができる。
【００９５】
　また、スペックルパターンの振動に基づいて取得された各種情報（例えば、音データ、
距離情報）を用いて撮像制御を行うことができる。例えば、撮像範囲に含まれる人物の音
データが、スペックルパターンの振動に基づいて取得された場合を想定する。この場合に
は、制御部１９０は、その音データが取得された位置（撮像範囲における位置）をＡＦ（
Auto Focus）エリアに設定する制御を行うことができる。また、制御部１９０は、その音
データが取得された位置（撮像範囲における位置）をＡＥ（Auto Exposure）エリアに設
定する制御を行うことができる。この場合には、例えば、顔検出機能を用いて、その音デ
ータが取得された位置（撮像範囲における位置）から人物の顔が検出されたことを条件に
、ＡＦエリアの設定やＡＥエリアの設定等を行うようにしてもよい。また、他の物体検出
機能を用いて特定物体（例えば、猫、犬、自動車、電車）の検出を条件とするようにして
もよい。
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【００９６】
　また、例えば、撮像範囲に含まれる人物の距離情報が、スペックルパターンの振動に基
づいて算出された場合を想定する。この場合には、制御部１９０は、その距離情報が算出
された位置（撮像範囲における位置）をＡＦエリアに設定する制御を行うことができる。
また、制御部１９０は、その距離情報が算出された位置（撮像範囲における位置）をＡＥ
（Auto Exposure）エリアに設定する制御を行うことができる。この場合についても、物
体検出機能を用いて特定物体（例えば、猫、犬、自動車、電車）の検出を、ＡＦエリアの
設定やＡＥエリアの設定等の条件とするようにしてもよい。
【００９７】
　このように、制御部１９０は、スペックルパターンの振動に基づいて取得された音デー
タと、算出された距離情報のうちの少なくとも１つに基づいて撮像部１２０に対するオー
トフォーカス制御や露出制御を行うことができる。また、このように撮像制御を行うこと
により、例えば、音声を発している人物にＡＦ、ＡＥを合わせ続けることができる。
【００９８】
　［情報処理装置の動作例］
　図１２は、本技術の実施の形態における情報処理装置１００による動画記録処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。図１２では、動画の記録時に距離情報を算出す
る例を示す。
【００９９】
　最初に、制御部１９０は、動画の記録開始操作が行われたか否かを判断する（ステップ
Ｓ９０１）。動画の記録開始操作が行われていない場合には（ステップＳ９０１）、監視
を継続して行う。
【０１００】
　動画の記録開始操作が行われた場合には（ステップＳ９０１）、光出力部１１０は、制
御部１９０の制御に基づいて、光の出力を開始する（ステップＳ９０２）。なお、ステッ
プＳ９０２は、特許請求の範囲に記載の光出力手順の一例である。
【０１０１】
　続いて、撮像部１２０の被写体用撮像素子１２２および信号処理部１３０の被写体用信
号処理部１３２は、制御部１９０の制御に基づいて、被写体の画像データの生成を開始す
る（ステップＳ９０３）。同様に、撮像部１２０のスペックル用撮像素子１２１および信
号処理部１３０のスペックル用信号処理部１３１は、制御部１９０の制御に基づいて、ス
ペックルパターンの画像データの生成を開始する（ステップＳ９０４）。なお、ステップ
Ｓ９０４は、特許請求の範囲に記載の取得手順の一例である。また、音取得部１５０は、
制御部１９０の制御に基づいて、音データの取得を開始する（ステップＳ９０５）。なお
、図１２では、被写体の画像データの生成、スペックルパターンの画像データの生成、音
データの取得を順次行う例を示すが、これらの各処理については、同時に行うようにして
もよく、順序を入れ替えて行うようにしてもよい。
【０１０２】
　続いて、制御部１９０は、スペックルパターンの画像データと、音取得部１５０により
取得された音データとに基づいて、距離情報を算出する（ステップＳ９０６）。続いて、
制御部１９０は、被写体の画像データと、スペックルパターンの画像データと、算出され
た距離情報とを関連付けて記憶部１４０に記録させる（ステップＳ９０７）。
【０１０３】
　なお、図１２では、スペックルパターンの画像データを記録する例を示すが、スペック
ルパターンの画像データに基づいて音データを生成し、この音データをスペックルパター
ンの画像データに関連付けて記録するようにしてもよい。また、スペックルパターンの画
像データに基づいて生成された音データと、音取得部１５０により取得された音データと
を関連付けて記録するようにしてもよい。この場合に、何れか一方の音データを用いて、
他方の音データを補正して記録するようにしてもよい。
【０１０４】
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　続いて、制御部１９０は、動画の記録終了操作が行われたか否かを判断する（ステップ
Ｓ９０８）。動画の記録終了操作が行われていない場合には（ステップＳ９０８）、ステ
ップＳ９０３に戻る。一方、動画の記録終了操作が行われた場合には（ステップＳ９０８
）、動画記録処理の動作を終了する。
【０１０５】
　このように、光出力部１１０は、撮像部１２０の撮像範囲に含まれる被写体における複
数の位置に、スペックルパターンを発生させるための複数の光を出力する。また、撮像部
１２０のスペックル用撮像素子１２１は、複数の位置に当てられた複数の光の散乱により
形成されたスペックルパターンの画像データを複数の位置毎に取得する。
【０１０６】
　［情報処理装置の動作例］
　図１３は、本技術の実施の形態における情報処理装置１００による動画再生処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【０１０７】
　最初に、制御部１９０は、動画の再生開始操作が行われたか否かを判断する（ステップ
Ｓ９１１）。動画の再生開始操作が行われていない場合には（ステップＳ９１１）、監視
を継続して行う。
【０１０８】
　動画の再生開始操作が行われた場合には（ステップＳ９１１）、制御部１９０は、その
再生開始操作により指定された動画コンテンツおよびこれに関連付けられている各情報を
記憶部１４０から取得する（ステップＳ９１２）。なお、動画コンテンツに関連付けられ
ている各情報は、例えば、スペックルパターンの画像データ、音データ、距離情報である
。
【０１０９】
　続いて、制御部１９０は、その動画コンテンツに含まれる画像データに基づいて画像を
表示部１７０に表示させる（ステップＳ９１３）。この場合に、制御部１９０は、その画
像データの記録時に光出力部１１０から出力されたレーザ光の出力位置を示す標識（例え
ば、図９のｂに示す黒塗りの丸３１１乃至３１３）を、表示対象となる画像に重ねて表示
させる。例えば、図９のｂ、図１０のｂ、図１１のｂに示すように、各標識が表示される
。
【０１１０】
　また、制御部１９０は、その動画コンテンツに関連付けられているスペックルパターン
の画像データに基づいて音データを生成して音声出力部１８０から出力させる（ステップ
Ｓ９１３）。なお、動画コンテンツに音データが関連付けられている場合には、その音デ
ータを音声出力部１８０から出力させるようにしてもよい。
【０１１１】
　続いて、制御部１９０は、標識の選択操作が行われたか否かを判断する（ステップＳ９
１４）。標識の選択操作が行われていない場合には（ステップＳ９１４）、ステップＳ９
１６に進む。
【０１１２】
　標識の選択操作が行われた場合には（ステップＳ９１４）、制御部１９０は、その選択
操作により選択された標識に対応する位置から発生している音を大きくする設定を行う（
ステップＳ９１５）。すなわち、制御部１９０は、その選択操作により選択された標識に
対応する位置に出力されたレーザ光のスペックルパターンに基づいて生成される音データ
を大きくする設定を行う（ステップＳ９１５）。
【０１１３】
　続いて、制御部１９０は、動画の再生終了操作が行われたか否かを判断する（ステップ
Ｓ９１６）。動画の再生終了操作が行われていない場合には（ステップＳ９１６）、ステ
ップＳ９１３に戻る。一方、動画の再生終了操作が行われた場合には（ステップＳ９１６
）、動画再生処理の動作を終了する。
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【０１１４】
　このように、制御部１９０は、撮像部１２０の撮像範囲に含まれる被写体における複数
の位置に当てられた光の散乱により形成されたスペックルパターンの画像データに基づい
て、複数の位置から生じた音を複数の位置毎に取得して出力させることができる。また、
制御部１９０は、複数の位置のうちから所望の位置を選択する選択操作が受け付けられた
場合には、その選択された位置から生じた音のみを取得して出力させることができる。
【０１１５】
　このように、本技術の実施の形態では、例えば、レーザ光の集光点を多点化して撮像範
囲の全部（または、一部）をカバーすることにより、複数の位置において発生するスペッ
クルパターンを取得することができる。これにより、複数の対象物の音データを同時に取
得することができる。また、レーザ光が当たっている対象物のうち、所望の対象物の音デ
ータのみを、撮影時または撮影後（例えば、再生時）に容易に抜き出すことができる。
【０１１６】
　このように、本技術の実施の形態によれば、スペックルパターンを有効活用することが
できる。また、マルチスポット光マイクを実現することができる。
【０１１７】
　なお、本技術の実施の形態では、被写体の画像データを生成する撮像部と、スペックル
パターンの画像データを生成する撮像部とを１つの情報処理装置に備える例を示した。た
だし、被写体の画像データを生成する撮像部と、スペックルパターンの画像データを生成
する撮像部とを異なる装置に備えるようにしてもよい。この場合には、ぞれぞれの装置に
より生成された画像データをそれぞれの装置内で関連付けて記録することができる。
【０１１８】
　なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の
形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有す
る。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の
実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を
施すことにより具現化することができる。
【０１１９】
　また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法
として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、
例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）
、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray（登録商標）Disc）等を用いることがで
きる。
【０１２０】
　なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって、限定されるものではなく、
また、他の効果があってもよい。
【０１２１】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）
　撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に、スペックルパターンを発生させるた
めの複数の光を出力する光出力部と、
　前記複数の位置に当てられた前記複数の光の散乱により形成された前記スペックルパタ
ーンを前記複数の位置毎に取得する取得部と
を具備する情報処理装置。
（２）
　前記光出力部は、光源から出力される１つの光を回折光学素子により前記複数の光とし
て出力する前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
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　前記光出力部は、レーザアレイを光源として複数のレーザ光を出力する前記（１）に記
載の情報処理装置。
（４）
　前記光出力部は、前記レーザアレイとして面発光レーザアレイを用いる前記（３）に記
載の情報処理装置。
（５）
　前記光出力部は、前記レーザアレイから波長が異なる複数のレーザ光を出力し、
　前記取得部は、色情報を取得することが可能な撮像素子を用いて前記スペックルパター
ンを取得する
前記（３）または（４）に記載の情報処理装置。
（６）
　前記光出力部は、前記レーザアレイから偏光方向が異なる複数のレーザ光を出力し、
　前記取得部は、偏光情報を取得することが可能な撮像素子を用いて前記スペックルパタ
ーンを取得する
前記（３）または（４）に記載の情報処理装置。
（７）
　前記光出力部は、前記複数の光を変調して前記光源から出力する前記（２）から（４）
のいずれかに記載の情報処理装置。
（８）
　前記撮像範囲における全部または一部に前記複数の位置が配置される前記（１）から（
７）のいずれかに記載の情報処理装置。
（９）
　前記取得されたスペックルパターンに基づいて前記被写体に関する音データおよび距離
情報のうちの少なくとも１つを取得する制御部をさらに具備する前記（１）から（８）の
いずれかに記載の情報処理装置。
（１０）
　前記被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と、
　前記取得されたスペックルパターンに基づいて前記被写体に関する音データおよび距離
情報のうちの少なくとも１つを取得する制御部とをさらに具備し、
　前記制御部は、前記取得された音データおよび距離情報のうちの少なくとも１つに基づ
いて前記撮像部に対するオートフォーカス制御を行う
前記（１）から（８）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１１）
　前記被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と、
　前記取得されたスペックルパターンに基づいて前記被写体に関する音データおよび距離
情報のうちの少なくとも１つを取得する制御部とをさらに具備し、
　前記制御部は、前記取得された音データおよび距離情報のうちの少なくとも１つに基づ
いて前記撮像部に対する露出制御を行う
前記（１）から（８）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１２）
　物質の振動に基づいて前記情報処理装置の周囲の音データを取得する音取得部と、
　前記取得されたスペックルパターンに基づいて前記被写体に関する音データを取得し、
当該音データと前記音取得部により取得された音データとに基づいて、前記情報処理装置
および前記被写体間の距離を算出する制御部と
をさらに具備する前記（１）から（８）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１３）
　撮像範囲に含まれる被写体に当てられた光の散乱により形成されたスペックルパターン
に基づいて取得された前記被写体に関する音データと、物質の振動に基づいて取得された
前記被写体に関する音データとに基づいて、前記情報処理装置および前記被写体間の距離
を算出する制御部を具備する情報処理装置。
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　撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に当てられた光の散乱により形成された
スペックルパターンに基づいて前記複数の位置から生じた音を前記複数の位置毎に取得し
て出力させる制御部を具備する情報処理装置。
（１５）
　前記制御部は、前記複数の位置のうちから所望の位置を選択する選択操作が受け付けら
れた場合には、当該選択された位置から生じた音のみを取得して出力させる前記（１４）
に記載の情報処理装置。
（１６）
　撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に、スペックルパターンを発生させるた
めの複数の光を出力する光出力手順と、
　前記複数の位置に当てられた前記複数の光の散乱により形成された前記スペックルパタ
ーンを前記複数の位置毎に取得する取得手順と
を具備する情報処理方法。
（１７）
　撮像範囲に含まれる被写体における複数の位置に、スペックルパターンを発生させるた
めの複数の光を出力する光出力手順と、
　前記複数の位置に当てられた前記複数の光の散乱により形成された前記スペックルパタ
ーンを前記複数の位置毎に取得する取得手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【符号の説明】
【０１２２】
　１００　情報処理装置
　１１０　光出力部
　１１１　光源
　１１２　回折光学素子
　１１５　面発光レーザアレイ
　１２０　撮像部
　１２１　スペックル用撮像素子
　１２２　被写体用撮像素子
　１２３、１２４　光学系
　１３０　信号処理部
　１３１　スペックル用信号処理部
　１３２　被写体用信号処理部
　１４０　記憶部
　１５０　音取得部
　１６０　操作受付部
　１７０　表示部
　１８０　音声出力部
　１９０　制御部
　２００　撮像部
　２０１　スペックル用撮像素子
　２０２　被写体用撮像素子
　２０３　光学系
　２０４　ハーフミラー



(20) JP 2016-38343 A 2016.3.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(21) JP 2016-38343 A 2016.3.22

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(22) JP 2016-38343 A 2016.3.22

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(23) JP 2016-38343 A 2016.3.22

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5B057 BA02  BA04  CA08  CA12  CA16  CB08  CB13  DA16  DB02  DB09 
　　　　 　　        DC03  DC32 
　　　　 　　  5C122 EA42  FB13  FB17  FC01  FC02  FD04  FJ04  GG05  HB01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

