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単板撮像素子を用いたワンショット撮影によるマルチスペクトル画像生成
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あらまし 近年，忠実な色再現を目的とするマルチスペクトル画像撮影が注目されている．しかしながら，従来のマ
ルチスペクトル画像撮影は，複数台のカメラ，もしくは，複数回の撮影により行われるため，高価格で煩雑な撮影シ
ステムを必要としている．一方，商用 RGB ディジタルカメラでは，単板撮像素子とカラーフィルタアレイ (CFA) が
用いられ，低価格かつ簡便な撮影が実現されている．しかしながら，マルチバンド CFA の生データに対するデモザイ
キングの難しさから，単板撮像素子によるワンショットマルチスペクトル画像撮影への拡張は進んでいない．そこで，
本論文では，マルチバンド CFA の生データに対する，新しいデモザイキング手法を提案する．提案手法では，既存
の補間手法を，適応的カーネル補間法へと拡張し，デモザイキングへと応用する．適応的カーネル補間法とは，既存
の補間手法に，画素毎に適応的に推定された適応的カーネル関数を組み込んだ補間法である．本論文では，新しいマ
ルチバンド CFA を提案し，生データから直接，適応的カーネル関数を推定する．提案手法と従来手法との比較実験
を行い，提案手法の有効性を確認した．
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カメラ−ワンショットシステムと考えられる．CFA を用

1. は じ め に

いたカメラから出力されるデータは，生データと呼ばれ，

マルチスペクトル画像とは，従来の 3 バンド (RGB)

ある画素位置において，１つのバンドの画素値しか得

より多くのスペクトル情報を観測した画像であり，忠実

られていない．したがって，フルカラー画像は，周辺の

な色再現を可能とする．また，近年，物体認識や領域分

画素値から推定される必要があり，この処理はデモザイ

割など，コンピュータビジョン分野への応用を目的とし

キングと呼ばれる．現在，多くのカメラでは，ベイヤー

たマルチスペクトル画像の利用が注目されている．

CFA [6] が用いられている．ベイヤー CFA の生データに
対するデモザイキングを，ベイヤーデモザイキングと呼
ぶことにする (図 1 (a))．
シングルカメラ−ワンショットシステムのマルチスペ
クトル画像撮影への拡張は，低価格かつ簡便なマルチス
ペクトル動画像撮影を可能とする．これは，4 バンド以
上のカラーフィルタから構成される，マルチバンド CFA
を用いることにより実現される．しかしながら，カラー
フィルタのバンド数を増やすことにより，生データでの
１つのバンドに対するサンプル密度は，著しく低くなっ
てしまう．したがって，マルチバンド CFA の生データ
に対するデモザイキングは，非常に困難な問題となって
いる．本論文では，このような，マルチバンド CFA の
生データに対するデモザイキングを，マルチバンドデモ
ザイキングと呼ぶことにする (図 1 (b))．
ベイヤーデモザイキングは，古くから研究されてい
る [7] [8]．しかしながら，これらの手法のほとんどは，ベ
イヤー CFA 生データに特化した手法である．近年，任
意の CFA 生データに対するデモザイキング手法が報告
されているものの [9] [10] ，これらの手法では，主に 3 バ
ンド (RGB) の CFA を想定している．また，再構成型の
手法として，Narasimhan らの手法がマルチバンドデモ

マルチスペクトル画像を撮影するシステムは，大きく

3 つに分類できる．3 つのシステムとは，(1) マルチカメ
ラ−ワンショットシステム，(2) シングルカメラ−マルチ
ショットシステム，(3) シングルカメラ−ワンショットシ
ステムである．2 台の RGB カメラとハーフミラーから
構成される 6 バンド HDTV カメラは，マルチカメラ−
ワンショットシステムである [1]．このシステムは，マル
チスペクトル動画像の撮影が可能であるものの，2 台の
カメラを必要とするため高価である．シングルカメラ−
マルチショットシステムとして，カメラの前，もしくは，
照明光の前に設置されたカラーフィルタを，時間的に切
り替えて撮影を行うシステムが提案されている [2] [3]．し
かしながら，これらのシステムでは，マルチスペクトル
画像の撮影に，複数回の撮影が必要である．フィルタを
切り替える作業には時間がかかるため，これらのシステ
ムでは動画像を撮影することができない．この問題を解
決するには，特別に設計された照明装置や，DLP プロ
ジェクタなどを用いて，照明光を高速に切り替える必要
がある [4] [5]．
ところで，単板撮像素子とカラーフィルタアレイ (CFA)
で構成される商用 RGB ディジタルカメラは，シングル
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デモザイキング概略図．

ザイキングに適応可能であるが，この手法は多くの学習

ある．GI では，注目画素位置からの空間的な距離に基

データを必要とする [11]．

づく重みが，JBI では，空間的な距離に基づく重みに加

マルチバンドデモザイキング手法として，Baone らは

えて，参照画像の画素値の差に基づく重みが, それぞれ

MAP 推定に基づく手法を提案している [12]．しかしな
がら，この手法は計算コストが高い．また，画像補間に
よる手法として，Brauers らはローパスフィルタをバン
ド間の色差データに適用することにより [13]，Miao らは
エッジセンシング補間を各バンドデータに行うことによ
り [14]，マルチバンドデモザイキングを行っている．し
かしながら，これらの手法によってマルチバンドデモザ
イキングされた画像では，エッジ領域で著しい偽色が現
れている．
以上の背景を踏まえ，本論文では，学習データを必要
とせず，比較的計算コストの小さい画像補間による，新
しいマルチバンドデモザイキング手法を提案する．提案
手法では，既存の補間手法を，適応的カーネル関数を組
み込むことにより拡張し，マルチバンドデモザイキング
へと応用する．適応的カーネル関数とは，画像の微分情
報に基づき推定される，画素毎に適応的なカーネル関
数である [15]．画像補間を行う場合，入力データのサン
プル位置は疎であり，全ての画素位置において画素値を
持っていない．したがって，全ての画素位置において微
分を計算することはできない．このような場合，適応的
カーネル関数は，入力データに対し何らかの初期補間を
行った画像から推定される必要がある．それに対し，提
案手法では，新しいマルチバンド CFA を提案し，生デー
タから直接，適応的カーネル関数を推定することを可能
にする．さらに，提案手法では，適応的カーネル関数の
大きさに制限を設けることにより，強いエッジやテクス
チャが豊富な領域で，偽色の発生を抑える．16 枚の実マ
ルチスペクトル画像に対し，従来手法との比較実験を行
い，提案手法の有効性を確認する．

用いられる．参照画像とは，補間して得られる画像と似

2. 適応的カーネル補間法

た画像構造を有することが期待される密な画像である．
画素位置 xp に対する，それぞれの推定結果 S GI (xp )，

S JBI (xp ) は，
S GI (xp ) =
S JBI (xp ) =

1
GI
wx
p
1

∑

k(xi − xp )M (xi )S(xi ),

∑

JBI
wx
p
xi ∈Nxp

k(xi − xp )r(I(xi ) − I(xp ))M (xi )S(xi ),
(2)

と表される．ここで，Nxp は画素位置 xp の周辺画素
の画素位置集合を，S(xi ) は画素位置 xi のサンプル値
を，M (xi ) は画素位置 xi のバイナリマスクを，I(xi )，

I(xp ) は参照画像の画素値を，k(xi − xp ) は画素位置 xp
からの距離に基づく重みを，r(I(xi ) − I(xp )) は参照画
像の画素値の差に基づく重みを，wxGI
と wxJBI
は正規化
p
p
係数，すなわち，重みの総和をそれぞれ表す．また，バ
イナリマスクは，サンプル値が存在する場所で 1，それ
以外で 0 と設定されている．多くの場合，空間的な距離
に基づく重みとして，画素位置に依存しないガウス関数
が用いられる．本論文では，これらの 2 つの既存補間手
法を，非適応的補間法と呼ぶことにする．

2. 2 適応的カーネル関数を利用した補間法
従来の GI や JBI では，空間的な距離に対する重みカー
ネル関数は，画素位置に依存しないガウス関数が用いら
れている．しかしながら，エッジ部分ではエッジに沿っ
たカーネル関数を用いることで，高精度に画素値を推定
できることが期待される．Takeda らは，画像の勾配情
報を利用して，カーネル関数を画素毎に適応的に推定す
る方法を提案しており [15]，画素位置 xp における適応

2. 1 既存補間手法
既存の補間手法として，ガウシアン補間 (GI) とジョ
イントバイラテラル補間 (JBI) [16] が広く知られている．
いずれも，画素値を推定したい画素位置周辺の，局所的
なデータの重み付き平均として画素値を推定する方法で

(1)

xi ∈Nxp

的カーネル関数は式 (3) のように定義されている．
[
]
xT C−1
xp x
kxp (x) = exp − 2
.
(3)
2h µxp 2
ここで，Cxp は画素位置 xp に対するガウス関数の共分
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推定された適応的カーネル関数を用いて，安定に補間が
行えない例; ×は注目画素位置を，●は入力データのサ
ンプル位置を，青線は極端に細長いカーネル関数を，赤
線は極端に小さいカーネル関数を，それぞれ表す．

散行列を, h は画像全体のカーネル関数の大きさを表す
パラメータを，µxp は画素位置毎のカーネル関数の大き
さを表すパラメータを，それぞれ表す．つまり，カーネ
ル関数の形状を画素毎に適応的に設計することは，画素
毎にガウス関数の共分散行列を推定することになる．

Takeda らは，画像の勾配情報に基づき，式 (4) のよう
に共分散行列を推定する方法を提案している [15]．

C−1
xp

1
=
|Nxp |






∑

zu (xj )zu (xj )

xj ∈Nxp

∑

∑
xj ∈Nxp

zu (xj )zv (xj )

xj ∈Nxp

∑

zu (xj )zv (xj )





.
zv (xj )zv (xj ) 

xj ∈Nxp

(4)

図3
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提案するマルチバンド CFA と，それぞれのバンドのセ
ンサ感度の概略図．

ベクトルと固有値によって決められる．固有ベクトルは
カーネル関数の軸方向を表し，対応する固有値がそれぞ
れの軸方向の大きさを決める．したがって，2 つの固有
値の積は，カーネル関数の空間的な広がりに対応すると
考えられる．提案手法では，固有値の積がある閾値 τ よ
り小さいとき，以下のように 2 つの固有値 λ1 ，λ2 を更
新する．

λ1 ′ = αλ1 ,
λ2 ′ = αλ2 ,
√
τ
α =
.
λ 1 λ2

(5)

ここで， λ1 ′ ，λ2 ′ は更新された新しい固有値である．更

ここで，zu は水平方向の画素値微分を，zv は垂直方向

新された固有値に基づき，共分散行列を再計算すること

の画素値微分を，Nxp は画素位置 xp の周辺画素の画素

により，カーネル関数の空間的な広がりを，一定の大き

位置集合を，|Nxp | は集合 Nxp の要素数を，それぞれ

さまで広げる．

表す．このようにして推定された共分散行列を利用する
ことにより，エッジ部分ではエッジに沿ったカーネル関
数が設計可能であることが報告されている [15]．
提案手法では，式 (1),(2) の，画素位置に依存しない

3. マルチバンドデモザイキング手法
3. 1 マルチバンド CFA と適応的カーネル関数の
直接推定

ガウス関数 k(x) に代えて，式 (3) の，画素位置に適応

提案するマルチバンド CFA と，それぞれのバンドの

的なカーネル関数 kxp (x) を用いることにより，非適応

センサ感度の概略図を図 3 に示す．本論文では，それぞ

的補間法を適応的カーネル補間法へと拡張する．本論文

れのバンドを，長波長側から短波長側にかけて，R，Or，

では，それぞれの適応的カーネル補間法を，適応的ガウ

G，Cy，および B バンドと呼ぶことにする．提案するマ
ルチバンド CFA は，Miao らにより報告されている，任
意のバンド数の CFA を設計する理論的枠組みに基づき
設計される [14]．本論文では，G バンドデータの密度が
他バンドデータより大きくなるよう配置している．これ
は，人間の視覚の明るさに対する感度が，G バンドの波
長帯に対して最も敏感であることに由来する．
提案するマルチバンド CFA の最大の特徴は，生データ
から直接，適応的カーネル関数を推定できることである．
式 (4) から，適応的カーネル関数を推定するには，画像
の微分が必要である．しかしながら，画像補間を行う場
合，入力データのサンプル位置は疎であり，全ての画素
位置において画素値を持っていない．したがって，全て
の画素位置において微分を計算することはできない．こ
のような場合，適応的カーネル関数は，入力データに対
し，何らかの初期補間を行った画像から推定される必要

シアン補間法 (A-GI)，適応的ジョイントバイラテラル補
間法 (A-JBI) と呼ぶことにする．

2. 3 適応的カーネル関数の大きさ設計
適応的カーネル関数を，空間的な距離に対する重み関
数として用いることにより，エッジに沿った方向から補
間を行うことが期待できる．しかしながら，強いエッジ
やテクスチャが豊富な領域では，カーネル関数が極端に
細長く，もしくは，小さくなる．入力データのサンプル
密度が低い場合，このようなカーネル関数を用いると，
安定に補間が行えず，偽色を発生する原因となる．図 2
に，安定に補間が行えない例を示す．
そこで，提案手法では，カーネル関数の大きさに制限
を設けることにより，偽色の発生を抑える．カーネル関
数の形状，大きさはそれぞれ，共分散行列 Cxp の固有
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がある．すなわち，初期補間の精度が，適応的カーネル

G

関数の推定精度に影響を与えてしまうこととなる．これ
に対し，提案手法では，提案するマルチバンド CFA の
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生データから直接，適応的カーネル関数を推定するため，
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初期補間を行う必要がない．
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-
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自然画像では，高周波成分においてバンド間の相関が

+
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-

B

強いことが広く知られている [17]．これは，各バンド画
像は同じエッジ構造を有することを意味する．そこで，

+

(b) (a) 中の赤枠内の詳細を示すブロック線図．

本論文では，それぞれのバンド画像の勾配情報，すなわ
ち微分が等しいという仮定をする．この仮定に基づき，

図 5 提案するマルチバンドデモザイキング手法の処理概要．

提案手法では，画像の微分を斜め方向に計算する．図 4
に G，Cy，および Or バンドデータのサンプル位置にお

図 5 (a) 中の赤枠で囲まれた部分の詳細を示す．提案手

ける，斜め方向微分の計算例を示す．このように，微分

法では，まず，G，Or，および Cy バンドデータに対し

を斜め方向に計算することにより，提案するマルチバン

補間を行う．ついで，R と B バンドを補間する際には，

ド CFA の生データでは，全ての画素位置において，微

それぞれ Or と Cy バンドとの相関を利用し，色差デー

分を計算することができる．提案手法では，これらの斜

タに対し補間を行う．また，それぞれのバンドデータに

め方向の微分を用いて，式 (4) に基づき，適応的カーネ

対し補間を行う際は，Miao らの手法 [14] と同様に，段

ル関数を式 (6) のように推定する．
[
]
xT HT C−1
xp Hx
kxp (x) = exp −
.
2h2 µxp 2

階的に補間を行う．
デモザイキングの際に発生する偽色の原因の一つとし

(6)

て，バンド間の周波数特性の不一致が挙げられる．そこ
で，提案手法では，G バンドを含めた全てのバンドデー

ここで，H は座標系を 45 °回転させる行列であり，微

タに対し，同じ参照画像を用いて補間を行うことによ

分方向と座標軸をそろえる働きをする．

り，バンド間の周波数特性をそろえ，偽色の発生を抑え
る [18]．

3. 2 デモザイキングアルゴリズム
提案するマルチバンドデモザイキング手法の処理概要

4. 実

験

を図 5 に示す．提案手法は大きく３つのステップから成

まず，実験に用いる 5 バンド画像の撮影を行った．5

る (図 5 (a))．まず，3. 1 節で述べたように，適応的カー

バンド画像は，カメラの前に設置したカラーフィルタを

ネル関数を，提案するマルチバンド CFA の生データか

時間的に切り替え，複数回撮影を行うことにより得た．

ら直接推定する．ついで，A-JBI を適用する際に，参照

本論文では，これらの 5 バンド画像を，真の 5 バンド画

画像となる画像を生成する．提案手法では，生データに

像とする．ついで，RGB カラー画像での比較を行うた

おいて最もサンプル密度が高い G バンドデータに対し，

め，撮影された真の 5 バンド画像を，標準色空間である

A-GI を適用し，参照画像 (図 5 (a) の Guide Image) を
生成する．そして，各バンドデータに対し A-JBI を適用
し，5 バンドフルカラー画像を生成する．
図 3 の各バンドのセンサ感度の重なりから分かるよ
うに，R と Or，および Cy と B バンドの間には，それ
ぞれ強い相関があると考えられる．そこで，提案手法
では，これらの相関を利用した補間を行う．図 5 (b) に

sRGB 空間 (sRGB) へと変換した．この際の変換行列
は，spatio-spectral Wiener estinmation [19] により求め
た．なお，spatio-spectral Wiener estimation で用いる，
スペクトル間の相関行列は，１次マルコフモデルを仮定
した．本論文では，このようにして変換された sRGB 画
像を，真の sRGB 画像とする．また，sRGB 画像のそれ
ぞれのバンドを，sR，sG，および sB バンドと呼ぶこと
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Chinadress1

Butterfly2

Chinadress2

Butterfly3

Chinadress3

Butterfly4

Chinadress4

Original 5-band

Original 5-band

Mosaick

Mosaick

5-band CFA raw data

Bayer CFA raw data

Multiband demosaicking

Bayer demosaicking

Demosaicked 5-band

Demosaicked RGB

Convert to sRGB

Convert to sRGB

sRGB imgae

sRGB imgae

(a) マルチバンドデモザイキング
Chinadress5

Flower1

Flower2

図7

Sushi

(b) ベイヤーデモザイキング

実験の流れ．

非適応的補間法と提案手法において，カーネルサイズは

Color

図 6

Fruits

Toy

Outdoor

実験に用いた，16 のシーンに対する画像; マルチスペ
クトル画像を，sRGB 画像へと変換した画像を表示して
いる．

にする．
本論文では，16 のシーンに対する実マルチスペクトル
画像を撮影し，提案手法と従来手法との比較実験を行っ
た．用いた 16 枚の，マルチスペクトル画像を，sRGB 画
像へと変換した画像を図 6 に示す．

4. 1 従来のマルチバンドデモザイキング手法との
比較
本節では，提案手法と従来のマルチバンドデモザイキ
ング手法とを比較し，適応的カーネル補間法の有効性を
確認する．実験の流れを図 7 (a) に示す．まず，撮影され
た真の 5 バンド画像から，提案する 5 バンド CFA を想定
したモザイクデータを作成する．ついで，作成したモザ

9 × 9，参照画像の画素値の差に対する重みカーネル関
数は，[0,1] に正規化された画素値データに対し，標準偏
差 0.05 のガウス関数を用いた．また，提案手法で，カー
ネル関数の大きさを表すパラメータ h と µxp は 1 とし，
式 (5) の閾値 τ は経験的に設定し，2 × 108 とした．な
お，τ は全ての画像に対し共通の値を用いた．
Chinadress2 に対する実験結果を図 8 に示す．上から
順に，R，Or，G，Cy，B，および sRGB 画像を表す．生
データにおいて，サンプル密度が高い G バンドに関して
は手法による違いがあまり見られないものの，他バンド
では，提案手法が最も真の画像に近い画像を生成してい
る．特に，R，および B バンド画像において，提案手法
は，従来手法に比べ，テクスチャを保存した画像を生成
していることが分かる．さらに，sRGB 画像での比較か
ら，提案手法は従来手法に比べ，偽色の発生を最小限に
抑えていることが分かる．
つづいて，Butterfly2 に対する実験結果を図 9 に示す．
従来手法により生成された画像では，蝶の翅において，
左上から右下にかけて，偽エッジが発生している．一方，
提案手法により生成された画像は，エッジの方向を正確
に再現していることが確認できる．

イクデータに対し，(1) Binary tree-based edge sensing

(BTES) 法 [14]，(2) 非適応的補間法，(3) 提案手法，の
3 つの手法により，マルチバンドデモザイキングを行う．
そして，マルチバンドデモザイキングされた 5 バンド画
像を，sRGB 画像へと変換する．
BTES 法は Miao らにより提案された手法であり，各
バンドデータに対し，エッジセンシング補間を行うもの
である．非適応的補間法は，2. 1 節に示す，既存の非適
応的補間法を用いてマルチバンドデモザイキングを行う
手法である．具体的には，まず，G バンドデータに対し，
GI を適用することにより，参照画像を生成する．つい
で，生成した参照画像を基に，各バンドデータに JBI を
適用し，5 バンドフルカラー画像を生成する．空間的な
距離に基づく重みガウス関数の標準偏差は 1.3 とした．

4. 2 ベイヤーデモザイキング手法との比較
本節では，従来の RGB 画像とマルチスペクトル画像の
色再現性を評価するため，提案手法とベイヤーデモザイ
キング手法とを比較する．実験の流れを図 7 に示す．提
案手法に関しては，前節と同様な流れで sRGB 画像を生
成する．(図 7 (a))．ベイヤーデモザイキング手法に関し
ては，以下の流れで sRGB 画像を生成する．(図 7 (b))．
まず，真の 5 バンド画像の中で，R，G，および B バン
ド画像のみを用いて，ベイヤー CFA を想定したモザイ
クデータを作成する．ついで，作成したモザイクデータ
を，(1) local polynomial approximation (LPA) 法 [20]，

(2) adaptive homogeneity-directed (AHD) 法 [21]，の 2
つの手法により，ベイヤーデモザイキングを行う．これ
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Chinadress2

(a) 真の画像

(b) BTES 法

(c) 非適応的補間法

(d) 提案手法

図 8 Chinadress2 に対するマルチバンドデモザイキング結果; 上から順に，R，Or，
G，Cy，B，および sRGB 画像を示す．sRGB 対応ディスプレイでの比較を推
奨する．なお，ディスプレイ表示のためガンマ補正を行っている．
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Butterfly2

(a) 真の画像

(b) BTES 法

(c) 非適応的補間法

(d) 提案手法

図 9 Butterfly2 に対するマルチバンドデモザイキング結果; sRGB 対応ディスプレイ
での比較を推奨する．なお，ディスプレイ表示のためガンマ補正を行っている．

Butterfly1

(a) 真の画像

(b) AHD 法

(c) LPA 法

(d) 提案手法

図 10 Butterfly1 に対するベイヤーデモザイキング結果，および提案手法によるマル
チバンドデモザイキング結果; sRGB 対応ディスプレイでの比較を推奨する．
なお，ディスプレイ表示のためガンマ補正を行っている．

らは，高精度なベイヤーデモザイキング手法として知ら

を示したと考えられる．一方，提案手法により生成され

れている．そして，マルチバンドデモザイキングされた

た画像は，Chinadress2，Butterfly1 の 5 バンド，および

画像との公平な評価を行うため，ベイヤーデモザイキン

sRGB の全てのバンドにおいて，最も高い PSNR を示し
てる．さらに，16 枚の画像に対する PSNR の平均値に
おいても，提案手法により生成された画像は，最も高い
PSNR を示している．これらの結果は，提案手法の有効
性を十分に示していると考えられる．

グされた RGB 画像を，sRGB 画像へと変換する．この
際の変換行列は，5 バンドと同様にして，spatio-spectral

Wiener estinmation [19] により求めた．
Butterfly1 に対する実験結果を図 10 に示す．蝶の翅
において，RGB 画像から生成された sRGB 画像は，真
の sRGB 画像と比べて，色が赤みを帯びていることが分
かる．一方，提案手法により，マルチスペクトル画像か
ら生成された sRGB 画像は，忠実に色を再現しているこ
とが確認できる．また，提案手法により効果的にマルチ
バンドデモザイキングを行うことで，ベイヤーデモザイ
キングされた画像と遜色のない解像感が得られているこ
とが確認できる．

5. む す び
本論文では，新しいマルチバンドデモザイキング手法
を提案した．提案手法では，既存の補間手法に，適応的
カーネル関数を組み込むことにより，適応的カーネル補
間法へと拡張し，マルチバンドデモザイキングへと応用
した．さらに，本論文では，新しいマルチバンド CFA を
提案し，提案した CFA の生データから直接適応的カー
ネル関数を推定する方法を示した．実マルチスペクトル

4. 3 定 量 評 価

画像に対する従来手法との比較から，提案手法は，エッ

表 1 に，マルチバンドデモザイキング，およびベイ

ジに沿った方向から効果的に補間を行い，偽色の発生を

ヤーデモザイキングにより生成された画像と真の画像の

最小限に抑えた，色再現性の高い画像を生成することが

Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) を示す．表中で，そ
れぞれのバンド毎に，最も高い PSNR を太字で示してい
る．Butterfly1 の sB バンドでは，BTES 法や非適応的
補間法により生成された画像が，LPA 法により生成さ
れた画像より低い PSNR を示している．これは，5 バン
ドのマルチスペクトル画像を用いたにもかかわらず，従
来手法のマルチバンドデモザイキング精度の低さから，
RGB 画像から生成された sRGB 画像より，低い PSNR

確認できた．また，定量評価においても, 提案手法は，従
来手法に比べて最も高い PSNR を示した．
今後の課題として，ハードウェアによる実装方法の検
討などが挙げられる．
文
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