
JP 5434065 B2 2014.3.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも４つの撮像ユニットと、
　前記少なくとも４つの撮像ユニットを構成する各撮像ユニットの撮影方向を制御し、前
記各撮像ユニットによる撮像範囲を他の撮像ユニットによる撮像範囲と重複させる撮影方
向制御手段と、
　画角調節指示に応じて、前記重複させる範囲の大小を変化させることにより、前記各撮
像ユニットによる全体の撮像範囲の対角線の長さを変えるように前記撮影方向制御手段を
制御する画角制御手段と、
　前記画角制御手段による制御後に前記各撮像ユニットが取得した少なくとも４つの画像
に基づいて１つの画像を合成する画像合成手段と、を備え、
　前記各撮像ユニットによる撮像範囲のアスペクト比、前記各撮像ユニットによる全体の
撮像範囲のアスペクト比、および前記合成後の画像のアスペクト比、および前記４つの撮
像ユニットの配設位置が形成する矩形のアスペクト比が合致し、
　前記４つの撮像ユニットに加えて、前記矩形の中央に相当する位置に配設される撮像ユ
ニットをさらに有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　少なくとも４つの撮像ユニットと、
　前記少なくとも４つの撮像ユニットを構成する各撮像ユニットの撮影方向を制御し、前
記各撮像ユニットによる撮像範囲を他の撮像ユニットによる撮像範囲と重複させる撮影方
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向制御手段と、
　画角調節指示に応じて、前記重複させる範囲の大小を変化させることにより、前記各撮
像ユニットによる全体の撮像範囲の対角線の長さを変えるように前記撮影方向制御手段を
制御する画角制御手段と、
　前記画角制御手段による制御後に前記各撮像ユニットが取得した少なくとも４つの画像
に基づいて１つの画像を合成する画像合成手段と、を備え、
　前記画角制御手段はさらに、アスペクト比調節指示に応じて、前記重複させる範囲の大
小を変化させることにより、前記複数の撮像ユニットによる全体の撮像範囲のアスペクト
比および前記合成後の画像のアスペクト比を、前記各撮像ユニットによる撮像範囲のアス
ペクト比および前記４つの撮像ユニットの配設位置が形成する矩形のアスペクト比と異な
らせるように前記撮影方向制御手段を制御し、
　前記４つの撮像ユニットに加えて、前記矩形の中央に相当する位置に配設される撮像ユ
ニットをさらに有することを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　複数の撮像ユニットと、
　前記複数の撮像ユニットを構成する各撮像ユニットの撮影方向を制御し、前記各撮像ユ
ニットによる撮像範囲を他の撮像ユニットによる撮像範囲と重複させる撮影方向制御手段
と、
　画角調節指示に応じて、前記重複させる範囲の大小を変化させることにより、前記複数
の撮像ユニットによる全体の撮像範囲の対角線の長さを変えるように前記撮影方向制御手
段を制御する画角制御手段と、
　前記画角制御手段による制御後に前記各撮像ユニットが取得した複数の画像に基づいて
１つの画像を合成する画像合成手段と、を備え、
　前記複数の撮像ユニットによる全体の撮像範囲のアスペクト比および前記合成後の画像
のアスペクト比が第１の値を有するとともに、前記複数の撮像ユニットを構成する各撮像
ユニットによる撮像範囲のアスペクト比は前記第１の値と縦横比が逆の第２の値を有する
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の撮像装置において、
　前記各撮像ユニットのフォーカス調節状態および撮影画角は合致していることを特徴と
する撮像装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の撮像系を有する複眼撮像装置が知られている（特許文献１参照）。水平方向に並
ぶように２つの撮像範囲が構成され、該２つの撮像範囲による画像を合成した１つの画像
の中から任意のアスペクト比の画像が切り出されて記録される。
【０００３】
【特許文献１】特開平６－２１７１８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術では、広角から望遠までの画角変化に対応させた合成画像を得ることが困難で
あった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明による撮像装置は、少なくとも４つの撮像ユニットと、前記少なくとも４つの撮
像ユニットを構成する各撮像ユニットの撮影方向を制御し、前記各撮像ユニットによる撮
像範囲を他の撮像ユニットによる撮像範囲と重複させる撮影方向制御手段と、画角調節指
示に応じて、前記重複させる範囲の大小を変化させることにより、前記各撮像ユニットに
よる全体の撮像範囲の対角線の長さを変えるように前記撮影方向制御手段を制御する画角
制御手段と、前記画角制御手段による制御後に前記各撮像ユニットが取得した少なくとも
４つの画像に基づいて１つの画像を合成する画像合成手段と、を備え、前記各撮像ユニッ
トによる撮像範囲のアスペクト比、前記各撮像ユニットによる全体の撮像範囲のアスペク
ト比、および前記合成後の画像のアスペクト比、および前記４つの撮像ユニットの配設位
置が形成する矩形のアスペクト比が合致し、前記４つの撮像ユニットに加えて、前記矩形
の中央に相当する位置に配設される撮像ユニットをさらに有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明による撮像装置では、広角から望遠までの画角変化に対応させた合成画像を得る
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
（第一の実施形態）
　図１は、本発明の第一の実施形態による電子カメラ１００の構成を説明するブロック図
である。図１において、電子カメラ１００は、撮像ユニット１と、撮像ユニット２と、撮
像ユニット３と、撮像ユニット４と、撮像ユニット５と、操作部材６と、カメラ制御回路
７と、画像処理回路８とを含む。
【０００８】
　カメラ制御回路７は、内蔵する不揮発性メモリ（不図示）に記憶するプログラムを実行
することにより、電子カメラ１００の動作を制御する。カメラ制御回路７は、各ブロック
から出力される信号を入力して所定の演算を行い、演算結果に基づく制御信号を各ブロッ
クへ出力する。
【０００９】
　画像処理回路８には、撮像ユニット１～撮像ユニット５からのアナログ画像信号がそれ
ぞれ入力される。画像処理回路８は、各アナログ画像信号に対してゲイン調整などのアナ
ログ処理を施し、アナログ処理後の画像信号をＡ／Ｄ変換してデジタル画像データにする
。そして、デジタル画像データに対して所定の画像処理（色処理など）を施す。画像処理
前後の画像データは、内蔵するバッファメモリ（不図示）に一時的に記憶される。画像処
理回路８はさらに、撮像ユニット１～撮像ユニット５で取得された５つの画像データを合
成して合成画像を得る。
【００１０】
　上記カメラ制御回路７は、フォーカス調節処理も行う。フォーカス調節処理を行う場合
のカメラ制御回路７は、各撮像ユニットｎで取得された５つのデジタル画像データを用い
て各画像間の位置ズレ量を求め、該位置ズレ量と、対応する撮像ユニットｎ間の光学距離
（カメラ本体における配設間隔）とに基づいて、三角測量により被写体距離を算出する。
算出した被写体距離に対応するレンズ位置へ撮像ユニットｎのフォーカスレンズを進退移
動させることにより、各撮像ユニットｎにおいてピント合わせが行われる。符号のｎは撮
像ユニット番号であり、本例の場合は１～５の値をとる。
【００１１】
　操作部材６は、レリーズボタン、ズーム（画角設定）スイッチなどの各種スイッチを含
み、それぞれの操作に対応する操作信号をカメラ制御回路７へ送出する。メモリ９は、た
とえば、半導体メモリを内蔵したメモリカードなどで構成され、電子カメラ１００に対し
て着脱自在に構成される。カメラ制御回路７は、装着されたメモリ９に対する合成画像デ
ータの書き込みや、メモリ９からのデータの読み込みを行う。
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【００１２】
　撮像ユニット１～撮像ユニット５は、それぞれが対物レンズｎ１、撮像素子ｎ２、撮影
方向検出センサｎ３、撮影方向変更装置ｎ４、ＡＦ・ズーム(Zoom)モータｎ５、およびＡ
Ｆ・ズーム(Zoom)エンコーダｎ６を有する。符号のｎは、対応する撮像ユニット番号であ
る。撮像ユニット１～撮像ユニット５は共通仕様に基づいて構成され、その光学特性（レ
ンズ諸元等）および撮像画素数は一致している。
【００１３】
　対物レンズｎ１は、被写体像を撮像素子ｎ２の撮像面上に結像させる。撮像素子ｎ２は
、ＣＣＤイメージセンサまたはＣＭＯＳイメージセンサなどによって構成される。撮像素
子ｎ２は、被写体像を光電変換してアナログ画像信号を生成する。
【００１４】
　撮影方向検出センサｎ３は、撮影方向変更装置ｎ４によって変更自在に構成される当該
撮像ユニットｎの撮影方向（対物レンズｎ１の光軸の方向）を検出し、検出信号をカメラ
制御回路７へ送出する。撮影方向変更装置ｎ４は、撮像ユニットｎを一体として駆動し、
その撮影方向を変える。撮影方向変更装置ｎ４の詳細については後述する。
【００１５】
　ＡＦ・ズーム(Zoom)モータｎ５は、ＡＦモータとズームモータとを含む。ＡＦモータは
、対物レンズｎ１を構成するフォーカスレンズを光軸方向に進退移動させるための駆動源
である。ズームモータは、対物レンズｎ１を構成するズームレンズを光軸方向に進退移動
させための駆動源である。ＡＦモータおよびズームモータの回転制御は、カメラ制御回路
７によって行われる。ＡＦ・ズーム(Zoom)エンコーダｎ６は、ＡＦモータおよびズームモ
ータの回転位置検出を行い、検出信号をカメラ制御回路７へ送出する。
【００１６】
　図２は、電子カメラ１００を例示する斜視図である。図２において、カメラ本体の正面
側に撮像ユニット１～撮像ユニット５がそれぞれ配設され、各撮像ユニットｎの対物レン
ズｎ１が被写体側へ向けられる。撮像ユニット１、撮像ユニット２、撮像ユニット４およ
び撮像ユニット５は、画像処理回路８による合成画像の外形と相似関係を有する矩形の四
隅に配設される。撮像ユニット３は該矩形の中央に配設され、その対物レンズ３１の光軸
は合成画像の画面中心垂直線と一致するように構成される。
【００１７】
　図３は、撮像ユニットｎの詳細を例示する図である。図３(a),(b)において、対物レン
ズｎ１、撮像素子ｎ２、ＡＦ・ズーム(Zoom)モータｎ５、およびＡＦ・ズーム(Zoom)エン
コーダｎ６等が撮像部として一体に保持される。撮影方向変更装置ｎ４は、送りねじ、ス
ライダ、および撮影方向変更モータを含む。
【００１８】
　撮影方向変更モータが回転すると送りねじが回転し、該送りねじに螺合するスライダが
上下方向に移動する。図３(b)のようにスライダが下方へ移動した場合は、スライダと接
続されている撮像部の向き（すなわち、対物レンズｎ１の光軸）が上方へ駆動制御される
。撮像部の向きは、当該撮像ユニットｎの撮影方向を示す情報として撮影方向検出センサ
ｎ３によって検出される。
【００１９】
　本実施形態では、光学ズーム倍率およびフォーカス調節状態を所定値に揃えた複数の撮
像ユニットｎの撮影方向を制御することにより、合成される画像の撮影画角を広角設定か
ら望遠設定までの間で変化させる。
＜広角設定時＞
　図４は、電子カメラ１００の撮影画角を広角側に設定した場合の撮像範囲および合成画
像を説明する図である。撮像ユニット１～撮像ユニット５の光学的なズーム倍率は、あら
かじめ共通の値に設定されている。また、所定のフォーカス調節エリアで取得した被写体
距離情報を全撮像ユニットに適用してフォーカス調節を行う。
【００２０】
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　図４(a)において、操作部材６から広角端への設定操作信号が入力されると、カメラ制
御回路７は、中央に配設されている撮像ユニット３を除く撮像ユニット１，２，４，５の
撮影方向（すなわち、対物レンズｎ１の光軸）が、それぞれ撮像ユニット３の撮影方向（
すなわち、対物レンズ３１の光軸）に対して外側を向くように制御する。撮像ユニット１
，２，４，５による撮像範囲を互いに少しずつ重ならせると、全体の撮像範囲を広くする
ことができる。この場合の電子カメラ１００による撮影画角は、撮像ユニット１，２，４
，５による全体の撮像範囲の対角線の長さに対応する。
【００２１】
　図４(b)に例示する画像合成は、撮像ユニット１，２，４，５による撮像範囲の重なり
部分を合成代として行い、撮像ユニット３による撮像範囲３と重なる領域については、撮
像ユニット３による取得画像を用いる。一般に、撮像範囲の中央の方が端部に比べてレン
ズ収差等による画質劣化が小さい。撮像ユニット３による取得画像を用いることで、撮像
ユニット３による取得画像を用いない場合に比べて、広角設定時における合成画像の中央
部での画質を高めることができる。
【００２２】
　また、上述した三角測量方式のフォーカス調節時において、画像間の位置ズレ量を求め
るために撮像ユニット間で撮像範囲が重なっていることが必要である。撮像ユニット３に
よる取得画像を用いることで、合成画像の中央部で撮像範囲の重なり面積が広く確保され
るようになり、該中央部をフォーカス調節エリアとして設定する場合のフォーカス調節性
能を高めることができる。
【００２３】
＜望遠設定時＞
　図５は、電子カメラ１００の撮影画角を望遠側に設定した場合の撮像範囲および合成画
像を説明する図である。図５(a)において、操作部材６から望遠端への設定操作信号が入
力されると、カメラ制御回路７は、中央に配設されている撮像ユニット３を除く撮像ユニ
ット１，２，４，５の撮影方向（すなわち、対物レンズｎ１の光軸）が、それぞれ撮像ユ
ニット３の撮影方向（すなわち、対物レンズ３１の光軸）に対して近づくように制御する
。撮像ユニット１～撮像ユニット５による撮像範囲を互いに重ならせると、全体の撮像範
囲を狭くすることができる。この場合の電子カメラ１００による撮影画角は、撮像ユニッ
ト１つ当たりの撮像範囲の対角線の長さに対応する。
【００２４】
　図５(b)に例示する画像合成において、各撮像ユニットｎ間の距離（カメラ本体におけ
る配設間隔）と、レンズ諸元とに基づいて公知の超解像処理を行うことにより、１つの撮
像ユニットｎで得られる画素数データより多くの画素数データを有する高解像画像が得ら
れる。高解像化した画像に対して電子ズーム処理を施せば、光学ズームのみの場合に比べ
て変倍比を高めることができる。
【００２５】
　また、図５(b)に例示する画像合成において、各撮像ユニットｎによって取得された露
出アンダーの画像データを画素単位で加算する場合には、適正露出の合成画像を得ること
もできる。
【００２６】
　撮像ユニット１～撮像ユニット５による撮像範囲を互いに重ならせることで、合成画像
の全域で重なり領域が確保されるので、広角設定時には、フォーカス調節エリアを任意の
位置に設定してフォーカス調節を行うことができる。
【００２７】
　以上説明した第一の実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。
（１）電子カメラ１００は、複数のカメラユニット１～５と、複数のカメラユニット１～
５を構成する各カメラユニットｎの撮影方向を制御するに際し、各カメラユニットｎによ
る撮像範囲を他のカメラユニットによる撮像範囲と重複させ、画角調節指示に応じて、重
複させる範囲の大小を変化させることにより、複数のカメラユニット１～５による全体の
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撮像範囲の対角線の長さを変えるように制御するカメラ制御回路７と、カメラ制御回路７
による制御後に各カメラユニットｎが取得した複数の画像に基づいて１つの画像を合成す
る画像処理回路８とを備えるようにした。これにより、広角から望遠まで連続する画角変
化に対応させた合成画像を、光学ズーム調整を行うことなしに得ることができる。
【００２８】
（２）各カメラユニットｎによる撮像範囲のアスペクト比、各カメラユニットｎによる全
体の撮像範囲のアスペクト比、合成後の画像のアスペクト比、および４つのカメラユニッ
トの配設位置が形成する矩形のアスペクト比を合致させたので、不一致の場合に比べて無
駄な合成代を設けなくてよい。
【００２９】
（３）複数のカメラユニット１～５は、４つのカメラユニット１，２，４，５に加えて、
４つのカメラユニットの配設位置が形成する矩形の中央に相当する位置にカメラユニット
３を設けたので、カメラユニット３による取得画像を用いない場合に比べて、広角設定時
における合成画像の中央部での画質を高めることができる。また、三角測量方式のフォー
カス調節時において、合成画像の中央部で撮像範囲の重なり面積が広く確保されるように
なり、該中央部をフォーカス調節エリアとして設定する場合のフォーカス調節性能を高め
ることができる。
【００３０】
（４）各カメラユニットｎのフォーカス調節状態および撮影画角を合致させたので、画像
合成処理を簡単にすることができる。
【００３１】
　なお、第一の実施形態では、広角設定時における合成画像の中央部での画質と、該中央
部でのフォーカス調節性能とをよくするようにカメラユニット３を設ける例を説明した。
この代わりに、画質やフォーカス調節性能が十分である場合にはカメラユニット３を省略
し、矩形の四隅に配設される４つのカメラユニット１，２，４，５で構成してもよい。
【００３２】
（変形例１）
　合成後の画像のアスペクト比を変更するように、カメラユニット１～カメラユニット５
の撮影方向を変更してもよい。図６は、変形例１におけるカメラユニット１～カメラユニ
ット５の撮像範囲および合成画像を説明する図である。図６(a)において、中央に配設さ
れているカメラユニット３を除くカメラユニット１，２，４，５の撮影方向（すなわち、
対物レンズｎ１の光軸）は、それぞれがカメラユニット３の撮影方向（すなわち、対物レ
ンズ３１の光軸）に対して近づけるように制御される。ここで、左右（水平方向）の重な
りよりも、上下（垂直方向）の重なりを大きくすると、撮像範囲を横長にすることができ
る。電子カメラ１００による撮影画角がカメラユニット１，２，４，５による全体の撮像
範囲の対角線の長さに対応する点は上述したとおりである。
【００３３】
　図６(b)に例示する画像合成は、カメラユニット１，２，４，５による撮像範囲の重な
り部分を合成代として行い、カメラユニット３による撮像範囲３と重なる領域については
、カメラユニット３による取得画像を用いる。各カメラユニットｎのアスペクト比が４（
横）：３（縦）の場合に、合成画像のアスペクト比をハイビジョンサイズと呼ばれる１６
（横）：９（縦）や、１：１（正方形）、あるいはシネマスコープと呼ばれる２．３５（
横）：１（縦）など、任意に指定して構わない。変形例１の構成により、多様なアスペク
ト比変化に対応させた合成画像を得ることができる。
【００３４】
（第二の実施形態）
  カメラ本体におけるカメラユニット１～カメラユニット５の配設位置を一次元アレイに
してもよい。図７は、第二の実施形態による電子カメラ１００Ｂを例示する斜視図である
。図７(a)において、カメラ本体の正面側にカメラユニット１～カメラユニット５が水平
方向に並べて配設され、各カメラユニットｎの対物レンズｎ１が被写体側へ向けられる。
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カメラユニット３は５つのカメラユニットの中央に配設され、その対物レンズ３１の光軸
は合成画像の画面中心垂直線と一致するように構成される。
【００３５】
　中央に配設されているカメラユニット３を除くカメラユニット１，２，４，５の撮影方
向（すなわち、対物レンズｎ１の光軸）は、それぞれがカメラユニット３の撮影方向（す
なわち、対物レンズ３１の光軸）に対して外側を向くように制御される。カメラユニット
１，２，４，５による撮像範囲を互いに少しずつ重ならせると、各カメラユニットｎのア
スペクト比（４：３）と同じままで撮像範囲を広くすることができる。
【００３６】
　図７(a)の場合の画像合成は、カメラユニット１，２，４，５による撮像範囲の重なり
部分を合成代として行い、カメラユニット３による撮像範囲３と重なる領域については、
カメラユニット３による取得画像を用いる。
【００３７】
　図７(b)は、他のアスペクト比の画像合成を説明する図である。図７(b)において、中央
に配設されているカメラユニット３を除くカメラユニット１，２，４，５の撮影方向（す
なわち、対物レンズｎ１の光軸）は、それぞれがカメラユニット３の撮影方向（すなわち
、対物レンズ３１の光軸）に対して左側または右側を向くように制御される。カメラユニ
ット１と２，２と３，３と４、および４と５による撮像範囲を互いに少しずつ重ならせる
と、水平方向に撮像範囲を広くすることができる（超パノラマ）。
【００３８】
　図７(b)の場合と異なり、中央に配設されているカメラユニット３を除くカメラユニッ
ト１，２，４，５の撮影方向（すなわち、対物レンズｎ１の光軸）を、それぞれがカメラ
ユニット３の撮影方向（すなわち、対物レンズ３１の光軸）に対して上側または下側を向
くようにするとともに、カメラユニット１と２，２と３，３と４、および４と５による撮
像範囲を互いに少しずつ重ならせるように制御すると、垂直方向に撮像範囲を広くするこ
ともできる。
【００３９】
　図８は、第二の実施形態におけるカメラユニットｎの詳細を例示する図である。図８に
おいて、対物レンズｎ１、撮像素子ｎ２、ＡＦ・ズーム(Zoom)モータｎ５、およびＡＦ・
ズーム(Zoom)エンコーダｎ６等が撮像部として一体に保持される点は図３の場合と同様で
ある。撮影方向変更装置ｎ４は、送りねじ、スライダ、および撮影方向変更モータ（上下
動モータ、左右動モータ）を含む。
【００４０】
　上下動モータが回転すると送りねじが回転し、該送りねじに螺合するスライダが上下方
向に移動する。スライダが上方または下方に移動すると、スライダと接続されている撮像
部の向き（すなわち、対物レンズｎ１の光軸）が下方または上方へ駆動される。撮像部の
上下方向の向きは、カメラユニットｎの撮影方向を示す情報として撮影方向検出センサｎ
３を構成する上下撮影方向検出センサによって検出される。
【００４１】
　左右動モータが回転すると、撮像部の向き（すなわち、対物レンズｎ１の光軸）が左右
回転軸の回りに回動される。撮像部の左右方向の向きは、カメラユニットｎの撮影方向を
示す情報として撮影方向検出センサｎ３を構成する左右方向検出センサによって検出され
る。
【００４２】
　以上説明した第二の実施形態によれば、カメラ制御回路７は、並べて配設されているカ
メラユニットｎの配列方向および該配列に直交する二軸方向について各カメラユニットｎ
の撮影方向を制御するように構成したので、多様な画角とアスペクト比の合成画像が得ら
れる。
【００４３】
（変形例２）
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　カメラユニットｎの数を３個にしてもよい。この場合は、各カメラユニットｎにおける
撮像素子ｎ２のアスペクト比を３（横）：４（縦）にする。図９は、変形例２による電子
カメラ１００Ｃの撮像範囲および合成画像を説明する図である。図９(a)において、カメ
ラユニット２は、３つのカメラユニットの中央に配設され、その対物レンズ２１の光軸は
合成画像の画面中心垂直線と一致するように構成される。
【００４４】
　中央に配設されているカメラユニット２を除くカメラユニット１，３の撮影方向（すな
わち、対物レンズｎ１の光軸）は、それぞれがカメラユニット２の撮影方向（すなわち、
対物レンズ２１の光軸）に対して左側または右側を向くように制御される。カメラユニッ
ト１と２，および２と３による撮像範囲を互いに重ならせると、撮像素子ｎ２のアスペク
ト比が縦長でありながら、横長の撮像範囲が得られる。
【００４５】
　図９(b)に例示する画像合成は、カメラユニット１，２，３による撮像範囲の重なり部
分を合成代として行い、カメラユニット２による撮像範囲２と重なる領域については、カ
メラユニット２による取得画像を用いる。
【００４６】
　以上説明した変形例２によれば、複数のカメラユニット１～３による全体の撮像範囲の
アスペクト比および合成後の画像のアスペクト比が第１の値（４（横）：３（縦））を有
するとともに、各カメラユニットｎによる撮像範囲のアスペクト比は第１の値と縦横比が
逆の第２の値（３（横）：４（縦））を有するようにした。これにより、カメラユニット
ｎによる撮像範囲のアスペクト比が横長の場合に横長の撮像範囲を得る場合に比べて、撮
影画角設定の際の自由度を高めることができる。
【００４７】
　上述した各カメラユニットｎが備える撮影方向変更装置の構成は一例であり、説明に用
いた構成に限られることはない。また、各カメラユニットｎにそれぞれ個別に撮影方向変
更装置を配設する例を説明したが、各カメラユニットｎの撮影方向を同時に連動して制御
するように、１つの撮影方向変更装置として一体に構成してもよい。
【００４８】
　以上の説明はあくまで一例であり、上記の実施形態の構成に何ら限定されるものではな
い。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の第一の実施形態による電子カメラの構成を説明するブロック図である。
【図２】電子カメラを例示する斜視図である。
【図３】カメラユニットの詳細を例示する図である。
【図４】(a)カメラユニットの撮影画角を広角側に設定した場合の撮像範囲を説明する図
、(b)合成画像を説明する図である。
【図５】(a)カメラユニットの撮影画角を望遠側に設定した場合の撮像範囲を説明する図
、(b)合成画像を説明する図である。
【図６】(a)変形例１におけるカメラユニットの撮像範囲を説明する図、(b)合成画像を説
明する図である。
【図７】(a)第二の実施形態によるカメラユニットの撮像範囲を説明する図、(b)合成画像
を説明する図である。
【図８】カメラユニットの詳細を例示する図である。
【図９】(a)変形例２におけるカメラユニットの撮像範囲を説明する図、(b)合成画像を説
明する図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１～５、ｎ…カメラユニット
　６…操作部材
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　７…カメラ制御回路
　８…画像処理回路
　９…メモリ
１００、１００Ｂ、１００Ｃ…電子カメラ
ｎ１…対物レンズ
ｎ２…撮像素子
ｎ３…撮影方向検出センサ
ｎ４…撮影方向変更装置
ｎ５…ＡＦ・ズーム(Zoom)モータ
ｎ６…ＡＦ・ズーム(Zoom)エンコーダ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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