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(57)【要約】
【課題】マイクロレンズ群からなるレンズアレイを備え
る光学系を有することの利点を損なうことなく、ライブ
ビュー画像を効率的に生成するために撮像素子からデー
タを読み出すことが可能な撮像装置を提供すること。
【解決手段】単一平面上に設けられる複数のレンズが規
則的に配列されたレンズアレイと、レンズアレイの各レ
ンズからの透過光の照射範囲に対応して単一平面上に設
けられる複数の画素からなる光電変換領域を複数備える
光電変換部と、を備え、光電変換部は、光電変換領域に
含まれる全ての画素からデータを連続して読み出す第１
モードと、各光電変換領域から各レンズに対し相対的に
位置が一致する一部の画素を選択し、該選択後の画素配
列はカラー画像の生成が可能なものであり、該選択した
画素からデータを連続して読み出す一つ以上の第２モー
ドと、を備える、撮像装置が提供される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一平面上に設けられる複数のレンズが規則的に配列されたレンズアレイと、
　前記レンズアレイの各レンズからの透過光の照射範囲に対応して単一平面上に設けられ
る複数の画素からなる光電変換領域を複数備える光電変換部と、
を備え、
　前記光電変換部は、前記光電変換領域に含まれる全ての画素からデータを連続して読み
出す第１モードと、各光電変換領域から各前記レンズに対し相対的に位置が一致する一部
の画素を選択し、該選択後の画素配列はカラー画像の生成が可能なものであり、該選択し
た画素からデータを連続して読み出す一つ以上の第２モードとを備える、撮像装置。
【請求項２】
　前記第２モードにおける選択後の画素配列はベイヤー配列である、請求項１に記載の撮
像装置。
【請求項３】
　前記光電変換領域を構成する画素の一辺あたりの数が奇数である場合に、前記光電変換
部から前記第２モードで読み出すときには、一辺の数が前記一辺あたりの数より少ない奇
数の数の画素からなる領域からデータを読み出す、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記光電変換領域を構成する画素の一辺あたりの数が偶数である場合に、前記光電変換
部から前記第２モードで読み出すときには、一辺の数が前記一辺あたりの数より少ない偶
数の数の画素からなる領域からデータを読み出す、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第２モードによって前記光電変換部から読み出したデータを用いて生成された画像
を所定の周期で切り替えて連続して表示する表示部をさらに備える、請求項１に記載の撮
像装置。
【請求項６】
　前記光電変換部の各画素からはデータをそのまま読み出して、前記表示部に表示する画
像の生成に用いる、請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記光電変換部の各画素における赤、緑、青の代表値を用いて前記表示部に表示する画
像を生成する、請求項５に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記光電変換部の内部で予め各前記代表値を演算する、請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記光電変換部からデータを読み出してから各前記代表値を演算する演算部をさらに備
える、請求項７に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記第２モードによって前記光電変換部からデータを読み出す際には、前記レンズアレ
イの全てのレンズに対応する前記光電変換領域を対象とする、請求項１に記載の撮像装置
。
【請求項１１】
　前記第２モードによって前記光電変換部からデータを読み出す際には、前記レンズアレ
イの一部のレンズに対応する前記光電変換領域を対象とする、請求項１に記載の撮像装置
。
【請求項１２】
　前記光電変換部の周辺部に行くに従って、前記光電変換部に対して垂直に光を照射する
方向へ前記レンズアレイの光軸をシフトさせる、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　単一平面上に設けられる複数のレンズが規則的に配列されたレンズアレイと、
　前記レンズアレイの各レンズからの透過光の照射範囲に対応して単一平面上に設けられ
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る複数の画素からなる光電変換領域を複数備える光電変換部と、
を備える撮像装置に対して、
　前記光電変換部は、前記光電変換領域に含まれる全ての画素からデータを連続して読み
出す第１モードと、各光電変換領域から各前記レンズに対し相対的に位置が一致する一部
の画素を選択し、該選択後の画素配列はカラー画像の生成が可能なものであり、該選択し
た画素からデータを連続して読み出す一つ以上の第２モードとを有するデータ読み出しス
テップを備える、撮像方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置及び撮像方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の一般的なデジタルスチルカメラは、フォーカスレンズで集光した光をＣＣＤイメ
ージセンサやＣＭＯＳイメージセンサその他の撮像素子に照射することでカラー画像信号
を生成している。しかし最近では、レンズと撮像素子の間に単一平面上に配列されたマイ
クロレンズ群からなるレンズアレイを備える光学系を有する撮像装置が提案されている（
例えば非特許文献１参照）。かかる撮像装置はプレノプティック（Ｐｌｅｎｏｐｔｉｃ）
型の撮像装置と称されている。
【０００３】
　非特許文献１には、かかる光学系により得られた画像を再構成することで、被写界深度
を自在に決定する事例が紹介されており、視差を利用した測距や、３Ｄ画像への応用、解
像度の向上等の展開が考えられている。また、かかる光学系を用いた技術としては、例え
ば特許文献１～３が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１６３９３８号公報
【特許文献２】特開２００４－１４６６１９号公報
【特許文献３】特開２００７－３１７９５１号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】(Ren Ng)、他5名　“LightField Photograph with a Hand-held Plenop
tic Camera”、StanfordTech Report CTSR 2005-02、p.1-11
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このようなマイクロレンズ群からなるレンズアレイを備える光学系を有する撮像装置で
は、通常、撮像素子の出力を全てメモリに一時的に格納し、必要な画像データを選択的に
処理することにより画像を再構成している。しかし、実際にレンズアレイを備える光学系
を備える撮像装置の使用環境を考えると、光学系で結像された画像をリアルタイムで確認
するためのライブビュー画像を生成する必要がある。従って、撮像素子の出力を全てメモ
リに一時的に格納すると、ライブビュー画像の作成処理に時間がかかってしまい、ライブ
ビュー画像がコマ落ちしたものになってしまうという問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、マイクロレンズ群からなるレンズアレイを備える光学系を有することの利点を損なう
ことなく、ライブビュー画像を効率的に生成するために撮像素子からデータを読み出すこ
とが可能な、新規かつ改良された撮像装置及び撮像方法を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、単一平面上に設けられる複数
のレンズが規則的に配列されたレンズアレイと、前記レンズアレイの各レンズからの透過
光の照射範囲に対応して単一平面上に設けられる複数の画素からなる光電変換領域を複数
備える光電変換部と、を備え、前記光電変換部は、前記光電変換領域に含まれる全ての画
素からデータを連続して読み出す第１モードと、各光電変換領域から各レンズに対し相対
的に位置が一致する一部の画素を選択し、該選択後の画素配列はカラー画像の生成が可能
なものであり、該選択した画素からデータを連続して読み出す一つ以上の第２モードと、
を備える、撮像装置が提供される。
【０００９】
　かかる構成によれば、レンズアレイは単一平面上に設けられる複数のレンズが規則的に
配列されており、光電変換部はレンズアレイの各レンズからの透過光の照射範囲に対応し
て単一平面上に設けられる複数の画素からなる光電変換領域を複数備えている。そして、
光電変換部は複数のモードによって画素からデータを読み出すことが可能であり、その内
の一つ以上の第２モードにおいては、各光電変換領域から各レンズに対し相対的に位置が
一致する一部の画素を選択し、該選択後の画素配列はカラー画像の生成が可能なものであ
り、該選択した画素からデータを連続して読み出すことができる。その結果、マイクロレ
ンズ群からなるレンズアレイを備える光学系を有することの利点を損なうことなく、ライ
ブビュー画像を効率的に生成することができる。
【００１０】
　前記第２モードにおける選択後の画素配列はベイヤー配列であってもよい。その結果、
第２モードで選択された画素からカラー画像を生成することができる。
【００１１】
　前記光電変換領域を構成する画素の一辺あたりの数が奇数である場合に、前記光電変換
部から前記第２モードで読み出すときには、一辺の数が前記一辺あたりの数より少ない奇
数の数の画素からなる領域からデータを読み出してもよい。その結果、カラー画像の生成
が可能となるように画素を各光電変換領域から選択することができる。
【００１２】
　前記光電変換領域を構成する画素の一辺あたりの数が偶数である場合に、前記光電変換
部から前記第２モードで読み出すときには、一辺の数が前記一辺あたりの数より少ない偶
数の数の画素からなる領域からデータを読み出してもよい。その結果、カラー画像の生成
が可能となるように画素を各光電変換領域から選択することができる。
【００１３】
　前記第２モードによって前記光電変換部から読み出したデータを用いて生成された画像
を所定の周期で切り替えて連続して表示する表示部をさらに備えてもよい。その結果、第
２モードによって光電変換部から読み出したデータを用いて生成された画像を表示するこ
とができる。
【００１４】
　前記光電変換部の各画素からはデータをそのまま読み出して、前記表示部に表示する画
像の生成に用いてもよい。また、前記光電変換部の各画素における赤、緑、青の代表値を
用いて前記表示部に表示する画像を生成するようにしてもよい。代表値を用いることで、
読み出したデータを用いたカラー画像の生成の際の演算量を削減することができる。
【００１５】
　前記光電変換部の内部で予め各前記代表値を演算してもよい。また、前記光電変換部か
らデータを読み出してから各前記代表値を演算する演算部をさらに備えていてもよい。そ
の結果、読み出したデータを用いたカラー画像の生成の際の演算量を削減することができ
る。
【００１６】
　前記第２モードによって前記光電変換部からデータを読み出す際には、前記レンズアレ
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イの全てのレンズに対応する前記光電変換領域を対象としてもよい。また、前記第２モー
ドによって前記光電変換部からデータを読み出す際には、前記レンズアレイの一部のレン
ズに対応する前記光電変換領域を対象としてもよい。その結果、読み出したデータを用い
たカラー画像の生成の際の演算量を削減することができる。
【００１７】
　上記撮像装置は、前記光電変換部の周辺部に行くに従って、前記光電変換部に対して垂
直に光を照射する方向へ前記レンズアレイの光軸をシフトさせてもよい。光電変換部に対
して垂直に光が照射される方向へレンズアレイの光軸をシフトすることで光量を確保し、
周辺部の画質を向上させることができる。
【００１８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、単一平面上に設けられ
る複数のレンズが規則的に配列されたレンズアレイと、前記レンズアレイの各レンズから
の透過光の照射範囲に対応して単一平面上に設けられる複数の画素からなる光電変換領域
を複数備える光電変換部と、を備える撮像装置に対して、前記光電変換部は、前記光電変
換領域に含まれる全ての画素からデータを連続して読み出す第１モードと、各光電変換領
域から各レンズに対し相対的に位置が一致する一部の画素を選択し、該選択後の画素配列
はカラー画像の生成が可能なものであり、該選択した画素からデータを連続して読み出す
一つ以上の第２モードと、を有するデータ読み出しステップを備える、撮像方法が提供さ
れる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように本発明によれば、マイクロレンズ群からなるレンズアレイを備える
光学系を有することの利点を損なうことなく、ライブビュー画像を効率的に生成するため
に撮像素子からデータを読み出すことが可能な、新規かつ改良された撮像装置及び撮像方
法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】マイクロレンズ群からなるレンズアレイを備える光学系について説明する説明図
である。
【図２】マイクロレンズ群からなるレンズアレイを備える光学系について説明する説明図
である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる撮像装置１００の構成について示す説明図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかる撮像装置１００における読み出しモードの切り替え
処理について示す流れ図である。
【図５】間引きモードによる撮像センサ１０６の画素データの読み出し処理の概要を示す
説明図である。
【図６】間引きモードによる撮像センサ１０６の画素データの読み出し処理の概要を示す
説明図である。
【図７】ＣＭＯＳセンサからの画素の読出し順序について示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２２】
　まず、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する前に、マイクロレンズ群から
なるレンズアレイを備える光学系の構成について説明し、その後に、かかるレンズアレイ
を備える撮像装置の構成について説明することにする。
【００２３】
　図１及び図２は、マイクロレンズ群からなるレンズアレイを備える光学系について説明
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する説明図である。図１は、被写体からの光を集光するレンズと撮像素子との間にレンズ
アレイを備えたものを側面方向から見た場合について示す説明図であり、図２は、レンズ
アレイの配置状態を概念的に示す説明図である。
【００２４】
　図１に示したように、マイクロレンズ群からなるレンズアレイを備える光学系において
は、主レンズ１１を通過した被写体からの光がレンズアレイ１２の各マイクロレンズ１２
ａに合焦するように投影される。そして、撮像センサ１３には、マイクロレンズ１２ａを
透過した光が照射される。
【００２５】
　撮像センサ１３には、隣接するマイクロレンズ１２ａからの光が重ならないように、主
レンズ１１の絞り１４を設定することが上記非特許文献１に記載されている。そして、上
記非特許文献１には、図１に示したような光学系で得られた画像を再構成することで、被
写界深度を自在に決定する事例が紹介されている。従って、このようなマイクロレンズ群
からなるレンズアレイを備える光学系は、視差を利用した測距や三次元画像への応用、解
像度の向上処理への展開が考えられている。
【００２６】
　しかし、上述したように、図１および図２に示したようなマイクロレンズ１２ａからな
るレンズアレイ１２を備える光学系を有する撮像装置の使用環境を考えると、光学系で結
像された画像をリアルタイムで確認するためのライブビュー画像を生成する必要がある。
従って、撮像素子の出力を全てメモリに一時的に格納すると、ライブビュー画像の作成処
理に時間がかかってしまい、ライブビュー画像がコマ落ちしたものになってしまうという
問題がある。そこで本実施形態では、マイクロレンズ群からなるレンズアレイを備える光
学系を有することの利点を損なうことなく、ライブビュー画像を効率的に生成することが
できる撮像装置について説明する。
【００２７】
　以上、図１及び図２を用いて、マイクロレンズ群からなるレンズアレイを備える光学系
の構成について説明した。次に、かかる光学系を有する撮像装置の構成について説明する
。
【００２８】
　図３は、本発明の一実施形態にかかる撮像装置１００の構成について示す説明図である
。以下、図３を用いて本発明の一実施形態にかかる撮像装置１００の構成について説明す
る。
【００２９】
　図３に示したように、本発明の一実施形態にかかる撮像装置１００は、主レンズ１０２
と、マイクロレンズアレイ１０４と、撮像センサ１０６と、ＣＰＵ１０８と、メモリ１１
０と、アナログフロントエンド（ＡＦＥ）部及びＡ／Ｄ変換部１１２と、画像入力部１１
４と、カラー画素生成部１１６と、画像再構成部１１８と、デジタルバックエンド（ＤＢ
Ｅ）部１２０と、画像圧縮部１２２と、メモリカードドライバ１２４と、表示画像生成部
１２６と、表示ドライバ１２８と、タイミングジェネレータ（ＴＧ）１３０と、モータド
ライバ１３２と、フォーカスレンズモータ１３４と、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）１３６と、を含んで構成される。
【００３０】
　主レンズ１０２は、被写体へ焦点を合わせるためのレンズであるフォーカスレンズや、
焦点距離を変化させるズームレンズ等を含んで構成される。フォーカスレンズモータ１３
４の駆動により主レンズ１０２に含まれるフォーカスレンズの位置を移動させることで、
撮像装置１００は被写体に焦点を合わせることができる。
【００３１】
　マイクロレンズアレイ１０４は、複数のマイクロレンズ群から構成されるレンズアレイ
である。マイクロレンズアレイ１０４は、マイクロレンズ１０４ａが単一平面上に規則的
に配列することで構成される。主レンズ１０２を通過した光はマイクロレンズアレイ１０
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４の各マイクロレンズを通過して撮像センサ１０６へ照射されることになる。
【００３２】
　撮像センサ１０６は、マイクロレンズアレイ１０４を構成する各マイクロレンズ１０４
ａを通過した光から画像信号を生成するものである。
【００３３】
　ＣＰＵ１０８は、撮像装置１００の各部の動作を制御するものである。ＣＰＵ１０８は
、撮像装置１００の内部に格納されたコンピュータプログラムを順次実行することで、撮
像装置１００の各部の動作を制御することができる。またメモリ１１０は、撮像装置１０
０の動作の際に必要となる情報やデータが格納されるものである。
【００３４】
　アナログフロントエンド部及びＡ／Ｄ変換部１１２は、撮像センサ１０６で光電変換さ
れたアナログの信号を受け取り、デジタル信号に変換して出力するものである。アナログ
フロントエンド部及びＡ／Ｄ変換部１１２でデジタル信号に変換された信号は画像入力部
１１４に送られる。
【００３５】
　画像入力部１１４は、アナログフロントエンド部及びＡ／Ｄ変換部１１２で生成された
デジタル信号を受け取って、メモリ１１０に格納するものである。アナログフロントエン
ド部及びＡ／Ｄ変換部１１２で生成されたデジタル信号がメモリ１１０に格納されること
で、撮像装置１００はデジタル信号に対する各種信号処理を実行することができる。
【００３６】
　カラー画素生成部１１６は、撮像センサ１０６が受光した光から生成された画像信号に
対して色データを生成する信号処理を実行するものである。
【００３７】
　画像再構成部１１８は、マイクロレンズアレイ１０４を通して撮像された画像を再構成
するものである。画像再構成部１１８は、例えばマイクロレンズアレイ１０４を通して撮
像された画像の再構成により被写界深度を変更して、合焦させる被写体を変化させること
ができる。また画像再構成部１１８は、ノイズの除去や色の補正等による解像度向上処理
を実行してもよい。
【００３８】
　デジタルバックエンド部１２０は、マイクロレンズアレイ１０４を通して撮像され、カ
ラー画素生成部１１６でカラー化された画像に対する画像処理を実行するものであり、例
えば彩度を強調する処理を実行したり、画像サイズを変換する処理を実行したりするもの
である。
【００３９】
　画像圧縮部１２２は、画像データを適切な形式に圧縮するものである。画像の圧縮形式
は可逆形式であっても非可逆形式であってもよい。適切な形式の例として、ＪＰＥＧ（Ｊ
ｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）形式やＪＰＥＧ２
０００形式に変換してもよい。メモリカードドライバ１２４は、画像圧縮部１２２で圧縮
された後の画像データの、メモリカード（図示せず）への記録、及びメモリカードに記録
された画像データのメモリカードからの読み出しを実行するものである。
【００４０】
　表示画像生成部１２６は、撮影画像や、撮像装置１００の各種設定画面を表示するＬＣ
Ｄ１３６に表示する画像（表示画像）を生成するものである。例えば、撮影画像を表示部
に表示させる場合には、表示画像生成部１２６は、表示部の解像度や画面サイズに合わせ
て画像データを変換して、表示画像を生成する。表示ドライバ１２８は、表示画像生成部
１２６が生成した表示画像をＬＣＤ１３６に表示させる処理を実行するものである。
【００４１】
　タイミングジェネレータ１３０は、撮像センサ１０６にタイミング信号を入力する。タ
イミングジェネレータ１３０からのタイミング信号によりシャッタ速度が決定される。つ
まり、タイミングジェネレータ１３０からのタイミング信号により撮像センサ１０６の駆
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動が制御され、シャッタに同期して被写体からの光を露光し、その後読みだし駆動を行う
ことで、画像データの基となる電気信号が生成される。
【００４２】
　モータドライバ１３２は、ＣＰＵ１０８の制御に基づいて、フォーカスレンズモータ１
３４を駆動させるものである。フォーカスレンズモータ１３４は、モータによって主レン
ズ１０２の位置を制御するものである。モータドライバ１３２及びフォーカスレンズモー
タ１３４を介して主レンズ１０２の位置を制御することで、被写体のピントを調節するこ
とができる。
【００４３】
　ＬＣＤ１３６は、例えばＬＣＤパネルからなり、いわゆるライブビュー画像の表示や、
撮影画像の表示、メモリカード（図示せず）に記録された画像等が表示される。
【００４４】
　なお、図３には図示していないが、撮像装置１００には、絞り、当該絞りを調節するた
めのモータ、及び当該モータを駆動させるためのモータドライバを備えていても良い。さ
らに、図３には図示していないが、撮像装置１００には、撮影動作を開始するためのシャ
ッタボタン、絞りやシャッタ速度、感度等の撮影情報を設定するための操作ボタン等を備
えていてもよい。
【００４５】
　以上、本発明の一実施形態にかかる撮像装置１００の構成について説明した。このよう
な構成を有する撮像装置１００では、ライブビュー画像をＬＣＤ１３６に表示させること
によるファインダー機能の搭載が必須である。その際、装置のサイズやコスト面を考慮す
ると、マイクロレンズアレイ１０４を通して撮像センサ１０６で光電変換された画素デー
タを用いたファインダー機能を搭載することが望ましい。
【００４６】
　撮像センサ１０６を用いてライブビュー画像を生成するには、処理時間の短縮や処理負
荷の軽減を図るため、撮像センサ１０６に、ライブビュー画像を生成するための読み出し
モードを持たせることが望ましい。具体的には、全ての画素からデータを読み出すのでは
なく、画素を間引いて画素データを読み出す読み出しモードを撮像センサ１０６に備えて
いることが望ましい。また、撮像センサ１０６を用いてライブビュー画像を生成するには
、ライブビュー画像を生成するための読み出しモードで画素データを読み出した場合であ
っても、カラー画像を生成できるフィルタ配置が撮像センサ１０６になされていることが
望ましい。
【００４７】
　そこで本実施形態においては、ライブビュー画像の効率的な生成のために画素を間引い
て画素データを読み出す読み出しモードを備えつつ、間引いて読み出された画素データを
用いてカラー画像を生成することができる撮像センサ１０６を備える撮像装置１００につ
いて説明する。なお、以下においては、画素を間引いて画素データを読み出す読み出しモ
ードのことを説明の便宜上「間引きモード」とも称する。これに対して、以下においては
、全ての画素から画素データを読み出す読み出しモードのことを説明の便宜上「全画素モ
ード」とも称する。
【００４８】
　以下の説明では、まず本発明の一実施形態にかかる撮像装置１００における読み出しモ
ードの切り替え処理について示し、当該切り替え処理によって選択される間引きモードに
よる画素データの読み出し処理について説明する。
【００４９】
　図４は、本発明の一実施形態にかかる撮像装置１００における読み出しモードの切り替
え処理について示す流れ図である。以下、図４を用いて本発明の一実施形態にかかる撮像
装置１００における、撮像センサ１０６の読み出しモードの切り替え処理について説明す
る。
【００５０】
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　まず、撮像センサ１０６からどのモードで画素データを読み出すかがＣＰＵ１０８で判
断される（ステップＳ１０１）。ここでは、撮像センサ１０６から全画素モードと間引き
モードのどちらで画素データを読み出すべきかがＣＰＵ１０８で判断される。
【００５１】
　全画素モードと間引きモードのどちらで画素データを読み出すべきかについては、撮像
装置１００の動作状態によって判断してもよい。例えば、撮像装置１００がライブビュー
画像をＬＣＤ１３６に表示している状態では、ＣＰＵ１０８は、撮像センサ１０６からは
間引きモードで画素データを読み出すべきと判断することができる。また、撮像装置１０
０のシャッタボタンがユーザによって押下され、撮像装置１００が撮影動作を実行する状
態では、ＣＰＵ１０８は、撮像センサ１０６からは全画素モードで画素データを読み出す
べきと判断することができる。
【００５２】
　上記ステップＳ１０１における判断の結果、撮像センサ１０６から全画素モードで画素
データを読み出すべきであるとＣＰＵ１０８が判断すると、ＣＰＵ１０８は、タイミング
ジェネレータ１３０に対して撮像センサ１０６の全ての画素から画素データを読み出すた
めのタイミング信号の生成を要求する。そして、タイミングジェネレータ１３０が生成し
たタイミング信号に基づいて、撮像センサ１０６の全ての画素から画素データが読み出さ
れる（ステップＳ１０２）。
【００５３】
　一方、上記ステップＳ１０１における判断の結果、撮像センサ１０６から間引きモード
で画素データを読み出すべきであるとＣＰＵ１０８が判断すると、ＣＰＵ１０８は、タイ
ミングジェネレータ１３０に対して撮像センサ１０６の一部の画素から画素データを読み
出すためのタイミング信号の生成を要求する。そして、タイミングジェネレータ１３０が
生成したタイミング信号に基づいて、撮像センサ１０６の一部の画素から画素データが読
み出される（ステップＳ１０３）。
【００５４】
　上記ステップＳ１０２またはステップＳ１０３で、撮像センサ１０６の全部または一部
から画素データを読み出すると、撮像センサ１０６から読み出した画素データをメモリ１
１０に記憶する（ステップＳ１０４）。このように撮像センサから読み出した画素データ
をメモリ１１０に記憶することで、記憶した画素データを用いて、画像データやライブビ
ュー画像を生成することができる。
【００５５】
　以上、本発明の一実施形態にかかる撮像装置１００における読み出しモードの切り替え
処理について説明した。次に、本発明の一実施形態にかかる撮像装置１００における読み
出しモードの切り替え処理によって選択される間引きモードによる、撮像センサ１０６に
おける画素データの読み出し処理について説明する。
【００５６】
　まず、一つのマイクロレンズ１０４ａに対応付けられている画素の一辺の数が奇数であ
る場合について説明する。図５は、一つのマイクロレンズ１０４ａに対応付けられている
画素の一辺の数が５個である場合における、間引きモードによる撮像センサ１０６の画素
データの読み出し処理の概要を示す説明図である。以下、図５を用いて、撮像センサ１０
６における間引きモードによる画素データの読み出し処理の概要について説明する。
【００５７】
　図５に示したそれぞれの円は、マイクロレンズ１０４ａによって投影される領域を示し
ている。図５に示したそれぞれの円で囲まれている領域が、マイクロレンズ１０４ａから
の光が投影される領域に相当する。また、図５に示したように、撮像センサ１０６はＲ，
Ｇ，Ｂの各画素からなるＢａｙｅｒ配列を有している。
【００５８】
　本実施形態においては、間引きモードによって撮像センサ１０６から画素データを読み
出す際には、一つのマイクロレンズ１０４ａに割り当てられている２５個の画素の中から
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一つの画素を選択し、当該選択した画素の画素データを読み出す。また、画素データを読
み出す画素の位置が、各マイクロレンズに対応する画素領域で全て相対的に一致するよう
に、撮像センサ１０６から画素データを読み出す。このように画素データを読み出す画素
を選択し、画素データを当該画素から読み出すことで、画素データが読み出された画素も
、撮像センサ１０６と同様にＢａｙｅｒ配列を有することができる。そして、間引いて選
択された画素がＢａｙｅｒ配列を有することで、選択された画素の画素データを用いてフ
ルカラー画像を生成することが可能となる。
【００５９】
　図５に示した例では、１つのマイクロレンズ１０４ａに割り当てられた縦５画素、横５
画素の２５画素からなる領域の中央の画素が、画素データを読み出す画素として選択され
ている。この２５画素からなる領域の中央の画素を並べると、これらの画素も撮像センサ
１０６と同様にＢａｙｅｒ配列を有することができる。従って、図５のように１つのマイ
クロレンズ１０４ａに割り当てられた縦５画素、横５画素からなる２５画素の中から１つ
の画素を選択し、また当該画素は、各マイクロレンズ１０４ａに対応する各領域において
それぞれ相対的に位置が一致するように選択されることで、選択された画素の画素データ
を用いてフルカラー画像を生成することが可能となる。
【００６０】
　なお、図５に示した例では、１つのマイクロレンズ１０４ａに割り当てられた縦５画素
、横５画素の２５画素からなる領域の中央の画素を、画素データを読み出す画素として選
択しているが、本発明はかかる例に限定されないことは言うまでも無い。当該領域の間で
あり、各マイクロレンズ１０４ａに対応する各領域においてそれぞれ相対的に位置が一致
するものであれば、間引きモードにおいて図５に示した位置と異なる位置の画素を選択す
ることができる。また、本実施形態では、撮像センサ１０６の画素配列はＢａｙｅｒ配列
であるが、本発明はかかる例に限定されるものではない。従って、選択後の画素配列につ
いても、Ｂａｙｅｒ配列に限定されるものではない。
【００６１】
　例えば、１つのマイクロレンズ１０４ａに割り当てられた縦５画素、横５画素の２５画
素からなる領域の中央の画素の集まりを第（０，０）フィールドと定義し、当該中央画素
から右にｍ画素、下にｎ画素シフトした画素の集まりを第（ｍ，ｎ）フィールドと定義す
ると、図５に示した例では、ｍは－２から２の間の任意の整数値をとることができ、ｎも
－２から２の間の任意の整数の値をとることができる。なお、間引きモードにおけるフル
カラー画像の生成のためには、ｍ及びｎの値はマイクロレンズ１０４ａによって投影され
る領域に含まれるように決定することが望ましい。
【００６２】
　また、図５に示した例では、１つのマイクロレンズ１０４ａに割り当てられた縦５画素
、横５画素の２５画素からなる領域から選択する画素の数は１つであったが、本発明はか
かる例に限定されない。例えば、撮像センサ１０６において間引きモードで画素データを
読み出す際には、当該２５画素からなる領域から、縦３画素、横３画素の、計９画素を選
択して、選択した画素から画素データを読み出すようにしてもよい。
【００６３】
　以上、一つのマイクロレンズ１０４ａに対応付けられている画素の一辺の数が奇数であ
る場合について説明した。続いて、一つのマイクロレンズ１０４ａに対応付けられている
画素の一辺の数が偶数である場合について説明する。図６は、一つのマイクロレンズ１０
４ａに対応付けられている画素の一辺の数が６個である場合における、間引きモードによ
る撮像センサ１０６の画素データの読み出し処理の概要を示す説明図である。以下、図６
を用いて、撮像センサ１０６における間引きモードによる画素データの読み出し処理の概
要について説明する。
【００６４】
　図６に示したそれぞれの円は、マイクロレンズ１０４ａによって投影される領域を示し
ている。図６に示したそれぞれの円で囲まれている領域が、マイクロレンズ１０４ａから
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の光が投影される領域に相当する。また、図６に示したように、撮像センサ１０６はＲ，
Ｇ，Ｂの各画素からなるＢａｙｅｒ配列を有している。
【００６５】
　本実施形態においては、間引きモードによって撮像センサ１０６から画素データを読み
出す際には、一つのマイクロレンズ１０４ａに割り当てられている３６個の画素の中から
、縦２画素、横２画素からなる計４つの画素を選択し、当該選択した４つの画素の画素デ
ータを読み出す。また、画素データを読み出す画素の位置が、各マイクロレンズに対応す
る画素領域で全て相対的に一致するように、撮像センサ１０６から画素データを読み出す
。このように画素データを読み出す画素を選択し、画素データを当該画素から読み出すこ
とで、画素データが読み出された画素も、撮像センサ１０６と同様にＢａｙｅｒ配列を有
することができる。そして、間引いて選択された画素がＢａｙｅｒ配列を有することで、
選択された画素の画素データを用いてフルカラー画像を生成することが可能となる。
【００６６】
　図６に示した例では、１つのマイクロレンズ１０４ａに割り当てられた縦６画素、横６
画素の３６画素からなる領域の中央部分の縦２画素、横２画素の合計４つの画素が、画素
データを読み出す画素として選択されている。この３６画素からなる領域の中央部分の縦
２画素、横２画素の合計４つの画素を並べると、これらの画素も撮像センサ１０６と同様
にＢａｙｅｒ配列を有することができる。従って、図６のように１つのマイクロレンズ１
０４ａに割り当てられた縦６画素、横６画素からなる３６画素の中から４つの画素を選択
し、また当該画素は、各マイクロレンズ１０４ａに対応する各領域においてそれぞれ相対
的に位置が一致するように選択されることで、選択された画素の画素データを用いてフル
カラー画像を生成することが可能となる。
【００６７】
　なお、図６に示した例では、１つのマイクロレンズ１０４ａに割り当てられた縦６画素
、横６画素の３６画素からなる領域の中央部分の縦２画素、横２画素の合計４つの画素を
、画素データを読み出す画素として選択しているが、本発明はかかる例に限定されないこ
とは言うまでも無い。当該領域の間であり、各マイクロレンズ１０４ａに対応する各領域
においてそれぞれ相対的に位置が一致するものであれば、間引きモードにおいて図６に示
した位置と異なる位置の画素を選択することができる。
【００６８】
　例えば、１つのマイクロレンズ１０４ａに割り当てられた縦６画素、横６画素の３６画
素からなる領域の中央部分の縦２画素、横２画素の合計４つの画素の集まりを第（０，０
）フィールドと定義し、当該中央部分から右にｍ画素、下にｎ画素シフトした画素の集ま
りを第（ｍ，ｎ）フィールドと定義すると、図６に示した例では、ｍは－２から２の間の
任意の整数値をとることができ、ｎも－２から２の間の任意の整数の値をとることができ
る。なお、間引きモードにおけるフルカラー画像の生成のためには、ｍ及びｎの値はマイ
クロレンズ１０４ａによって投影される領域に含まれるように決定することが望ましい。
【００６９】
　また、図６に示した例では、１つのマイクロレンズ１０４ａに割り当てられた縦６画素
、横６画素の３６画素からなる領域から選択する画素の数は４つであったが、本発明はか
かる例に限定されない。例えば、撮像センサ１０６において間引きモードで画素データを
読み出す際には、当該３６画素からなる領域から、縦４画素、横４画素の、計１６画素を
選択して、選択した画素から画素データを読み出すようにしてもよい。
【００７０】
　以上、一つのマイクロレンズ１０４ａに対応付けられている画素の一辺の数が偶数であ
る場合について説明した。続いて、撮像センサ１０６として４チャンネル読出しのＣＭＯ
Ｓセンサを例に挙げて、ＣＭＯＳセンサからの画素の読出し順序について説明する。
【００７１】
　図７は、撮像センサ１０６として４チャンネルの出力を持つＣＭＯＳセンサを用い、マ
イクロレンズの配置が図６に示したものと同じ場合における、ＣＭＯＳセンサからの画素
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の読出し順序について示す説明図である。４つの出力チャンネルからは隣合う４画素（Ｇ
ｒ、Ｇｂ、Ｒ、Ｂ）が同時に出力される。図７に示した構成では、最初のクロックでＢ１
１、Ｒ２２、Ｇｂ１２、Ｇｒ２１の４画素が出力され、次のクロックでＢ１５、Ｒ２６、
Ｇｂ１６、Ｇｒ２５の４画素が同時に出力され、順次最初の１ラインが出力され、その後
２ライン、３ラインと出力される。
【００７２】
　ここでは４チャンネル出力のＣＭＯＳセンサで説明を行ったが、１チャンネル出力や２
チャンネル出力のＣＭＯＳセンサでも対応可能である。例えば２チャンネル出力のＣＭＯ
Ｓセンサを用いた場合は、最初のクロックでＢ１１、Ｇｒ２１が出力され、次のクロック
でＧｂ１２、Ｒ２２が出力され、順次出力が続いていくことになる。
【００７３】
　以上説明したように本発明の一実施形態によれば、マイクロレンズ群からなるレンズア
レイを備える光学系を有する撮像装置１００において、撮像センサ１０６は、全ての画素
から画素データを読み出す全画素モードと、一部の画素から画素データを読み出す間引き
モードとを有する。そして、間引きモードで撮像センサ１０６から画素データを読み出す
際には、各マイクロレンズ１０４ａに対応する各領域においてそれぞれ相対的に位置が一
致するように、画素データを読み出す画素を選択する。このように画素データを読み出す
画素を選択することで、間引きモードの場合であっても、カラーフィルタの配列が、撮像
センサ１０６における元の配列状態を維持した状態を保つことができる。
【００７４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００７５】
　例えば、上記実施形態では、各マイクロレンズ１０４ａに対応する各領域においてそれ
ぞれ相対的に位置が一致するように、画素データを読み出す画素を選択していたが、本発
明はかかる例に限定されない。例えば、各マイクロレンズ１０４ａに対応する各領域にお
いて、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの画素の代表値を求めてもよく、このように求めたＲ、Ｇ、
Ｂのそれぞれの画素の代表値を用いて、ライブビュー画像を生成してもよい。この代表値
は、例えば各マイクロレンズ１０４ａに対応する各領域において、Ｒ、Ｇ、Ｂの各画素値
の加算平均値であってもよい。そして、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの画素の代表値を撮像セン
サ１０６で予め演算して求めた後に撮像センサ１０６から読み出すようにしてもよく、撮
像センサ１０６から画素データを読み出してから、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの画素の代表値
を演算するようにしてもよい。
【００７６】
　例えば、上記実施形態では、全てのマイクロレンズを対象としてとしたが、本発明はか
かる例に限定されない。例えば、対象となるマイクロレンズを間引いて選択して、選択さ
れたマイクロレンズの照射範囲から画素を選択し、当該画素から画素データを読み出すよ
うにしてもよい。マイクロレンズを間引いて選択する場合であっても、各マイクロレンズ
１０４ａに対応する各領域において、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの画素の代表値を求めてもよ
く、このように求めたＲ、Ｇ、Ｂのそれぞれの画素の代表値を用いて、ライブビュー画像
を生成してもよい。この代表値は、例えば各マイクロレンズ１０４ａに対応する各領域に
おいて、Ｒ、Ｇ、Ｂの各画素値の加算平均値であってもよい。そして、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれ
ぞれの画素の代表値を撮像センサ１０６で予め演算して求めた後に撮像センサ１０６から
読み出すようにしてもよく、撮像センサ１０６から画素データを読み出してから、Ｒ、Ｇ
、Ｂのそれぞれの画素の代表値を演算するようにしてもよい。
【００７７】
　また、上述の実施形態の説明では、マイクロレンズの概略中心の画素を選択するとして
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きたが、実際の撮像センサでは周辺部に行くほど光が斜めに入射する。そのため、入射に
対する補正をするために、撮像センサの周辺部に行くに従って、撮像センサに対して光を
垂直に照射する方向へマイクロレンズをシフトするようにしてもよい。このようにマイク
ロレンズをシフトして光量を確保することで、撮像センサの周辺部の画質も向上させるこ
とが可能となる。
【符号の説明】
【００７８】
　１００　　撮像装置
　１０２　　主レンズ
　１０４　　マイクロレンズアレイ
　１０４ａ　　マイクロレンズ
　１０６　　撮像センサ
　１０８　　ＣＰＵ
　１１０　　メモリ
　１１２　　アナログフロントエンド部及びＡ／Ｄ変換部
　１１４　　画像入力部
　１１６　　カラー画素生成部
　１１８　　画像再構成部
　１２０　　デジタルバックエンド部
　１２２　　画像圧縮部
　１２４　　メモリカードドライバ
　１２６　　表示画像生成部
　１２８　　表示ドライバ
　１３０　　タイミングジェネレータ
　１３２　　モータドライバ
　１３４　　フォーカスレンズモータ
　１３６　　ＬＣＤ
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