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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学系と、
　前記光学系を介して撮影光を受光して対象画像を出力する撮像素子と、
　前記光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を前記対象画像に対して行う復元処理部と
を備え、
　前記光学系は全画角が９０度を超え、
　前記光学系の光量評価領域は、前記光学系の結像面において前記結像面の中心からの距
離が前記撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す前記光学系の領
域であり、
　５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に、前記結像面の中心に
対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領域における光量の比が２
５％以上を示し、
　４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成分、
５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分、６
６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使った場
合に、前記撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得される前記光学系のＭＴＦ
の値が１５％以上を示す撮像装置。
【請求項２】
　光学系と、
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　前記光学系を介して撮影光を受光して対象画像を出力する撮像素子と、
　前記光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を前記対象画像に対して行う復元処理部と
を備え、
　前記光学系は全画角が９０度を超え、かつ
【数１】

　ここで、
　ｆは、前記対象画像の空間周波数を表し、
　ｈは、前記対象画像の中心からの距離を表し、
　Ｈ（ｆ，ｈ）は、前記光学系のＯＴＦを表し、
　Ｒ（ｈ）は、前記光学系の光量評価領域が、前記光学系の結像面において前記結像面の
中心からの距離が前記撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す前
記光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に
、前記結像面の中心に対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領域
における光量の比を表し、０≦Ｒ（ｈ）≦１を満たし、
　ＳＮＲ（ｆ）は、ＳＮＲ（ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）によって表され、
　Ｓ（ｆ）は、想定される撮影条件において期待される前記対象画像の中心における信号
量の二乗平均値を表し、
　Ｎ（ｆ）は、想定される撮影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す、
　を満たす撮像装置。
【請求項３】
　対象画像を取得する画像取得部と、
　前記対象画像を撮影した際の光学系及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得
する条件取得部と、
　前記撮影デバイス条件が、
（１）前記光学系の全画角が９０度を超えること、
（２）前記光学系の光量評価領域が、前記光学系の結像面において前記結像面の中心から
の距離が前記撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す前記光学系
の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に、前記結
像面の中心に対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領域における
光量の比が２５％以上を示すこと、及び
（３）４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成
分、５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分
、６６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使っ
た場合に、前記撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得される前記光学系のＭ
ＴＦの値が１５％以上を示すこと、
　を満たす場合に、前記光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を前記対象画像に対して
行う復元処理部とを備える画像処理装置。
【請求項４】
　前記ＭＴＦの値は、前記光学系のサジタル方向のＭＴＦの値及びタンジェンシャル方向
のＭＴＦの値のうち値が小さい方のＭＴＦの値である請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記復元処理部は、前記撮影デバイス条件が更に、
（４）前記第１の評価波長を使った場合に、前記結像面の中心に対応する前記光学系の領
域における光量に対する前記光量評価領域における光量の比が３０％以上を示すこと、及
び
（５）前記第２の評価波長を使った場合に、前記撮像素子のナイキスト周波数の１／２に
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関して取得される前記ＭＴＦの値が２０％以上を示すこと、
　を満たす場合に、前記復元処理を行う請求項３又は４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記復元処理部は、前記撮影デバイス条件が更に、
（６）前記第１の評価波長を使った場合に、前記結像面の中心に対応する前記光学系の領
域における光量に対する前記光量評価領域における光量の比が３５％以上を示すこと、及
び
（７）前記第２の評価波長を使った場合に、前記撮像素子のナイキスト周波数の１／２に
関して取得される前記ＭＴＦの値が２５％以上を示すこと、
　を満たす場合に、前記復元処理を行う請求項３又は４に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　対象画像を取得する画像取得部と、
　前記対象画像を撮影した際の光学系及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得
する条件取得部と、
　前記撮影デバイス条件が、
（８）　前記光学系の全画角が９０度を超えること、及び
【数２】

　ここで、
　ｆは、前記対象画像の空間周波数を表し、
　ｈは、前記対象画像の中心からの距離を表し、
　Ｈ（ｆ，ｈ）は、前記光学系のＯＴＦを表し、
　Ｒ（ｈ）は、前記光学系の光量評価領域が、前記光学系の結像面において前記結像面の
中心からの距離が前記撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す前
記光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に
、前記結像面の中心に対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領域
における光量の比を表し、０≦Ｒ（ｈ）≦１を満たし、
　ＳＮＲ（ｆ）は、ＳＮＲ（ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）によって表され、
　Ｓ（ｆ）は、想定される撮影条件において期待される前記対象画像の中心における信号
量の二乗平均値を表し、
　Ｎ（ｆ）は、想定される撮影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す、
　を満たす場合に、前記光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を前記対象画像に対して
行う復元処理部とを備える画像処理装置。
【請求項８】
　前記復元処理部は、
　４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成分、
５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分、６
６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使った場
合に、前記撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得される前記光学系のＭＴＦ
の値がＡ％として表され、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合
に、前記結像面の中心に対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領
域における光量の比がＢ％として表される場合に、
（１０）　Ａ％≧０．７５×Ｂ％－４０％
　を前記撮影デバイス条件が更に満たす場合に、前記復元処理を行う請求項３～７のいず
れか一項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
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　前記光量評価領域は、前記結像面において前記結像面の中心からの距離が前記撮像素子
の撮像面の対角線の２分の１の長さの６０％以上を示す前記光学系の領域である請求項３
～８のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　光学系が着脱可能に取り付けられる光学系装着部と、
　前記光学系装着部に装着された前記光学系を介して撮影光を受光して画像を出力する撮
像素子と、
　請求項３～９のいずれか一項に記載の画像処理装置とを備え、
　前記撮像素子から出力される前記画像を前記対象画像とする撮像装置。
【請求項１１】
　光学系と、当該光学系を介して撮影光を受光して画像を出力する撮像素子と、当該撮像
素子に接続されるカメラ側制御処理部と、当該カメラ側制御処理部に接続されるカメラ側
通信部とを有するカメラデバイスと、
　前記カメラ側通信部と通信可能な端末側通信部と、当該端末側通信部に接続される端末
側制御処理部と、当該端末側制御処理部に接続されるユーザインターフェースとを有する
制御端末とを備え、
　前記カメラ側制御処理部及び前記端末側制御処理部のうち少なくともいずれか一方は、
請求項３～９のいずれか一項に記載の画像処理装置を有し、
　前記撮像素子から出力される前記画像を前記対象画像とする撮像装置。
【請求項１２】
　対象画像を取得するステップと、
　前記対象画像を撮影した際の光学系及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得
するステップと、
　前記撮影デバイス条件が、
（１）前記光学系の全画角が９０度を超えること、
（２）前記光学系の光量評価領域が、前記光学系の結像面において前記結像面の中心から
の距離が前記撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す前記光学系
の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に、前記結
像面の中心に対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領域における
光量の比が２５％以上を示すこと、及び
（３）４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成
分、５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分
、６６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使っ
た場合に、前記撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得される前記光学系のＭ
ＴＦの値が１５％以上を示すこと、
　を満たす場合に、前記光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を前記対象画像に対して
行うステップとを備える画像処理方法。
【請求項１３】
　対象画像を取得するステップと、
　前記対象画像を撮影した際の光学系及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得
するステップと、
　前記撮影デバイス条件が、
（８）　前記光学系の全画角が９０度を超えること、及び
【数３】

　ここで、
　ｆは、前記対象画像の空間周波数を表し、
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　ｈは、前記対象画像の中心からの距離を表し、
　Ｈ（ｆ，ｈ）は、前記光学系のＯＴＦを表し、
　Ｒ（ｈ）は、前記光学系の光量評価領域が、前記光学系の結像面において前記結像面の
中心からの距離が前記撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す前
記光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に
、前記結像面の中心に対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領域
における光量の比を表し、０≦Ｒ（ｈ）≦１を満たし、
　ＳＮＲ（ｆ）は、ＳＮＲ（ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）によって表され、
　Ｓ（ｆ）は、想定される撮影条件において期待される前記対象画像の中心における信号
量の二乗平均値を表し、
　Ｎ（ｆ）は、想定される撮影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す、
　を満たす場合に、前記光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を前記対象画像に対して
行うステップとを備える画像処理方法。
【請求項１４】
　対象画像を取得する手順と、
　前記対象画像を撮影した際の光学系及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得
する手順と、
　前記撮影デバイス条件が、
（１）前記光学系の全画角が９０度を超えること、
（２）前記光学系の光量評価領域が、前記光学系の結像面において前記結像面の中心から
の距離が前記撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す前記光学系
の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に、前記結
像面の中心に対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領域における
光量の比が２５％以上を示すこと、及び
（３）４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成
分、５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分
、６６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使っ
た場合に前記撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得される前記光学系のＭＴ
Ｆの値が１５％以上を示すこと、
　を満たす場合に、前記光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を前記対象画像に対して
行う手順とをコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１５】
　対象画像を取得する手順と、
　前記対象画像を撮影した際の光学系及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得
する手順と、
　前記撮影デバイス条件が、
（８）　前記光学系の全画角が９０度を超えること、及び
【数４】

　ここで、
　ｆは、前記対象画像の空間周波数を表し、
　ｈは、前記対象画像の中心からの距離を表し、
　Ｈ（ｆ，ｈ）は、前記光学系のＯＴＦを表し、
　Ｒ（ｈ）は、前記光学系の光量評価領域が、前記光学系の結像面において前記結像面の
中心からの距離が前記撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す前
記光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に
、前記結像面の中心に対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領域
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における光量の比を表し、０≦Ｒ（ｈ）≦１を満たし、
　ＳＮＲ（ｆ）は、ＳＮＲ（ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）によって表され、
　Ｓ（ｆ）は、想定される撮影条件において期待される前記対象画像の中心における信号
量の二乗平均値を表し、
　Ｎ（ｆ）は、想定される撮影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す、
　を満たす場合に、前記光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を前記対象画像に対して
行う手順とをコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１６】
　対象画像を取得する手順と、
　前記対象画像を撮影した際の光学系及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得
する手順と、
　前記撮影デバイス条件が、
（１）前記光学系の全画角が９０度を超えること、
（２）前記光学系の光量評価領域が、前記光学系の結像面において前記結像面の中心から
の距離が前記撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す前記光学系
の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に、前記結
像面の中心に対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領域における
光量の比が２５％以上を示すこと、及び
（３）４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成
分、５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分
、６６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使っ
た場合に、前記撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得される前記光学系のＭ
ＴＦの値が１５％以上を示すこと、
　を満たす場合に、前記光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を前記対象画像に対して
行う手順とをコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取
り可能な非一時的有形記録媒体。
【請求項１７】
　対象画像を取得する手順と、
　前記対象画像を撮影した際の光学系及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得
する手順と、
　前記撮影デバイス条件が、
（８）　前記光学系の全画角が９０度を超えること、及び
【数５】

　ここで、
　ｆは、前記対象画像の空間周波数を表し、
　ｈは、前記対象画像の中心からの距離を表し、
　Ｈ（ｆ，ｈ）は、前記光学系のＯＴＦを表し、
　Ｒ（ｈ）は、前記光学系の光量評価領域が、前記光学系の結像面において前記結像面の
中心からの距離が前記撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す前
記光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に
、前記結像面の中心に対応する前記光学系の領域における光量に対する前記光量評価領域
における光量の比を表し、０≦Ｒ（ｈ）≦１を満たし、
　ＳＮＲ（ｆ）は、ＳＮＲ（ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）によって表され、
　Ｓ（ｆ）は、想定される撮影条件において期待される前記対象画像の中心における信号
量の二乗平均値を表し、
　Ｎ（ｆ）は、想定される撮影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す、
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　を満たす場合に、前記光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を前記対象画像に対して
行う手順とをコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取
り可能な非一時的有形記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、画像処理装置、画像処理方法、プログラム及び記録媒体に係り、
特に、広角撮影画像の復元処理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の撮像装置によって得られる撮影画像は、光学系の収差等に起因する
ボケや歪み等の劣化成分を含む。良画質の画像を得るためには、収差が小さい光学系を用
いて撮影を行うことが望ましいが、サイズ及びコスト等のために実際に使用可能な光学系
は制限され、性能の高い光学系を必ずしも使用することができない。
【０００３】
　そのため、撮影後の画像処理により劣化成分の影響を低減する方法が提案されている。
【０００４】
　特許文献１は、元の画像を復元する撮像装置を開示する。この撮像装置では、点拡がり
関数（ＰＳＦ：Ｐｏｉｎｔ　Ｓｐｒｅａｄ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）に応じて作成されるボケ
低減化フィルタを用いたデコンボリューション処理により、水平画角が１８０°以上の光
学系を使って撮影された画像のボケが低減される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－０９００６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　防犯目的や記録目的のために使用される監視カメラの場合には、広範囲の画像を取得す
るために広角撮影が可能であることが求められ、特に広角画像の周辺部の画質が重視され
る傾向がある。
【０００７】
　一方、撮像装置において使用可能な光学系は使用環境やユーザのニーズに応じてサイズ
及びコストが制限され、特に監視用途に使われる監視カメラの場合には小型且つ安価な光
学系が求められる。例えば監視カメラの場合、少なくとも光学系の部分の全長が例えば約
１００ｍｍ以下であり、また光学系の径が約７０ｍｍ以下であるものが一般的に望まれる
。
【０００８】
　大型且つ高価な光学系を使う場合には広角画像の周辺部の画質を良好にすることも比較
的容易であるが、実際には、上述のような制限があるため解像性能が高くない光学系が使
われることも多い。特に広角レンズは一般的に周辺光量を低下させ易く、サイズ及びコス
ト等の制限下で周辺光量の低下を抑制しようとすると、収差の影響を十分に抑制すること
ができずに撮影画像の解像度が低下してしまう。
【０００９】
　このように、広角画像を撮影可能な高性能な光学系を小型且つ安価に製造することは難
しい。特に周辺光量と収差との間にはトレードオフの関係があるため、良好な周辺光量を
確保しつつ高解像性能を持つ広角撮影用の光学系を小型且つ安価に製造することは非常に
困難である。
【００１０】
　そこで画像処理として光学伝達関数に基づく復元処理を行うことで、広角撮影画像の解
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像度を向上させることが考えられる。
【００１１】
　ただし光学伝達関数に基づく復元処理は万能ではなく、光学系の光学性能や撮像系のＳ
Ｎ比（Ｓｉｇｎａｌ－Ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ）に応じて復元処理により得られる効果は
大きく変動し、場合によっては復元処理により画質を悪化させてしまう。例えば復元処理
で汎用されているＷｉｅｎｅｒフィルタはノイズ増幅による画質劣化を抑えるように働く
ため、撮像系のＳＮ比が低い場合には復元処理によって画像の解像度を悪化させてしまう
虞がある。
【００１２】
　本発明の発明者は、鋭意研究の結果、広角撮影に使用される光学系に関し、光学伝達関
数に基づく復元処理によって画像解像度の向上という効果を得るための「光学系の光学性
能の最適なバランス」、とりわけ「光学系の周辺光量と解像性能との最適なバランス」を
決めることは非常に難しいという技術課題を新たに見いだした。
【００１３】
　従来、そのような技術課題は注目されておらず、「広角撮影に使用される光学系の周辺
光量と解像性能との最適なバランス」に関する有効な提言はなされていなかった。例えば
特許文献１は、水平画角が１８０°以上という広角撮影画像に対して復元処理を行うこと
を開示するが、復元処理に最適な光学系の周辺光量と解像性能とのバランスについては開
示も示唆もない。
【００１４】
　本発明は上述の事情に鑑みてなされたものであり、光学系の光学伝達関数に基づく復元
処理が、周辺光量及び解像性能に関して良好なバランスを有する光学系を使って撮影され
た広角撮影画像に対して行われるようにするための技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一態様は、光学系と、光学系を介して撮影光を受光して対象画像を出力する撮
像素子と、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を対象画像に対して行う復元処理部と
を備え、光学系は全画角が９０度を超え、光学系の光量評価領域は、光学系の結像面にお
いて結像面の中心からの距離が撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上
を示す光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場
合に、結像面の中心に対応する光学系の領域における光量に対する光量評価領域における
光量の比が２５％以上を示し、４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、
４７１．２ｎｍの波長成分、５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６
２８．８ｎｍの波長成分、６６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含
む第２の評価波長を使った場合に、撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得さ
れる光学系のＭＴＦの値が１５％以上を示す撮像装置に関する。
【００１６】
　本態様によれば、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理が、周辺光量及び解像性能に
関して良好なバランスを有する光学系を使って撮影された広角撮影画像に対して行われ、
復元処理によって対象画像の画質を向上させることができる。
【００１７】
　本発明の他の態様は、光学系と、光学系を介して撮影光を受光して対象画像を出力する
撮像素子と、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を対象画像に対して行う復元処理部
とを備え、光学系は全画角が９０度を超え、以下の式を満たす撮像装置に関する。
【００１８】
【数１】
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【００１９】
　ただし、ｆは、対象画像の空間周波数を表し、ｈは、対象画像の中心からの距離を表し
、Ｈ（ｆ，ｈ）は、光学系のＯＴＦを表し、Ｒ（ｈ）は、光学系の光量評価領域が、光学
系の結像面において結像面の中心からの距離が撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長
さの８０％以上を示す光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価
波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学系の領域における光量に対する光量評
価領域における光量の比を表し、０≦Ｒ（ｈ）≦１を満たし、ＳＮＲ（ｆ）は、ＳＮＲ（
ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）によって表され、Ｓ（ｆ）は、想定される撮影条件において期
待される対象画像の中心における信号量の二乗平均値を表し、Ｎ（ｆ）は、想定される撮
影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す。
【００２０】
　本態様によれば、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理が、周辺光量及び解像性能に
関して良好なバランスを有する光学系を使って撮影された広角撮影画像に対して行われ、
復元処理によって対象画像の画質を向上させることができる。
【００２１】
　本発明の他の態様は、対象画像を取得する画像取得部と、対象画像を撮影した際の光学
系及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得する条件取得部と、撮影デバイス条
件が以下の条件（１）、（２）及び（３）：
（１）光学系の全画角が９０度を超えること、
（２）光学系の光量評価領域が、光学系の結像面において結像面の中心からの距離が撮像
素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す光学系の領域であり、５４６
．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学
系の領域における光量に対する光量評価領域における光量の比が２５％以上を示すこと、
（３）４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成
分、５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分
、６６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使っ
た場合に、撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得される光学系のＭＴＦの値
が１５％以上を示すこと、
を満たす場合に、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を対象画像に対して行う復元処
理部とを備える画像処理装置に関する。
【００２２】
　本態様によれば、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理が、周辺光量及び解像性能に
関して良好なバランスを有する光学系を使って撮影された広角撮影画像に対して行われ、
復元処理によって対象画像の画質を向上させることができる。
【００２３】
　望ましくは、条件（３）におけるＭＴＦの値は、光学系のサジタル方向のＭＴＦの値及
びタンジェンシャル方向のＭＴＦの値のうち値が小さい方のＭＴＦの値である。
【００２４】
　本態様によれば、条件（３）が満たされるか否かを簡便に判定することができる。
【００２５】
　望ましくは、復元処理部は、撮影デバイス条件が更に以下の条件（４）及び（５）：
（４）第１の評価波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学系の領域における光
量に対する光量評価領域における光量の比が３０％以上を示すこと、
（５）第２の評価波長を使った場合に、撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取
得されるＭＴＦの値が２０％以上を示すこと、
を満たす場合に、復元処理を行う。
【００２６】
　本態様によれば、復元処理によって画像解像度を効果的に向上させることができる。
【００２７】
　望ましくは、復元処理部は、撮影デバイス条件が更に以下の条件（６）及び（７）：
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（６）第１の評価波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学系の領域における光
量に対する光量評価領域における光量の比が３５％以上を示すこと、
（７）第２の評価波長を使った場合に、撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取
得されるＭＴＦの値が２５％以上を示すこと、
を満たす場合に、復元処理を行う。
【００２８】
　本態様によれば、復元処理によって画像解像度を効果的に向上させることができる。
【００２９】
　本発明の他の態様は、対象画像を取得する画像取得部と、対象画像を撮影した際の光学
系及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得する条件取得部と、撮影デバイス条
件が以下の条件（８）及び条件（９）に表される式を満たす場合に、光学系の光学伝達関
数に基づく復元処理を対象画像に対して行う復元処理部とを備える画像処理装置に関する
。
（８）光学系の全画角が９０度を超える。
【００３０】
【数２】

【００３１】
　ただし、ｆは、対象画像の空間周波数を表し、ｈは、対象画像の中心からの距離を表し
、Ｈ（ｆ，ｈ）は、光学系のＯＴＦを表し、Ｒ（ｈ）は、光学系の光量評価領域が、光学
系の結像面において結像面の中心からの距離が撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長
さの８０％以上を示す光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価
波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学系の領域における光量に対する光量評
価領域における光量の比を表し、０≦Ｒ（ｈ）≦１を満たし、ＳＮＲ（ｆ）は、ＳＮＲ（
ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）によって表され、Ｓ（ｆ）は、想定される撮影条件において期
待される対象画像の中心における信号量の二乗平均値を表し、Ｎ（ｆ）は、想定される撮
影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す。
【００３２】
　本態様によれば、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理が、周辺光量及び解像性能に
関して良好なバランスを有する光学系を使って撮影された広角撮影画像に対して行われ、
復元処理によって対象画像の画質を向上させることができる。
【００３３】
　望ましくは、復元処理部は、４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、
４７１．２ｎｍの波長成分、５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６
２８．８ｎｍの波長成分、６６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含
む第２の評価波長を使った場合に、撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得さ
れる光学系のＭＴＦの値がＡ％として表され、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評
価波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学系の領域における光量に対する光量
評価領域における光量の比がＢ％として表される場合に、以下の条件（１０）に表される
式：（１０）Ａ％≧０．７５×Ｂ％－４０％を撮影デバイス条件が更に満たす場合に、復
元処理を行う。
【００３４】
　本態様によれば、復元処理によって画像のＭＴＦの値が大幅に向上することでもたらさ
れうる解像感の違和感を効果的に防ぐことができる。
【００３５】
　望ましくは、光量評価領域は、結像面において結像面の中心からの距離が撮像素子の撮
像面の対角線の２分の１の長さの６０％以上を示す光学系の領域である。
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　本態様によれば、より効果的に、復元処理によって対象画像の画質を向上させることが
できる。
【００３７】
　本発明の他の態様は、光学系が着脱可能に取り付けられる光学系装着部と、光学系装着
部に装着された光学系を介して撮影光を受光して画像を出力する撮像素子と、上記の画像
処理装置とを備え、撮像素子から出力される画像を対象画像とする撮像装置に関する。
【００３８】
　本態様によれば、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理が、周辺光量及び解像性能に
関して良好なバランスを有する光学系を使って撮影された広角撮影画像に対して行われ、
復元処理によって対象画像の画質を向上させることができる。
【００３９】
　本発明の他の態様は、光学系と、光学系を介して撮影光を受光して画像を出力する撮像
素子と、撮像素子に接続されるカメラ側制御処理部と、カメラ側制御処理部に接続される
カメラ側通信部とを有するカメラデバイスと、カメラ側通信部と通信可能な端末側通信部
と、端末側通信部に接続される端末側制御処理部と、端末側制御処理部に接続されるユー
ザインターフェースとを有する制御端末とを備え、カメラ側制御処理部及び端末側制御処
理部のうち少なくともいずれか一方は、上記の画像処理装置を有し、撮像素子から出力さ
れる画像を対象画像とする撮像装置に関する。
【００４０】
　本態様によれば、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理が、周辺光量及び解像性能に
関して良好なバランスを有する光学系を使って撮影された広角撮影画像に対して行われ、
復元処理によって対象画像の画質を向上させることができる。
【００４１】
　本発明の他の態様は、対象画像を取得するステップと、対象画像を撮影した際の光学系
及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得するステップと、撮影デバイス条件が
以下の条件（１）、（２）及び（３）：
（１）光学系の全画角が９０度を超えること、
（２）光学系の光量評価領域が、光学系の結像面において結像面の中心からの距離が撮像
素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す光学系の領域であり、５４６
．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学
系の領域における光量に対する光量評価領域における光量の比が２５％以上を示すこと、
（３）４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成
分、５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分
、６６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使っ
た場合に、撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得される光学系のＭＴＦの値
が１５％以上を示すこと、
を満たす場合に、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を対象画像に対して行うステッ
プとを備える画像処理方法に関する。
【００４２】
　本発明の他の態様は、対象画像を取得するステップと、対象画像を撮影した際の光学系
及び撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得するステップと、撮影デバイス条件が
以下の条件（８）及び条件（９）に表される式を満たす場合に、光学系の光学伝達関数に
基づく復元処理を対象画像に対して行うステップとを備える画像処理方法に関する。
（８）光学系の全画角が９０度を超える。
【００４３】
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【数３】

【００４４】
　ただし、ｆは、対象画像の空間周波数を表し、ｈは、対象画像の中心からの距離を表し
、Ｈ（ｆ，ｈ）は、光学系のＯＴＦを表し、Ｒ（ｈ）は、光学系の光量評価領域が、光学
系の結像面において結像面の中心からの距離が撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長
さの８０％以上を示す光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価
波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学系の領域における光量に対する光量評
価領域における光量の比を表し、０≦Ｒ（ｈ）≦１を満たし、ＳＮＲ（ｆ）は、ＳＮＲ（
ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）によって表され、Ｓ（ｆ）は、想定される撮影条件において期
待される対象画像の中心における信号量の二乗平均値を表し、Ｎ（ｆ）は、想定される撮
影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す。
【００４５】
　本発明の他の態様は、対象画像を取得する手順と、対象画像を撮影した際の光学系及び
撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得する手順と、撮影デバイス条件が以下の条
件（１）、（２）及び（３）：
（１）光学系の全画角が９０度を超えること、
（２）光学系の光量評価領域が、光学系の結像面において結像面の中心からの距離が撮像
素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す光学系の領域であり、５４６
．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学
系の領域における光量に対する光量評価領域における光量の比が２５％以上を示すこと、
（３）４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成
分、５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分
、６６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使っ
た場合に撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得される光学系のＭＴＦの値が
１５％以上を示すこと、
を満たす場合に、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を対象画像に対して行う手順と
をコンピュータに実行させるためのプログラムに関する。
【００４６】
　本発明の他の態様は、対象画像を取得する手順と、対象画像を撮影した際の光学系及び
撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得する手順と、撮影デバイス条件が以下の条
件（８）及び条件（９）に表される式を満たす場合に、光学系の光学伝達関数に基づく復
元処理を対象画像に対して行う手順とをコンピュータに実行させるためのプログラムに関
する。
（８）光学系の全画角が９０度を超える。
【００４７】

【数４】

【００４８】
　ただし、ｆは、対象画像の空間周波数を表し、ｈは、対象画像の中心からの距離を表し
、Ｈ（ｆ，ｈ）は、光学系のＯＴＦを表し、Ｒ（ｈ）は、光学系の光量評価領域が、光学
系の結像面において結像面の中心からの距離が撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長
さの８０％以上を示す光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価
波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学系の領域における光量に対する光量評
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価領域における光量の比を表し、０≦Ｒ（ｈ）≦１を満たし、ＳＮＲ（ｆ）は、ＳＮＲ（
ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）によって表され、Ｓ（ｆ）は、想定される撮影条件において期
待される対象画像の中心における信号量の二乗平均値を表し、Ｎ（ｆ）は、想定される撮
影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す。
【００４９】
　本発明の他の態様は、対象画像を取得する手順と、対象画像を撮影した際の光学系及び
撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得する手順と、撮影デバイス条件が以下の条
件（１）、（２）及び（３）：
（１）光学系の全画角が９０度を超えること、
（２）光学系の光量評価領域が、光学系の結像面において結像面の中心からの距離が撮像
素子の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す光学系の領域であり、５４６
．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学
系の領域における光量に対する光量評価領域における光量の比が２５％以上を示すこと、
（３）４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成
分、５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分
、６６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使っ
た場合に、撮像素子のナイキスト周波数の１／２に関して取得される光学系のＭＴＦの値
が１５％以上を示すこと、
を満たす場合に、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を対象画像に対して行う手順と
をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な非
一時的有形記録媒体(a non-transitory computer-readable tangible medium)に関する。
【００５０】
　本発明の他の態様は、対象画像を取得する手順と、対象画像を撮影した際の光学系及び
撮像素子の情報を示す撮影デバイス条件を取得する手順と、撮影デバイス条件が以下の条
件（８）及び条件（９）に表される式を満たす場合に、光学系の光学伝達関数に基づく復
元処理を対象画像に対して行う手順とをコンピュータに実行させるためのプログラムを記
録したコンピュータ読み取り可能な非一時的有形記録媒体に関する。
（８）光学系の全画角が９０度を超える。
【００５１】
【数５】

【００５２】
　ただし、ｆは、対象画像の空間周波数を表し、ｈは、対象画像の中心からの距離を表し
、Ｈ（ｆ，ｈ）は、光学系のＯＴＦを表し、Ｒ（ｈ）は、光学系の光量評価領域が、光学
系の結像面において結像面の中心からの距離が撮像素子の撮像面の対角線の２分の１の長
さの８０％以上を示す光学系の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価
波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学系の領域における光量に対する光量評
価領域における光量の比を表し、０≦Ｒ（ｈ）≦１を満たし、ＳＮＲ（ｆ）は、ＳＮＲ（
ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）によって表され、Ｓ（ｆ）は、想定される撮影条件において期
待される対象画像の中心における信号量の二乗平均値を表し、Ｎ（ｆ）は、想定される撮
影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明によれば、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理が、周辺光量及び解像性能に
関して良好なバランスを有する光学系を使って撮影された広角撮影画像に対して行われ、
復元処理によって対象画像の画質を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００５４】
【図１】図１は、監視カメラシステムで用いられるカメラデバイスの一例を示す外観図で
ある。
【図２】図２は、撮像装置の機能構成の一例を示すブロック図であり、特に監視カメラシ
ステムに好適な機能構成例を示す。
【図３】図３は、画像処理装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図４】図４は、撮像素子の撮像面を示す平面図であり、光学系の光量評価領域を定める
ために用いられる撮像面の範囲を説明するための図である。
【図５】図５は、第２評価波長の構成波長例を示す図（表１）である。
【図６】図６は、第１実施形態に係る光学系の光学性能の一例を示す図である。
【図７】図７は、第２実施形態に係る光学系の光学性能の一例を示す図である。
【図８】図８は、画像処理装置の機能構成の他の例を示すブロック図である。
【図９】図９は、撮像装置の機能構成の他の例を示すブロック図であり、特に光学系及び
撮像素子が一体的に設けられるコンパクトデジタルカメラ等のデジタルカメラに好適な機
能構成例を示す。
【図１０】図１０は、撮像装置の機能構成の他の例を示すブロック図であり、特に本体部
に光学系が着脱可能に装着されるレンズ交換式カメラ等のデジタルカメラに好適な機能構
成例を示す。
【図１１】図１１は、コンピュータの機能構成の一例を示すブロック図であり、特に上述
の画像処理装置（特に図８参照）を適用可能な機能構成例を示す。
【図１２】図１２は、実施例１に係る光学系の断面図を示す。
【図１３】図１３は、実施例１に係る光学系の基本データを示す表（表２）である。
【図１４】図１４は、実施例１に係る光学系の諸元を示す表（表３）である。
【図１５】図１５は、実施例１に係る光学系のＭＴＦの値を示す表（表４）である。
【図１６】図１６は、実施例１に係る光学系の周辺光量比を示す表（表５）である。
【図１７】図１７は、実施例１に係る光学系のＭＴＦを示すグラフである。
【図１８】図１８は、実施例１に係る光学系の周辺光量比を示すグラフである。
【図１９】図１９は、実施例２に係る光学系の断面図を示す。
【図２０】図２０は、実施例２に係る光学系の基本データを示す表（表６）である。
【図２１】図２１は、実施例２に係る光学系の諸元を示す表（表７）である。
【図２２】図２２は、実施例２に係る光学系の非球面に関するコーニック定数「ＫＡ」及
び非球面係数「Ａ３～Ａ２０」を示す表であり、（ａ）（表８）は「面番号１の面」のデ
ータを示し、（ｂ）（表９）は「面番号２の面」のデータを示す。
【図２３】図２３は、実施例２に係る光学系のＭＴＦの値を示す表（表１０）である。
【図２４】図２４は、実施例２に係る光学系の周辺光量比を示す表（表１１）である。
【図２５】図２５は、実施例２に係る光学系のＭＴＦを示すグラフである。
【図２６】図２６は、実施例２に係る光学系の周辺光量比を示すグラフである。
【図２７】図２７は、実施例３に係る光学系の断面図を示す。
【図２８】図２８は、実施例３に係る光学系の基本データを示す表（表１２）である。
【図２９】図２９は、実施例３に係る光学系の諸元を示す表（表１３）である。
【図３０】図３０は、実施例３に係る光学系のＭＴＦの値を示す表（表１４）である。
【図３１】図３１は、実施例３に係る光学系の周辺光量比を示す表（表１５）である。
【図３２】図３２は、実施例３に係る光学系のＭＴＦを示すグラフである。
【図３３】図３３は、実施例３に係る光学系の周辺光量比を示すグラフである。
【図３４】図３４は、実施例４に係る光学系の断面図を示す。
【図３５】図３５は、実施例４に係る光学系の基本データを示す表（表１６）である。
【図３６】図３６は、実施例４に係る光学系の諸元を示す表（表１７）である。
【図３７】図３７は、実施例４に係る光学系の非球面に関するコーニック定数「ＫＡ」及
び非球面係数「Ａ３～Ａ１０」を示す表であり、（ａ）（表１８）は「面番号１の面」の
データを示し、（ｂ）（表１９）は「面番号２の面」のデータを示す。
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【図３８】図３８は、実施例４に係る光学系のＭＴＦの値を示す表（表２０）である。
【図３９】図３９は、実施例４に係る光学系の周辺光量比を示す表（表２１）である。
【図４０】図４０は、実施例４に係る光学系のＭＴＦを示すグラフである。
【図４１】図４１は、実施例４に係る光学系の周辺光量比を示すグラフである。
【図４２】図４２は、図８に示す画像処理装置（特に復元処理部）における条件判定フロ
ーの一例を示すフローチャートである。
【図４３】図４３は、光学系が交換可能な撮像装置（例えば図１０の「デジタルカメラ」
参照）における条件判定フローの一例を示すフローチャートである。
【図４４】図４４は、本発明の撮像装置の一実施形態であるスマートフォンの外観を示す
図である。
【図４５】図４５は、図４４に示すスマートフォンの構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　図面を参照して本発明の実施形態について説明する。以下の実施形態では、監視カメラ
システムに本発明を適用する例について説明する。ただし、本発明の適用対象はこれに限
定されず、監視カメラシステム以外の撮像装置、画像処理装置、画像処理方法、プログラ
ム及び記録媒体にも本発明を適用することが可能である。
【００５６】
　以下の実施形態で用いられる光学系は広角撮影に使用されること及び光学伝達関数に基
づく復元処理を活用することを前提として設計され、光学系の光学性能（特に周辺光量及
び解像性能）の最適なバランス条件が明らかにされる。そのような最適なバランス条件を
満たす光学系によって撮影される画像に対して光学伝達関数に基づく復元処理を適用する
ことで、良好な画質を有する画像がユーザに提供される。
【００５７】
　光学系の解像性能はＭＴＦ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎ）等の光学伝達関数によって表現可能であり、光学系のＭＴＦが低くても、光学伝達
関数に基づく復元処理を撮影画像に適用することで解像度の良好な画像を取得することが
できる。
【００５８】
　そのため復元処理後の画像の周辺解像度を規定するために光学系の周辺光量及び解像性
能に関して満たすべき関係を規定し、そのような関係に基づいて光学系（レンズ）の最適
設計を行うことができる。すなわち光学伝達関数に基づく復元処理を行うことを前提とし
て、復元処理後の画像に基づいて求められる解像性能（ＭＴＦ性能）が、ユーザによって
必要とされる光学性能諸元（例えば収差及び光量）を満たすように光学系の設計が行われ
る。このように画像処理技術と光学系設計技術とを適切に組み合わせることで、トレード
オフの関係にあり最適化することが難しかった光学性能諸元を最適化してトータルで性能
を最大化するように、光学系を設計することができる。
【００５９】
　以下、具体的な実施形態について例示する。
【００６０】
　図１は、監視カメラシステムで用いられるカメラデバイス１０の一例を示す外観図であ
る。
【００６１】
　本例のカメラデバイス１０は、パン機能及びチルト機能を備え、後述の制御端末（図２
参照）のコントロール下で撮影を行うことができる。すなわちカメラデバイス１０は、被
写体を撮像する撮像部１２と、撮像部１２をパン及びチルト可能に支持する支持部１４と
、を具備する。
【００６２】
　撮像部１２は、撮像支持部１２Ａに支持される光学系１６を有する。光学系１６は、図
示しないレンズ駆動部に駆動され、フォーカス、ズーム及び絞り開度が調節される。
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【００６３】
　支持部１４は、支持フレーム１４Ａ及び架台１４Ｂを含み、パン軸Ｐを中心に支持フレ
ーム１４Ａが回転することができるように架台１４Ｂが支持フレーム１４Ａを支持する。
架台１４Ｂには制御パネル１８が設けられ、この制御パネル１８に含まれる電源ボタン等
の各種操作ボタン類をユーザが操作することによってもカメラデバイス１０をコントロー
ルすることができる。支持フレーム１４Ａは、撮像部１２が配置される溝状のスペースを
有し、パン軸Ｐと直交するチルト軸Ｔを中心に撮像部１２が回転することができるように
撮像部１２を支持する。支持フレーム１４Ａには、撮像部１２をチルト軸Ｔまわりに回転
させるチルト駆動部（図示省略）が設けられ、架台１４Ｂには、支持フレーム１４Ａをパ
ン軸Ｐまわりに回転させるパン駆動部（図示省略）が設けられている。このようにパンチ
ルト可能に支持される光学系１６の光軸Ｌは、パン軸Ｐ及びチルト軸Ｔと直交する。
【００６４】
　なお図１にはパンチルト動作可能なカメラデバイス１０が示されているが、カメラデバ
イス１０はパンチルト機構を必ずしも必要とせず、撮像部１２が支持部１４に固定的に据
え付けられていてもよい。
【００６５】
　図２は、撮像装置の機能構成の一例を示すブロック図であり、特に監視カメラシステム
２０に好適な機能構成例を示す。説明の便宜上、図２には撮影及び通信の主たる機能構成
のみが図示されており、例えば上述のパン駆動部やチルト駆動部などの図示は省略されて
いる。
【００６６】
　本例の監視カメラシステム２０は、カメラデバイス１０と、カメラデバイス１０をコン
トロール可能な制御端末３０とを備える。
【００６７】
　カメラデバイス１０は、光学系１６と、光学系１６を介して撮影光を受光して画像（対
象画像）を出力する撮像素子２２と、光学系１６及び撮像素子２２に接続されるカメラ側
制御処理部２３と、カメラ側制御処理部２３に接続されるカメラ側通信部２４とを有する
。一方、制御端末３０は、カメラ側通信部２４と通信可能（図２中の符号「Ｃ」参照）な
端末側通信部３３と、端末側通信部３３に接続される端末側制御処理部３２と、端末側制
御処理部３２に接続されるユーザインターフェース３１とを有する。
【００６８】
　光学系１６は、複数のレンズ及び絞りを含み、被写体からの撮影光を撮像素子２２に導
く。撮像素子２２は、ＣＣＤ（ＣＣＤ：Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）
又はＣＭＯＳ（ＣＭＯＳ：Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅ
ｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）などのイメージセンサによって構成される。制御端末３０のユ
ーザインターフェース３１は、ユーザによって直接的に操作可能なボタン類やタッチパネ
ル等の操作部に加え、ユーザに各種の情報を提示可能な表示部を含む。
【００６９】
　カメラ側制御処理部２３は、光学系１６、撮像素子２２及びカメラ側通信部２４を制御
し、例えば撮像素子２２から出力される画像を対象画像として画像処理を行う。一方、端
末側制御処理部３２は、ユーザインターフェース３１及び端末側通信部３３を制御し、例
えばユーザインターフェース３１を介してユーザにより入力されるデータやコマンドを受
信し、各種の処理に反映させる。また端末側制御処理部３２は、カメラデバイス１０（カ
メラ側通信部２４）から送られてくるデータやコマンドを、端末側通信部３３を介して受
信して各種の処理に反映させる。
【００７０】
　カメラ側制御処理部２３及び端末側制御処理部３２は、カメラ側通信部２４と端末側通
信部３３との間の通信Ｃを介し、例えば画像データやその他のデータの送受信を行うこと
ができる。したがってユーザは、制御端末３０のユーザインターフェース３１を介して各
種のデータ及びコマンドを端末側制御処理部３２に入力することで、カメラデバイス１０
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を制御することができる。すなわちカメラ側制御処理部２３をコントロールするためのデ
ータやコマンドが端末側制御処理部３２から端末側通信部３３及びカメラ側通信部２４を
介してカメラ側制御処理部２３に送信され、カメラ側制御処理部２３を介して光学系１６
及び撮像素子２２を制御することができる。
【００７１】
　なお撮像素子２２から出力される画像の処理はカメラ側制御処理部２３で行われてもよ
いし、端末側制御処理部３２で行われてもよいし、カメラ側制御処理部２３及び端末側制
御処理部３２の両者において行われてもよい。すなわち撮像素子２２から出力される画像
は、カメラ側制御処理部２３において処理を受けた後にカメラ側通信部２４及び端末側通
信部３３を介して端末側制御処理部３２に送られてもよいし、端末側制御処理部３２にお
いて処理を受けてもよい。
【００７２】
　したがって本例の監視カメラシステム２０では、下述の画像処理装置を、カメラ側制御
処理部２３及び端末側制御処理部３２のうち少なくともいずれか一方に設けることができ
る。
【００７３】
　図３は、画像処理装置４０の機能構成の一例を示すブロック図である。本例の画像処理
装置４０は復元処理部４１を有し、対象画像及び撮影デバイス条件のデータが復元処理部
４１に入力される。
【００７４】
　対象画像は撮像素子２２から出力される画像であり、撮像素子２２から直接的又は間接
的に復元処理部４１（画像処理装置４０）に入力される。撮影デバイス条件は、対象画像
を撮影した際の光学系１６及び撮像素子２２の情報を示す。そして復元処理部４１は、対
象画像及び撮影デバイス条件を使って、光学系の光学伝達関数に基づく復元処理を対象画
像に対して行う。
【００７５】
　復元処理部４１が対象画像及び撮影デバイス条件のデータを取得する手法は特に限定さ
れず、監視カメラシステム２０を構成する各部から復元処理部４１に対して対象画像及び
撮影デバイス条件のデータが入力可能である。例えば画像処理装置４０がカメラデバイス
１０のカメラ側制御処理部２３に設けられる場合、画像処理装置４０は、撮像素子２２か
ら出力される画像を対象画像として取得し、またカメラ側制御処理部２３が光学系１６及
び撮像素子２２を制御するために使ったデータから撮影デバイス条件を取得してもよい。
一方、画像処理装置４０が制御端末３０の端末側制御処理部３２に設けられる場合、画像
処理装置４０は、撮像素子２２からカメラ側制御処理部２３、カメラ側通信部２４及び端
末側通信部３３を介して対象画像を取得し、またカメラ側制御処理部２３又は端末側制御
処理部３２が保持する「光学系１６及び撮像素子２２を制御するために使ったデータ」か
ら撮影デバイス条件を取得してもよい。
【００７６】
　またＥｘｉｆ（Ｅｘｃｈａｎｇｅａｂｌｅ　ｉｍａｇｅ　ｆｉｌｅ　ｆｏｒｍａｔ）な
どのフォーマットに従ってメタデータが対象画像のデータに付加されている場合、画像処
理装置４０は対象画像のデータに付加されているメタデータを読み込んで撮影デバイス条
件を取得してもよい。
【００７７】
　監視カメラシステム２０（カメラ側制御処理部２３及び／又は端末側制御処理部３２）
が図３に示す画像処理装置４０を具備する場合において、光学系１６は例えば以下の第１
処理条件～第３処理条件（条件（１）（条件（８））、条件（２）及び条件（３））の全
てを満たす（第１実施形態）。
【００７８】
　＜第１処理条件＞
　光学系１６は全画角が９０度を超える。
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【００７９】
　＜第２処理条件＞
　光学系１６の光量評価領域は、光学系１６の結像面において結像面の中心からの距離が
撮像素子２２の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す光学系１６の領域で
あり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に、結像面の中心に
対応する光学系１６の領域における光量に対する光量評価領域における光量の比が２５％
以上を示す。
【００８０】
　＜第３処理条件＞
　４０６．０ｎｍの波長成分、４３０．５ｎｍの波長成分、４７１．２ｎｍの波長成分、
５２２．５ｎｍの波長成分、５７７．５ｎｍの波長成分、６２８．８ｎｍの波長成分、６
６９．５ｎｍの波長成分及び６９４．０ｎｍの波長成分を含む第２の評価波長を使った場
合に、撮像素子２２のナイキスト周波数の１／２に関して取得される光学系１６のＭＴＦ
の値が１５％以上を示す。
【００８１】
　したがって復元処理部４１によって行われる復元処理は、上記の第１処理条件～第３処
理条件を満たす光学系１６を使用して撮影された対象画像に適用されることとなる。後述
のように、上記の第１処理条件～第３処理条件を満たす光学系１６を使用して撮影された
対象画像に光学伝達関数に基づく復元処理を行うと、対象画像の解像性能が復元処理によ
って１０％以上向上する。
【００８２】
　また他の例として、光学系１６は、上記の第１処理条件及び下記の第４処理条件の全て
を満たす（第２実施形態）。この場合、復元処理部４１によって行われる復元処理は、上
記の第１処理条件（条件（８））及び下記の第４処理条件（条件（９））を満たす光学系
１６を使用して撮影された対象画像に適用される。
【００８３】
　＜第４処理条件＞
【００８４】

【数６】

【００８５】
　ただし、
　「ｆ」は、対象画像の空間周波数を表し、
　「ｈ」は、対象画像の中心からの距離を表し、
　「Ｈ（ｆ，ｈ）」は、光学系１６のＯＴＦ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕ
ｎｃｔｉｏｎ）を表し、
　「Ｒ（ｈ）」は、光学系１６の光量評価領域が、光学系１６の結像面において結像面の
中心からの距離が撮像素子２２の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上を示す光
学系１６の領域であり、５４６．１ｎｍの波長成分を含む第１の評価波長を使った場合に
、結像面の中心に対応する光学系１６の領域における光量に対する光量評価領域における
光量の比を表し、「０≦Ｒ（ｈ）≦１」を満たし、
　「ＳＮＲ（ｆ）」は、「ＳＮＲ（ｆ）＝Ｓ（ｆ）／Ｎ（ｆ）」によって表され、
　「Ｓ（ｆ）」は、想定される撮影条件において期待される対象画像の中心における信号
量の二乗平均値を表し、
　「Ｎ（ｆ）」は、想定される撮影条件において期待されるノイズ量の二乗平均値を表す
。
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【００８６】
　上述の第１処理条件は、光学伝達関数に基づく復元処理が適用される対象画像が広角画
像であることを意味する。例えば室内監視用途を想定した場合、死角を作らずに部屋の隅
部から部屋全体を監視するには最低でも９０度の画角が必要となるため、監視用途等を想
定した場合には光学系１６の全画角が９０度を超えることが望ましい。
【００８７】
　なお撮像装置の大きさを考慮すると、撮像装置を部屋の隅部に配置しても、部屋の隅部
から少し部屋の内側に光学系１６の頂点が配置されることになる。そのため、光学系１６
の全画角が９０度より広い画角（例えば１００度程度）であることが望ましい。さらに、
撮像装置の配置の自由度を向上させる観点からは、光学系１６の全画角が１００度よりも
大きいことが好ましい。したがって、光学系１６の全画角が１００度を超えることがより
好ましく、１１０度を超えることが更に好ましく、１２０度を超えることが更に好ましい
。
【００８８】
　上述の第２処理条件は、光学系１６の「光量評価領域」に関して「第１の評価波長」を
使って取得される「周辺光量比」が「２５％以上」であることを示す。
【００８９】
　ここでいう「周辺光量比」は、「結像面の中心に対応する光学系１６の領域における光
量」に対する「光量評価領域における光量」の比であり、光学系１６の中心部分と周辺部
分との間の光量の相違を示す。
【００９０】
　「光量評価領域」は、周辺光量比を取得するための基準領域であり、上記の第２処理条
件では撮像素子２２の撮像面を基準に定められている。
【００９１】
　図４は、撮像素子２２の撮像面を示す平面図であり、光学系１６の光量評価領域を定め
るために用いられる撮像面の範囲を説明するための図である。矩形状の撮像素子２２の撮
像面において対角線Ｊの２分の１の長さは、対角線Ｊ同士の交点によって表される撮像面
中心Ｉｏから撮像面の頂点までの距離に相当する。図４において、撮像面中心Ｉｏからの
距離が「対角線Ｊの２分の１の長さの８０％の長さ」に相当する位置が「Ｂ８０（８０％
像高線）」によって表されている。
【００９２】
　本例では、結像面の中心からの距離が「撮像素子２２の撮像面の対角線Ｊの２分の１の
長さの８０％以上」を示す光学系１６の領域が「光量評価領域」に設定されている。なお
「光量評価領域」は、光学系１６のこの領域に限定されず、より広い領域であってもよい
。例えば光量評価領域は、結像面において結像面の中心からの距離が撮像素子２２の撮像
面の対角線の２分の１の長さの「６０％以上」を示す光学系１６の領域であってもよい（
撮像面中心Ｉｏからの距離が「対角線Ｊの２分の１の長さの６０％の長さ」に相当する位
置を示す図４の「Ｂ６０（６０％像高線）」参照）。
【００９３】
　また上記の第２処理条件では光量評価領域の周辺光量比が「２５％以上」である必要が
あるが、光量評価領域の周辺光量比をより厳しく制限してもよく、例えば光量評価領域の
周辺光量比が「３０％以上」を示すことを光学系１６の条件としてもよいし、光量評価領
域の周辺光量比が「３５％以上」を示すことを光学系１６の条件としてもよい。
【００９４】
　上記の第３処理条件は、光学系１６が満たすべきＭＴＦの値を示す。この第３処理条件
における光学系１６のＭＴＦの評価に使用される第２評価波長は、「４０６．０ｎｍの波
長成分：４３０．５ｎｍの波長成分：４７１．２ｎｍの波長成分：５２２．５ｎｍの波長
成分：５７７．５ｎｍの波長成分：６２８．８ｎｍの波長成分：６６９．５ｎｍの波長成
分：６９４．０ｎｍの波長成分＝１：３：１１：２１：２６：２２：１２：４」のウエイ
ト比で各波長成分を含む（図５（表１）参照）。この第２の評価波長を使った場合に、撮
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像素子２２の画素ピッチによって規定されるナイキスト周波数の１／２に関する光学系１
６のＭＴＦの値が１５％以上を示す。
【００９５】
　なお上記の第３処理条件では光学系１６のＭＴＦの値が「１５％以上」である必要があ
るが、ＭＴＦの値をより厳しく制限してもよく、例えばＭＴＦの値が「２０％以上」を示
すことを光学系１６の条件としてもよいし、ＭＴＦの値が「２５％以上」を示すことを光
学系１６の条件としてもよい。
【００９６】
　また上記の第３処理条件におけるＭＴＦの値の方向性については特に問われない。例え
ば光学系１６のサジタル方向のＭＴＦの値及びタンジェンシャル方向のＭＴＦの値のうち
値が小さい方のＭＴＦの値が、第３処理条件において規定される条件（例えば「１５％以
上」）を満たせばよい。なお、サジタル方向は光学系１６の円周方向に相当し、タンジェ
ンシャル方向は光学系１６の径方向に相当する。
【００９７】
　また上記の第３処理条件は、光学系１６の全体領域で満たされていてもよいし、光学系
１６の一部領域で満たされていてもよいが、復元処理部４１による復元処理は、少なくと
も上記の第３処理条件を満たす光学系１６の領域に対応する画像部分にのみ適用されるこ
とが好ましい。或いは、ズームポジションや絞りが変動して上記の第３処理条件が光学系
１６の少なくとも一部の領域で満たされなくなった場合には、復元処理部４１による復元
処理は行われなくてもよい。
【００９８】
　図６は、第１実施形態に係る光学系１６の光学性能の一例を示す図である。図６の横軸
は「周辺光量比（％）」を示し、縦軸は「ＭＴＦの値（％）」を示し、ＳＮ比として「２
４デシベル（ｄＢ）」が想定されている。また図６において、符号「Ｍ５」、「Ｍ１０」
、「Ｍ２０」、「Ｍ３０」、「Ｍ４０」、「Ｍ５０」、「Ｍ６０」、「Ｍ７０」、「Ｍ８
０」、「Ｍ９０」、「Ｍ９５」及び「Ｍ９９」によって示されるラインは、光学伝達関数
に基づく復元処理によって回復可能なＭＴＦの値を示し、それぞれ復元処理により「５％
」、「１０％」、「２０％」、「３０％」、「４０％」、「５０％」、「６０％」、「７
０％」、「８０％」、「９０％」、「９５％」及び「９９％」までＭＴＦの値を回復する
ことができる領域を示す。
【００９９】
　例えば「Ｍ９９」のラインによって囲まれる領域（図６の右隅部）に「周辺光量比（％
）」及び「ＭＴＦの値（％）」が存在する光学系１６を使って撮影された画像は、光学伝
達関数に基づく復元処理によってＭＴＦを少なくとも９９％まで回復することが可能であ
る。同様に、「Ｍ９９」のラインと「Ｍ９５」のラインとで囲まれる領域に「周辺光量比
（％）」及び「ＭＴＦの値（％）」が存在する光学系１６を使って撮影された画像は、光
学伝達関数に基づく復元処理によってＭＴＦを少なくとも９５％まで回復することが可能
である。
【０１００】
　例えば上記の第２処理条件において規定される周辺光量比（結像面の中心に対応する光
学系１６の領域における光量に対する光量評価領域における光量の比）が「２５％以上」
とは、図６のラインＢ１よりも右側の領域（ラインＢ１を含む）を意味する。また上記の
第３処理条件において規定される光学系１６のＭＴＦの値が「１５％以上」とは、図６の
ラインＢ２よりも上側の領域（ラインＢ２を含む）を意味する。
【０１０１】
　したがって、上記の第２処理条件及び第３処理条件を満たす光学系１６は、図６のライ
ンＢ１及びラインＢ２によって囲まれる右上の領域に含まれることとなる。
【０１０２】
　なお光学系１６は、上記の第２処理条件及び第３処理条件よりも厳しい条件を満たして
いてもよい。復元率を高める観点からは、例えば下記の「第５処理条件及び第６処理条件
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（条件（４）及び条件（５））」を満たす光学系１６であることが好ましく、また下記の
「第７処理条件及び第８処理条件（条件（６）及び条件（７））」を満たす光学系１６で
あることがより好ましい。この場合、復元処理部４１によって行われる復元処理は、例え
ば下記の「第５処理条件及び第６処理条件」或いは「第７処理条件及び第８処理条件」を
満たす光学系１６を使用して撮影された対象画像に適用されることとなる。
【０１０３】
　＜第５処理条件＞
　第１の評価波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学系１６の領域における光
量に対する光量評価領域における光量の比が３０％以上を示す。
【０１０４】
　＜第６処理条件＞
　第２の評価波長を使った場合に、撮像素子２２のナイキスト周波数の１／２に関して取
得される光学系１６のＭＴＦの値が２０％以上を示す。
【０１０５】
　＜第７処理条件＞
　第１の評価波長を使った場合に、結像面の中心に対応する光学系１６の領域における光
量に対する光量評価領域における光量の比が３５％以上を示す。
【０１０６】
　＜第８処理条件＞
　第２の評価波長を使った場合に、撮像素子２２のナイキスト周波数の１／２に関して取
得される光学系１６のＭＴＦの値が２５％以上を示す。
【０１０７】
　後述の図７からも明らかなように、上記の第５処理条件及び第６処理条件を満たす光学
系１６を使用して撮影された対象画像に光学伝達関数に基づく復元処理を行うと、対象画
像の解像性能が復元処理によって概ね２５％以上向上する。また上記の第７処理条件及び
第８処理条件を満たす光学系１６を使用して撮影された対象画像に光学伝達関数に基づく
復元処理を行うと、対象画像の解像性能が復元処理によって概ね４０％以上向上する。
【０１０８】
　また光学系１６は、上述の条件に加えて他の条件を満たしていてもよい。
【０１０９】
　例えば、光学系１６のＭＴＦの値が小さく周辺光量比が非常に大きい場合、光学伝達関
数に基づく復元処理によってＭＴＦの値が６０％以上と大幅に持ち上げられることがある
。この場合、飽和画素でのリンギング及びデモザイク処理による偽色成分の増幅等のアー
ティファクトが強調され過ぎてしまい画質が悪化してしまうことがある。また、デフォー
カス画像とフォーカス画像との間で解像感の差が大きくなり過ぎてしまい画像を観察する
際に視覚上大きな違和感がもたらされうる。
【０１１０】
　このようなアーティファクトの強調による画質悪化や画像間の解像感の不自然な相違を
回避するために、光学伝達関数に基づく復元処理を行うための条件として上述の第１処理
条件～第８処理条件以外の条件が課されてもよい。例えば、上述の第２の評価波長を使っ
た場合に、撮像素子２２のナイキスト周波数の１／２に関して取得される光学系１６のＭ
ＴＦの値が「Ａ％」として表され、上述の第１の評価波長を使った場合に、結像面の中心
に対応する光学系１６の領域における光量に対する光量評価領域における光量の比が「Ｂ
％」として表される場合に、以下の第９処理条件（条件（１０））に表される式を満たす
ものであってもよい。
【０１１１】
　＜第９処理条件＞
　Ａ％≧０．７５×Ｂ％－４０％
　この第９処理条件は図６及び図７のラインＢ３によって規定され、第９処理条件を満た
す光学系１６は、図６及び図７のラインＢ３の上側の領域（ラインＢ３を含む）に含まれ
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る。この場合、復元処理部４１によって行われる復元処理は、上記の第９処理条件を満た
す光学系１６を使用して撮影された対象画像に適用されることとなる。
【０１１２】
　図７は、第２実施形態に係る光学系１６の光学性能の一例を示す図である。図７の横軸
は「周辺光量比（％）」を示し、縦軸は「ＭＴＦの値（％）」を示し、ＳＮ比として「２
４デシベル（ｄＢ）」が想定されている。また図７において、符号「ＭＤ－２０」、「Ｍ
Ｄ－１０」、「ＭＤ０」、「ＭＤ１０」、「ＭＤ２０」、「ＭＤ３０」、「ＭＤ４０」、
「ＭＤ５０」、「ＭＤ６０」及び「ＭＤ７０」によって示されるラインは、光学伝達関数
に基づく復元処理前後のＭＴＦの差（％）を示し、それぞれ「復元処理後の画像のＭＴＦ
の値（％）－復元処理前の画像のＭＴＦの値（％）」が「－２０％」、「－１０％」、「
０％」、「１０％」、「２０％」、「３０％」、「４０％」、「５０％」、「６０％」及
び「７０％」となる領域を示す。
【０１１３】
　例えば「ＭＤ０」のラインよりも正の側の領域（図７のラインＭＤ０よりも右側の領域
）に「周辺光量比（％）」及び「ＭＴＦの値（％）」が存在する光学系１６を使って撮影
された画像については、「復元処理後の画像のＭＴＦの値（％）－復元処理前の画像のＭ
ＴＦの値（％）」が０％よりも大きくなり、復元処理による画像復元効果（解像度向上効
果）が見込める。同様に、「ＭＤ２０」のラインよりも正の側の領域（図７のラインＭＤ
２０よりも右側の領域）に「周辺光量比（％）」及び「ＭＴＦの値（％）」が存在する光
学系１６を使って撮影された画像については、光学伝達関数に基づく復元処理によってＭ
ＴＦの値を少なくとも２０％向上させることが可能である。
【０１１４】
　例えば上記の第２処理条件において規定される周辺光量比（結像面の中心に対応する光
学系１６の領域における光量に対する光量評価領域における光量の比）が「２５％以上」
とは、図７のラインＢ１よりも右側の領域（ラインＢ１を含む）を意味する。また上記の
第３処理条件において規定される光学系１６のＭＴＦの値が「１５％以上」とは、図７の
ラインＢ２よりも上側の領域（ラインＢ２を含む）を意味する。したがって、上記の第２
処理条件及び第３処理条件を満たす光学系１６は、図７のラインＢ１及びラインＢ２によ
って囲まれる右上の領域に含まれることとなる。
【０１１５】
　したがって図７からも明らかなように、上記の第２処理条件及び第３処理条件を満たす
光学系１６を使用して撮影された対象画像に光学伝達関数に基づく復元処理を行うと、対
象画像のＭＴＦを概ね１０％以上向上させることができる。なお光学系１６が上記の第２
処理条件及び第３処理条件を満たす場合であっても、光学系１６のＭＴＦの値が非常に高
く（概ねＭＴＦが９０％以上の範囲）周辺光量比が比較的低い（概ね周辺光量比が６０％
以下の範囲）ケースにおいて、復元処理により対象画像のＭＴＦの値が小さくなる場合も
ありうる。これは、名目上のＭＴＦ値が高いことよりも、図２に示した撮像素子２２のＳ
Ｎ比の低さを改善するために、その周波数成分を逆に低減させたほうが、平均二乗誤差を
最小化する画像復元において有利に働くことに起因する現象である。ただし、そのような
ケースであっても、光学系１６が本来的に有するＭＴＦの値が十分に高く、復元処理によ
るＭＴＦの低下が十分に小さい場合には、復元処理による視覚上の影響は無視できる程度
に小さい。したがって、そのような無視できる程度の復元処理によるＭＴＦの低下は、本
発明の目的を考慮した場合には、本発明によってもたらされる効果に実質的な影響を及ぼ
すものではない。
【０１１６】
　また上記の第４処理条件は、後述のように、光学伝達関数に基づく復元処理前後のＭＴ
Ｆの差（すなわち「復元処理後の画像のＭＴＦの値（％）－復元処理前の画像のＭＴＦの
値（％）」）が０％よりも大きくなることを意味する。したがって上記の第４処理条件を
満たす光学系１６は、図７のラインＭＤ０よりも正の側の領域（図７のラインＭＤ０より
も右側の領域）に含まれることとなる。



(23) JP 6240811 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

【０１１７】
　なお上述の図３に示す画像処理装置４０は、光学系１６と撮像素子２２とが一体的に設
けられ、「第１処理条件～第３処理条件」及び／又は「第１処理条件及び第４処理条件」
を満たす特定の光学系１６が固定的に使用されて撮影が行われるケースにおいて好適であ
るが、光学系１６は交換可能であってもよい。
【０１１８】
　図８は、画像処理装置４０の機能構成の他の例を示すブロック図である。本例の画像処
理装置４０は、復元処理部４１に加え、対象画像を取得する画像取得部４２と、対象画像
を撮影した際の光学系１６の情報を示す撮影デバイス条件を取得する条件取得部４３と、
を含む。
【０１１９】
　例えば上述の第１実施形態に本例の画像処理装置４０を応用すれば、復元処理部４１は
、条件取得部４３によって取得される撮影デバイス条件が上記の第１処理条件～第３処理
条件を満たす場合に、光学系１６の光学伝達関数に基づく復元処理を対象画像に対して行
うことができる。すなわち、上記の第１処理条件～第３処理条件が満たされるか否かが復
元処理部４１において判定され、その判定結果に応じて復元処理が行われる。
【０１２０】
　同様に上述の第２実施形態に本例の画像処理装置４０を応用すれば、復元処理部４１は
、条件取得部４３によって取得される撮影デバイス条件が上記の第１処理条件及び第４処
理条件を満たす場合に、光学系１６の光学伝達関数に基づく復元処理を対象画像に対して
行うことができる。すなわち、上記の第１処理条件及び第４処理条件が満たされるか否か
が復元処理部４１において判定され、その判定結果に応じて復元処理が行われる。
【０１２１】
　このように図８に示す画像処理装置４０は、条件判定結果に応じて復元処理の実行の有
無を決めるため、光学系１６が交換可能であり、撮影に使用される光学系１６が変わりう
るケースであっても好適に用いられる。
【０１２２】
　なお、上述の画像処理装置４０（図３及び図８参照）の適用対象は監視カメラシステム
２０に限定されない。光学系１６及び撮像素子２２が一体的に設けられるデジタルカメラ
、撮像素子２２が設けられる本体部に光学系１６が着脱可能に装着されるデジタルカメラ
、及び画像処理を行うことができるコンピュータ等の他の機器類に対し、画像処理装置４
０が適用されてもよい。
【０１２３】
　図９は、撮像装置の機能構成の他の例を示すブロック図であり、特に光学系１６及び撮
像素子２２が一体的に設けられるコンパクトデジタルカメラ等のデジタルカメラ５０に好
適な機能構成例を示す。本例のデジタルカメラ５０は、光学系１６、撮像素子２２、撮像
制御処理部５１、通信部５２及び撮像ユーザインターフェース５３が一体的に設けられて
おり、撮像制御処理部５１が、光学系１６、撮像素子２２、通信部５２及び撮像ユーザイ
ンターフェース５３を統括的に制御する。ユーザが撮像ユーザインターフェース５３を介
して入力する各種のデータ及びコマンドに応じて撮像制御処理部５１が光学系１６及び撮
像素子２２を制御することで撮影が行われる。撮像制御処理部５１は、撮像素子２２から
出力される画像を対象画像として各種の処理を行うことができ、通信部５２を介して処理
前後の画像を外部機器類に送信できる。
【０１２４】
　したがって上述の画像処理装置４０（特に図３参照）は、図９に示すデジタルカメラ５
０の撮像制御処理部５１に設けられてもよい。撮像制御処理部５１（画像処理装置４０の
復元処理部４１）は、撮影デバイス条件が上述の「第１処理条件～第３処理条件」、「第
１処理条件及び第４処理条件」、「第１処理条件、第５処理条件及び第６処理条件」、「
第１処理条件、第７処理条件及び第８処理条件」又は「これらの各条件群及び第９処理条
件」を満たす場合に、光学系１６の光学伝達関数に基づく復元処理を行うことができる。
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【０１２５】
　図１０は、撮像装置の機能構成の他の例を示すブロック図であり、特に本体部５４に光
学系１６が着脱可能に装着されるレンズ交換式カメラ等のデジタルカメラ５０に好適な機
能構成例を示す。本例のデジタルカメラ５０は光学系１６及び本体部５４を具備する。光
学系１６は、光学系制御部５５及び光学系入出力部５６と一体的に設けられ、本体部５４
の光学系装着部５８に嵌合することで本体部５４に装着される。本体部５４は、撮像素子
２２、光学系装着部５８、本体制御部５７、本体入出力部５９、通信部５２及び撮像ユー
ザインターフェース５３を有する。光学系装着部５８は光学系１６が着脱可能に取り付け
られ、撮像素子２２は光学系装着部５８に装着された光学系１６を介して撮影光を受光し
て画像を出力する。本体入出力部５９は、光学系１６が光学系装着部５８に嵌合した際に
光学系入出力部５６と接続してデータの送受信を行うことができる。光学系制御部５５及
び本体制御部５７は、光学系入出力部５６及び本体入出力部５９を介してデータの送受信
を行うことができる。
【０１２６】
　ユーザが撮像ユーザインターフェース５３を介して入力する各種のデータ及びコマンド
に応じて本体制御部５７が光学系制御部５５に制御信号を送信し、この制御信号に応じて
光学系制御部５５が光学系１６を制御する。その一方で、本体制御部５７が撮像素子２２
を制御することで、撮影を行うことができる。本体制御部５７は、撮像素子２２から出力
される画像を対象画像として各種の処理を行うことができ、通信部５２を介して処理前後
の画像を外部機器類に送信できる。
【０１２７】
　したがって上述の画像処理装置４０（特に図８参照）は、図１０に示すデジタルカメラ
５０の本体制御部５７に設けられてもよい。本体制御部５７（画像処理装置４０の復元処
理部４１）は、撮影デバイス条件が上述の「第１処理条件～第３処理条件」、「第１処理
条件及び第４処理条件」、「第１処理条件、第５処理条件及び第６処理条件」、「第１処
理条件、第７処理条件及び第８処理条件」又は「これらの各条件群及び第９処理条件」を
満たす場合に、光学系１６の光学伝達関数に基づく復元処理を行うことができる。
【０１２８】
　図１１は、コンピュータ６０の機能構成の一例を示すブロック図であり、特に上述の画
像処理装置４０（特に図８参照）を適用可能な機能構成例を示す。本例のコンピュータ６
０は、コンピュータ制御処理部６１、コンピュータ入出力部６２及びコンピュータユーザ
インターフェース６３を有する。コンピュータ入出力部６２は、上述のデジタルカメラ５
０等の外部機器類に接続され、その外部機器類との間でデータの送受信を行う。コンピュ
ータユーザインターフェース６３は、ユーザによって直接的に操作可能なマウス等のポイ
ンティングデバイス及びキーボード等の操作部に加え、ユーザに各種の情報を提示可能な
表示部を含む。コンピュータ制御処理部６１は、コンピュータ入出力部６２及びコンピュ
ータユーザインターフェース６３に接続され、コンピュータ入出力部６２を介して画像デ
ータ等のデータを受信し、またコンピュータユーザインターフェース６３を介してユーザ
により入力される各種のデータ及びコマンドに応じて各種の処理を行う。
【０１２９】
　したがって上述の画像処理装置４０（特に図８参照）は、図１１に示すコンピュータ６
０のコンピュータ制御処理部６１に設けられてもよい。コンピュータ制御処理部６１（画
像処理装置４０）は、撮影デバイス条件が上述の「第１処理条件～第３処理条件」、「第
１処理条件及び第４処理条件」、「第１処理条件、第５処理条件及び第６処理条件」、「
第１処理条件、第７処理条件及び第８処理条件」又は「これらの各条件群及び第９処理条
件」を満たす場合に、光学系１６の光学伝達関数に基づく復元処理を行うことができる。
【０１３０】
　なおここでいう「光学伝達関数に基づく復元処理」は、光学系１６の点拡がり関数（Ｐ
ＳＦ）の二次元フーリエ変換によって得られる光学伝達関数（ＯＴＦ）から導かれる画像
回復処理を意味し、点像復元処理とも呼ばれる。この「光学伝達関数に基づく復元処理」
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は、ＯＴＦに基づいて作成されるフィルタを使った処理であってもよいし、ＯＴＦの絶対
値成分であるＭＴＦ及び／又は位相のずれを表すＰＴＦ（Ｐｈａｓｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ
　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）に基づいて作成されるフィルタを使った処理であってもよいし、Ｐ
ＳＦに基づいて作成されるフィルタを使った処理であってもよい。以下に説明する「光学
伝達関数」は、ＯＴＦだけではなく、これらのＭＴＦ、ＰＴＦ及びＰＳＦを含みうる概念
である。
【０１３１】
　光学伝達関数に基づく復元処理は、光学系１６の光学伝達関数に応じて劣化した像を、
光学伝達関数から直接的又は間接的に求められる復元フィルタ（逆フィルタ）を使って補
正することで、像劣化をキャンセルして本来の像を復元する処理である。しかしながら、
単純に減衰特性の逆数から求められるゲインを劣化像に適用しただけでは、撮像素子２２
等の撮像系に起因するノイズ成分も増幅されてしまう。そのため大きな増幅率を持つ復元
フィルタがノイズ成分を含む画像に適用されると、復元処理後の画像において無視できな
い像劣化がもたらされる。
【０１３２】
　撮像系に起因するノイズを考慮して作成される復元フィルタとして、Ｗｉｅｎｅｒフィ
ルタが広い分野で用いられている。Ｗｉｅｎｅｒフィルタを使った復元処理によれば、光
学系１６の光学伝達関数に起因するボケの影響が大き過ぎて撮像系に起因するノイズ量と
比べて画像の周波数特性が極端に減衰している場合には、大きなゲインが画像に適用され
るのが避けられ、撮像系に起因するノイズ量を低減することを優先するような減衰ゲイン
が画像に適用されることもある。
【０１３３】
　このＷｉｅｎｅｒフィルタは本実施形態の撮像装置においても有効に活用することがで
きる。Ｗｉｅｎｅｒフィルタを用いた復元処理の適用を前提として光学系１６の設計を行
うことで、光学性能の一部の劣化を許容する代わりに他の性能を向上させることができる
。
【０１３４】
　以下、光学伝達関数に基づく復元処理の実施を前提とした光学系１６の最適設計に関す
る具体例について説明する。
【０１３５】
　＜復元処理の実施を前提とした光学系の最適設計＞
　Ｗｉｅｎｅｒフィルタは、画質劣化が線形で既知な場合において復元画像と元画像との
間の平均二乗誤差を最小とすることを目的として作成されるフィルタであって、線形フィ
ルタ設計基準の一つとして利用されている。Ｗｉｅｎｅｒフィルタの周波数特性Ｆ（ｆ，
ｈ）は、下記式により表される。
【０１３６】
【数７】



(26) JP 6240811 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

【０１３７】
　ここで、さらに光学系１６の周辺光量の低下を考慮すると、Ｗｉｅｎｅｒフィルタの周
波数特性Ｆ（ｆ，ｈ）は、下記式により表される。
【０１３８】
【数８】

【０１３９】
　上記式で表される周波数特性を持つＷｉｅｎｅｒフィルタ（復元フィルタ）を撮影画像
に適用して得られる復元画像のレスポンスＸ（ｆ，ｈ）は、下記式によって表される。
【０１４０】

【数９】

【０１４１】
　光学伝達関数に基づく復元処理を行うことを前提とする場合、光学系１６自体のＭＴＦ
の値（上記式の「｜｜Ｈ（ｆ，ｈ）｜｜」参照）を最大化するのではなく、復元処理後の
ＭＴＦの値（上記式の「Ｘ（ｆ，ｈ）」参照）を最大化するように光学系１６の設計を行
うことが望ましい。このようにして光学系１６を設計することで、トレードオフの関係に
あるＭＴＦ及び周辺光量比をバランス良く最適に決定することができる。なおユーザが「
ＭＴＦを向上させること」と「周辺光量比を向上させること」とのどちらかをおおざっぱ
に選択したい場合には、下記式のどちらが値として大きいのかを選択することができる。
【０１４２】

【数１０】

【０１４３】
　ＭＴＦと周辺光量比との間に存在すトレードオフの関係を復元フィルタに正確に反映す
るためには、光学系１６の設計パラメータを「ｐ」と表記した場合に、周波数ｆ及び像高
ｈに依存する重み付けパラメータＷ（ｆ，ｈ）を「Ｗ（ｆ，ｈ）≧０」として、下記式に
よって最適パラメータを求めることができる。
【０１４４】

【数１１】

【０１４５】
　＜ＭＴＦの向上判定＞
　Ｗｉｅｎｅｒフィルタを使った復元処理では、対象画像中のノイズ成分が大きくＭＴＦ
成分が小さい場合には、ＭＴＦを増幅させることなく減衰させることによって、ノイズの
抑制を重視するケースが存在する。このようなケースを生じさせないための条件は下記式
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によって表される。
【０１４６】
【数１２】

【０１４７】
　また上記式から下記式を導き出すことができる。
【０１４８】

【数１３】

【０１４９】
　さらに上記式から下記式を導き出すことができる。
【０１５０】

【数１４】

【０１５１】
　ＭＴＦ及び周辺光量比が、想定されたＳＮ比に対して、少なくとも上記式の関係を満た
している場合には、光学伝達関数に基づく復元処理によってＭＴＦの向上を期待すること
ができる。
【０１５２】
　ここで、復元処理前の画像解像度の指標となる「光学系１６の光学伝達関数Ｈ（ｆ，ｈ
）」及び復元処理前の画像解像度の指標となる「レスポンスＸ（ｆ，ｈ）」が下記条件式
を満たす境界について考える。
【０１５３】

【数１５】

【０１５４】
　復元処理後の画像解像度が復元処理前の画像解像度以上となるようにするには、下記式
で表される条件を満たす必要がある。
【０１５５】

【数１６】

【０１５６】
　したがって、上述の第４処理条件を満たす場合にはＭＴＦの向上を見込むことができる
。
【０１５７】
　＜ＳＮ比の定義＞
　ＳＮ比は、画像の信号成分とノイズ成分との比である。撮影画像Ｉが画像の信号成分Ｘ
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【０１５８】
【数１７】

【０１５９】
　ここで、「ｉ，ｊ」は画素（ピクセル）のインデックスであり、撮影画像中の二次元的
な画素位置を示す。上記式を踏まえるとＳＮ比（ＳＮＲ）は下記式で定義される。
【０１６０】

【数１８】

【０１６１】
　また上記式の代わりに下記式で定義されるＰＳＮＲ（Ｐｅａｋ　ｓｉｇｎａｌ－ｔｏ－
ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ）が用いられることもある。
【０１６２】
【数１９】

【０１６３】
　一般に国際標準化機構（ＩＳＯ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉ
ｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ）が策定するＩＳＯ感度が高くなるほど
、適正露出における受光量（信号成分）は減るがノイズ量は変わらないため、ＳＮ比は低
くなる傾向がある。また撮影画像Ｉを信号成分Ｘとノイズ成分Ｙに分解するには様々な手
法が存在する。また画像処理中の非線形なノイズリダクション処理の影響を受けないため
に、多くの測定チャートが考案されている。
【０１６４】
　＜復元処理適用後の最低ＭＴＦを保証するための条件＞
　光学伝達関数に基づく復元処理適用後のＭＴＦの値が「α（ただし「０≦α≦１」）」
を超える（下記式参照）ために満たすべき条件を求める。
【０１６５】

【数２０】

【０１６６】
　上記式を変形すると、下記式を導出することができる。
【０１６７】
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【数２１】

【０１６８】
　復元処理適用前の元画像のＭＴＦと周辺光量比との積が、ＳＮ比及び「α」に基づいて
決められる定数よりも大きいことを示す上記式が、復元処理適用後の最低ＭＴＦを保証す
る条件を表す。
【０１６９】
　次に、光学系１６の具体的な構成例について説明する。
【０１７０】
　＜実施例１＞
　図１２は、実施例１に係る光学系１６の断面図を示す。図１２の左側が物体側（被写体
側）であり、図の右側が像側（像面Ｓｉｍ側）である。
【０１７１】
　本例の光学系１６は、物体側から順に配置される「第１光学要素Ｌ１、第２光学要素Ｌ
２、第３光学要素Ｌ３、第４光学要素Ｌ４及び第５光学要素Ｌ５」、「絞りＳｔ」及び「
第６光学要素Ｌ６、第７光学要素Ｌ７、第８光学要素Ｌ８、第９光学要素Ｌ９及び第１０
光学要素Ｌ１０」を含む。
【０１７２】
　本例の光学系１６では、絞りＳｔは「第１光学要素Ｌ１、第２光学要素Ｌ２、第３光学
要素Ｌ３、第４光学要素Ｌ４及び第５光学要素Ｌ５」と「第６光学要素Ｌ６、第７光学要
素Ｌ７、第８光学要素Ｌ８、第９光学要素Ｌ９及び第１０光学要素Ｌ１０」との間に固定
配置されている。また像面Ｓｉｍは、光学系１６の結像面を表し、撮影の際には、撮像素
子２２の撮像面が像面Ｓｉｍの位置に配置される。なお図１２に示す絞りＳｔは大きさや
形状を表すものではなく、光軸Ｌ上での位置を示す。また図１２において、光学系１６の
結像面の中心に対応する箇所が符号「Ｓ０」によって表される。
【０１７３】
　図１３は、実施例１に係る光学系１６の基本データを示す表（表２）である。図１３に
おいて「面番号Ｒ」の欄（「１」～「１９」）は、最も物体側の構成要素の面を１番目と
して像側に向かうに従い順次増加するｉ番目（ｉ＝１、２、３、…、１９）の面番号を示
す（図１２の「Ｒ１」～「Ｒ１９」参照）。
【０１７４】
　図１３の「曲率半径ｒ」の欄は、各面番号の曲率半径（ｍｍ：ミリメートル）を示す。
曲率半径の符号は、面形状が物体側に凸の場合を正、像側に凸の場合を負としている。ま
た面番号「１４」、「１７」、「１８」及び「１９」の曲率半径は無限大を意味し、面形
状が光軸Ｌに直交して法線方向が光軸Ｌの方向と一致する平面であることを意味する。ま
た図１３における絞りＳｔに相当する面（面番号「１０」）の曲率半径の欄には無限大を
示す記号を記載する。
【０１７５】
　図１３の「面間隔ｄ」の欄は、各面番号（ｉ）の面と像側（図１２の右側）に隣接する
面番号（ｉ＋１）の面との光軸Ｌ上の面間隔（ｍｍ）を示す（図１２の「ｄ１」～「ｄ１
９」参照）。
【０１７６】
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　図１３の「有効半径ｅｒ」は、各面番号によって示される光学面のうち撮影の際に光学
系として有効に働く領域（有効撮像領域）の半径（ｍｍ）を示す。
【０１７７】
　図１３の「屈折率ｎｄ」の欄は、各面番号（ｉ）の面と像側（図１２の右側）に隣接す
る面番号（ｉ＋１）の面との間の光学要素のｄ線（波長５８７．６ｎｍ）に関する屈折率
を示す。
【０１７８】
　図１３の「アッベ数νｄ」の欄は、各面番号（ｉ）の面と像側（図１２の右側）に隣接
する面番号（ｉ＋１）の面との間の光学要素のｄ線に関するアッベ数を示す。
【０１７９】
　なお、図１３の「屈折率ｎｄ」及び「アッベ数νｄ」の欄における空欄は、対応する光
学要素が存在しないことを意味し、対応箇所は空間によって占められる（図１２参照）。
【０１８０】
　図１４は、実施例１に係る光学系１６の諸元を示す表（表３）である。図１４には、ｄ
線を基準とした光学系１６の特性が示されており、具体的には「ズーム倍率」、光学系１
６の全系の焦点距離「ｆ（ｍｍ）」、バックフォーカス長（空気換算値）「Ｂｆ（ｍｍ）
」、Ｆナンバー「Ｆｎｏ」、全画角「２ω（°）」及び最大像高（ｙ）の２倍「２ｙ」（
ｍｍ）、光学系１６の「全長（ｍｍ）」及び光学系１６の「最大径φ（ｍｍ）」が示され
ている。
【０１８１】
　図１５は、実施例１に係る光学系１６のＭＴＦの値を示す表（表４）である。図１５に
は、光学系１６における位置を示す指標として「半画角（°）」と、タンジェンシャル方
向のＭＴＦの値（％）（図１５の「タンジェンシャル」の欄参照）及びサジタル方向のＭ
ＴＦの値（％）（図１５の「サジタル」の欄参照）と、タンジェンシャル方向のＭＴＦの
値及びサジタル方向の値のうち小さい方の値（％）（図１５の「ｍｉｎ」の欄参照）とが
示されている。図１５に示されるＭＴＦの値は、上述の第２の評価波長（図５参照）が使
われ、また評価周波数として８０ＬＰ／ｍｍ（Ｌｉｎｅ　Ｐａｉｒｓ／ｍｍ）を使って得
られる値であり、この評価周波数は撮像素子２２のナイキスト周波数の１／２に対応する
。
【０１８２】
　図１６は、実施例１に係る光学系１６の周辺光量比を示す表（表５）である。図１６に
は、光学系１６における位置を示す指標として「半画角（°）」と、「周辺光量比（％）
」とが示されている。図１６に示される周辺光量比は、光学系１６の結像面において結像
面の中心からの距離が撮像素子２２の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％を示す光
学系１６の領域（光量評価領域）の光量に基づく。また図１６に示される周辺光量比は、
評価波長として５４６．１ｎｍの波長（上述の第１の評価波長）を使って得られる値であ
る。
【０１８３】
　図１７は、実施例１に係る光学系１６のＭＴＦを示すグラフである。図１７の横軸は光
学系１６における位置を示す指標として使われる「半画角（°）」を示し、縦軸は「ＭＴ
Ｆの値（％）」を示す。図１８は、実施例１に係る光学系１６の周辺光量比を示すグラフ
である。図１８の横軸は光学系１６における位置を示す指標として使われる「半画角（°
）」を示し、縦軸は「周辺光量比（％）」を示す。
【０１８４】
　なお図６及び図７においても、実施例１に係る光学系１６のＭＴＦの値及び周辺光量比
がプロットされている（図６及び図７における「実施例１」の表示参照）。図６及び図７
における「実施例１」及び後述の「実施例２」、「実施例３」及び「実施例４」のプロッ
トは、光学系１６の結像面において結像面の中心からの距離が撮像素子２２の撮像面の対
角線の２分の１の長さの「１００％」、「９０％」、「８０％」、「７０％」、「６０％
」、「５０％」、「４０％」、「３０％」、「２０％」、「１０％」及び「０％」を示す
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【０１８５】
　上述のように実施例１に係る光学系１６は、上記の第１処理条件を満たし（図１４の「
２ω（°）」の欄参照）、上記の第２処理条件及び第３処理条件を満たす（図６～７及び
図１５～１８参照）。したがって、実施例１に係る光学系１６及び撮像素子２２を使って
撮影される画像を対象画像として「光学伝達関数に基づく復元処理」を行うことで、収差
を抑制しつつ画像解像度を効果的に向上させることができる。
【０１８６】
　＜実施例２＞
　本実施例において、上述の実施例１と同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説
明は省略する。
【０１８７】
　図１９は、実施例２に係る光学系１６の断面図を示す。
【０１８８】
　本例の光学系１６は、物体側から順に配置される「第１光学要素Ｌ１、第２光学要素Ｌ
２、第３光学要素Ｌ３、第４光学要素Ｌ４、第５光学要素Ｌ５、第６光学要素Ｌ６、第７
光学要素Ｌ７及び第８光学要素Ｌ８」、「絞りＳｔ」及び「第９光学要素Ｌ９、第１０光
学要素Ｌ１０、第１１光学要素Ｌ１１、第１２光学要素Ｌ１２、第１３光学要素Ｌ１３及
び第１４光学要素Ｌ１４」を含む。
【０１８９】
　図２０は、実施例２に係る光学系１６の基本データを示す表（表６）である。図２０に
は面番号１～２５（図１９の「Ｒ１」～「Ｒ２５」参照）に関し、上述の図１３と同様に
、「面番号Ｒ」、「曲率半径ｒ」（ｍｍ）、「面間隔ｄ」（ｍｍ）、「有効半径ｅｒ」（
ｍｍ）、「屈折率ｎｄ」及び「アッベ数νｄ」が示されている。
【０１９０】
　なお本実施例２に係る光学系１６において第１光学要素Ｌ１は非球面レンズによって構
成され、「面番号１の面」及び「面番号２の面」は非球面となっている。
【０１９１】
　図２１は、実施例２に係る光学系１６の諸元を示す表（表７）である。図２１には、上
述の図１４と同様に、ｄ線を基準とした「ズーム倍率」、光学系１６の全系の焦点距離「
ｆ（ｍｍ）」、バックフォーカス長（空気換算値）「Ｂｆ（ｍｍ）」、Ｆナンバー「Ｆｎ
ｏ」、全画角「２ω（°）」及び最大像高（ｙ）の２倍「２ｙ」（ｍｍ）、光学系１６の
「全長（ｍｍ）」及び光学系１６の「最大径φ（ｍｍ）」が示されている。
【０１９２】
　図２２は、実施例２に係る光学系１６の非球面に関するコーニック定数「ＫＡ」及び非
球面係数「Ａ３～Ａ２０」を示す表であり、（ａ）（表８）は「面番号１の面」のデータ
を示し、（ｂ）（表９）は「面番号２の面」のデータを示す。
【０１９３】
　図２２に示すコーニック定数「ＫＡ」及び非球面係数「Ａ３～Ａ２０」は、下記式によ
って定められる。
【０１９４】
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【数２２】

【０１９５】
　なお図２２において、「Ｅ」は指数表記を表し、例えば「Ｅ－０３」は１０の「－３」
乗（すなわち「１０－３」）を意味する。
【０１９６】
　図２３は、実施例２に係る光学系１６のＭＴＦの値を示す表（表１０）である。図２３
には、光学系１６における位置を示す指標として「半画角（°）」と、タンジェンシャル
方向のＭＴＦの値（％）（図２３の「タンジェンシャル」の欄参照）及びサジタル方向の
ＭＴＦの値（％）（図２３の「サジタル」の欄参照）と、タンジェンシャル方向のＭＴＦ
の値及びサジタル方向の値のうち小さい方の値（％）（図２３の「ｍｉｎ」の欄参照）と
が示されている。図２３に示されるＭＴＦの値は、上述の第２の評価波長（図５参照）が
使われ、また評価周波数として１５５ＬＰ／ｍｍを使って得られる値であり、この評価周
波数は撮像素子２２のナイキスト周波数の１／２に対応する。
【０１９７】
　図２４は、実施例２に係る光学系１６の周辺光量比を示す表（表１１）である。図２４
には、光学系１６における位置を示す指標として「半画角（°）」と、「周辺光量比（％
）」とが示されている。図２４に示される周辺光量比は、光学系１６の結像面において結
像面の中心からの距離が撮像素子２２の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％を示す
光学系１６の領域（光量評価領域）の光量に基づく。また図２４に示される周辺光量比は
、評価波長として５４６．１ｎｍの波長（上述の第１の評価波長）を使って得られる値で
ある。
【０１９８】
　図２５は、実施例２に係る光学系１６のＭＴＦを示すグラフである。図２５の横軸は光
学系１６における位置を示す指標として使われる「半画角（°）」を示し、縦軸は「ＭＴ
Ｆの値（％）」を示す。図２６は、実施例２に係る光学系１６の周辺光量比を示すグラフ
である。図２６の横軸は光学系１６における位置を示す指標として使われる「半画角（°
）」を示し、縦軸は「周辺光量比（％）」を示す。なお図６及び図７においても、実施例
２に係る光学系１６のＭＴＦの値及び周辺光量比がプロットされている（図６及び図７に
おける「実施例２」の表示参照）。
【０１９９】
　上述のように実施例２に係る光学系１６は、上記の第１処理条件を満たし（図２１の「
２ω（°）」の欄参照）、上記の第２処理条件及び第３処理条件を満たす（図６～７及び
図２３～２６参照）。したがって、実施例２に係る光学系１６及び撮像素子２２を使って
撮影される画像を対象画像として「光学伝達関数に基づく復元処理」を行うことで、収差
を抑制しつつ画像解像度を効果的に向上させることができる。
【０２００】
　＜実施例３＞
　本実施例において、上述の実施例１と同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説
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明は省略する。
【０２０１】
　図２７は、実施例３に係る光学系１６の断面図を示す。
【０２０２】
　本例の光学系１６は、物体側から順に配置される「第１光学要素Ｌ１、第２光学要素Ｌ
２、第３光学要素Ｌ３、第４光学要素Ｌ４、第５光学要素Ｌ５及び第６光学要素Ｌ６」、
「絞りＳｔ」及び「第７光学要素Ｌ７、第８光学要素Ｌ８、第９光学要素Ｌ９、第１０光
学要素Ｌ１０、第１１光学要素Ｌ１１及び第１２光学要素Ｌ１２」を含む。
【０２０３】
　図２８は、実施例３に係る光学系１６の基本データを示す表（表１２）である。図２８
には面番号１～２３（図２７の「Ｒ１」～「Ｒ２３」参照）に関し、上述の図１３と同様
に、「面番号Ｒ」、「曲率半径ｒ」（ｍｍ）、「面間隔ｄ」（ｍｍ）、「有効半径ｅｒ」
（ｍｍ）、「屈折率ｎｄ」及び「アッベ数νｄ」が示されている。
【０２０４】
　図２９は、実施例３に係る光学系１６の諸元を示す表（表１３）である。図２９には、
上述の図１４と同様に、ｄ線を基準とした「ズーム倍率」、光学系１６の全系の焦点距離
「ｆ（ｍｍ）」、バックフォーカス長（空気換算値）「Ｂｆ（ｍｍ）」、Ｆナンバー「Ｆ
ｎｏ」、全画角「２ω（°）」及び最大像高（ｙ）の２倍「２ｙ」（ｍｍ）、光学系１６
の「全長（ｍｍ）」及び光学系１６の「最大径φ（ｍｍ）」が示されている。
【０２０５】
　図３０は、実施例３に係る光学系１６のＭＴＦの値を示す表（表１４）である。図３０
には、光学系１６における位置を示す指標として「半画角（°）」と、タンジェンシャル
方向のＭＴＦの値（％）（図３０の「タンジェンシャル」の欄参照）及びサジタル方向の
ＭＴＦの値（％）（図３０の「サジタル」の欄参照）と、タンジェンシャル方向のＭＴＦ
の値及びサジタル方向の値のうち小さい方の値（％）（図３０の「ｍｉｎ」の欄参照）と
が示されている。図３０に示されるＭＴＦの値は、上述の第２の評価波長（図５参照）が
使われ、また評価周波数として１１２ＬＰ／ｍｍを使って得られる値であり、この評価周
波数は撮像素子２２のナイキスト周波数の１／２に対応する。
【０２０６】
　図３１は、実施例３に係る光学系１６の周辺光量比を示す表（表１５）である。図３１
には、光学系１６における位置を示す指標として「半画角（°）」と、「周辺光量比（％
）」とが示されている。図３１に示される周辺光量比は、光学系１６の結像面において結
像面の中心からの距離が撮像素子２２の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％を示す
光学系１６の領域（光量評価領域）の光量に基づく。また図３１に示される周辺光量比は
、評価波長として５４６．１ｎｍの波長（上述の第１の評価波長）を使って得られる値で
ある。
【０２０７】
　図３２は、実施例３に係る光学系１６のＭＴＦを示すグラフである。図３２の横軸は光
学系１６における位置を示す指標として使われる「半画角（°）」を示し、縦軸は「ＭＴ
Ｆの値（％）」を示す。図３３は、実施例３に係る光学系１６の周辺光量比を示すグラフ
である。図３３の横軸は光学系１６における位置を示す指標として使われる「半画角（°
）」を示し、縦軸は「周辺光量比（％）」を示す。なお図６及び図７においても、実施例
３に係る光学系１６のＭＴＦの値及び周辺光量比がプロットされている（図６及び図７に
おける「実施例３」の表示参照）。
【０２０８】
　上述のように実施例３に係る光学系１６は、上記の第１処理条件を満たし（図２９の「
２ω（°）」の欄参照）、上記の第２処理条件及び第３処理条件を満たす（図６～７及び
図３０～３３参照）。したがって、実施例３に係る光学系１６及び撮像素子２２を使って
撮影される画像を対象画像として「光学伝達関数に基づく復元処理」を行うことで、収差
を抑制しつつ画像解像度を効果的に向上させることができる。
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【０２０９】
　＜実施例４＞
　本実施例において、上述の実施例２と同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説
明は省略する。
【０２１０】
　図３４は、実施例４に係る光学系１６の断面図を示す。
【０２１１】
　本例の光学系１６は、物体側から順に配置される「第１光学要素Ｌ１、第２光学要素Ｌ
２、第３光学要素Ｌ３、第４光学要素Ｌ４及び第５光学要素Ｌ５」、「絞りＳｔ」及び「
第６光学要素Ｌ６、第７光学要素Ｌ７、第８光学要素Ｌ８、第９光学要素Ｌ９、第１０光
学要素Ｌ１０及び第１１光学要素Ｌ１１」を含む。
【０２１２】
　図３５は、実施例４に係る光学系１６の基本データを示す表（表１６）である。図３５
には面番号１～２０（図３４の「Ｒ１」～「Ｒ２０」参照）に関し、上述の図１３と同様
に、「面番号Ｒ」、「曲率半径ｒ」（ｍｍ）、「面間隔ｄ」（ｍｍ）、「有効半径ｅｒ」
（ｍｍ）、「屈折率ｎｄ」及び「アッベ数νｄ」が示されている。
【０２１３】
　図３６は、実施例４に係る光学系１６の諸元を示す表（表１７）である。図３６には、
上述の図１４と同様に、ｄ線を基準とした「ズーム倍率」、光学系１６の全系の焦点距離
「ｆ（ｍｍ）」、バックフォーカス長（空気換算値）「Ｂｆ（ｍｍ）」、Ｆナンバー「Ｆ
ｎｏ」、全画角「２ω（°）」及び最大像高（ｙ）の２倍「２ｙ」（ｍｍ）、光学系１６
の「全長（ｍｍ）」及び光学系１６の「最大径φ（ｍｍ）」が示されている。
【０２１４】
　なお本実施例４に係る光学系１６において第６光学要素Ｌ６は非球面レンズによって構
成され、「面番号１１の面」及び「面番号１２の面」は非球面となっている。
【０２１５】
　図３７は、実施例４に係る光学系１６の非球面に関するコーニック定数「ＫＡ」及び非
球面係数「Ａ３～Ａ１０」を示す表であり、（ａ）（表１８）は「面番号１１の面」のデ
ータを示し、（ｂ）（表１９）は「面番号１２の面」のデータを示す。
【０２１６】
　図３７に示すコーニック定数「ＫＡ」及び非球面係数「Ａ３～Ａ１０」は、実施例２に
係る光学系１６（図２２参照）と同様にして定められる。
【０２１７】
　図３８は、実施例４に係る光学系１６のＭＴＦの値を示す表（表２０）である。図３８
には、光学系１６における位置を示す指標として「半画角（°）」と、タンジェンシャル
方向のＭＴＦの値（％）（図３８の「タンジェンシャル」の欄参照）及びサジタル方向の
ＭＴＦの値（％）（図３８の「サジタル」の欄参照）と、タンジェンシャル方向のＭＴＦ
の値及びサジタル方向の値のうち小さい方の値（％）（図３８の「ｍｉｎ」の欄参照）と
が示されている。図３８に示されるＭＴＦの値は、上述の第２の評価波長（図５参照）が
使われ、また評価周波数として９９ＬＰ／ｍｍを使って得られる値であり、この評価周波
数は撮像素子２２のナイキスト周波数の１／２に対応する。
【０２１８】
　図３９は、実施例４に係る光学系１６の周辺光量比を示す表（表２１）である。図３９
には、光学系１６における位置を示す指標として「半画角（°）」と、「周辺光量比（％
）」とが示されている。図３９に示される周辺光量比は、光学系１６の結像面において結
像面の中心からの距離が撮像素子２２の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％を示す
光学系１６の領域（光量評価領域）の光量に基づく。また図３９に示される周辺光量比は
、評価波長として５４６．１ｎｍの波長（上述の第１の評価波長）を使って得られる値で
ある。
【０２１９】
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　図４０は、実施例４に係る光学系１６のＭＴＦを示すグラフである。図４０の横軸は光
学系１６における位置を示す指標として使われる「半画角（°）」を示し、縦軸は「ＭＴ
Ｆの値（％）」を示す。図４１は、実施例４に係る光学系１６の周辺光量比を示すグラフ
である。図４１の横軸は光学系１６における位置を示す指標として使われる「半画角（°
）」を示し、縦軸は「周辺光量比（％）」を示す。なお図６及び図７においても、実施例
４に係る光学系１６のＭＴＦの値及び周辺光量比がプロットされている（図６及び図７に
おける「実施例４」の表示参照）。
【０２２０】
　上述のように実施例４に係る光学系１６は、上記の第１処理条件を満たし（図３６の「
２ω（°）」の欄参照）、上記の第２処理条件及び第３処理条件を満たす（図６～７及び
図３８～４１参照）。したがって、実施例４に係る光学系１６及び撮像素子２２を使って
撮影される画像を対象画像として「光学伝達関数に基づく復元処理」を行うことで、収差
を抑制しつつ画像解像度を効果的に向上させることができる。
【０２２１】
　次に、条件判定フローについて説明する。
【０２２２】
　図３に示す画像処理装置４０は、光学伝達関数に基づく復元処理を実施するための上述
の条件（第１処理条件～第９処理条件参照）を本来的に満たす光学系１６を使って取得さ
れた撮影画像を対象画像としている。そのため、図３に示す画像処理装置４０によって復
元処理を行う場合には、復元処理の実行の有無を判定する必要はなく、画像処理装置４０
（復元処理部４１）に入力される対象画像の全てに対して光学伝達関数に基づく復元処理
を行うことができる。
【０２２３】
　一方、図８に示す画像処理装置４０は、様々な光学系１６を使って取得された撮影画像
を対象画像としており、光学伝達関数に基づく復元処理を実施するための上述の条件（第
１処理条件～第９処理条件参照）が満たされるか否かを判定し、復元処理の実行の有無が
決められる。
【０２２４】
　図４２は、図８に示す画像処理装置４０（特に復元処理部４１）における条件判定フロ
ーの一例を示すフローチャートである。
【０２２５】
　まず復元処理部４１は、画像取得部４２を介して対象画像を取得し、条件取得部４３を
介して撮影デバイス条件を取得する（図４２のＳ１１）。
【０２２６】
　そして復元処理部４１は、光学伝達関数に基づく復元処理を実施するための上述の条件
（第１処理条件～第９処理条件参照）が満たされるか否かを判定する（Ｓ１２）。例えば
、撮影デバイス条件が上述の「第１処理条件～第３処理条件」、「第１処理条件及び第４
処理条件」、「第１処理条件、第５処理条件及び第６処理条件」、「第１処理条件、第７
処理条件及び第８処理条件」又は「これらの各条件群及び第９処理条件」を満たすか否か
が復元処理部４１によって判定される。
【０２２７】
　光学伝達関数に基づく復元処理を実施するための上述の条件（第１処理条件～第９処理
条件参照）が満たされると判定される場合（Ｓ１２のＹＥＳ）、復元処理部４１は対象画
像の復元処理を行う（Ｓ１３）。一方、光学伝達関数に基づく復元処理を実施するための
上述の条件（第１処理条件～第９処理条件参照）が満たされないと判定される場合（Ｓ１
２のＮＯ）、復元処理部４１は復元処理（Ｓ１３参照）をスキップする。
【０２２８】
　なお図４２に示す例では、対象画像及び撮影デバイス条件が同じ処理ステップで取得さ
れるが、対象画像及び撮影デバイス条件の各々は別タイミングで取得されてもよい。例え
ば、上述の処理ステップＳ１１では撮影デバイス条件のみが取得され、上述の処理ステッ
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プＳ１２と処理ステップＳ１３との間において復元処理部４１により対象画像が取得され
てもよい。
【０２２９】
　図４３は、光学系１６が交換可能な撮像装置（例えば図１０の「デジタルカメラ５０」
参照）における条件判定フローの一例を示すフローチャートである。本例の画像処理装置
４０は、復元処理を実施するための上述の条件（第１処理条件～第９処理条件参照）が満
たされるか否かを判定し、判定結果に応じて「復元処理を実行するモード（復元処理実行
モード）」及び「復元処理を実行しないモード（復元処理不実行モード）」のうちのいず
れを採用するか決定する。
【０２３０】
　すなわち撮像装置の電源がオンにされたら（図４３のＳ２１）、画像処理装置４０（例
えば復元処理部４１）は、撮像素子２２の画素ピッチを直接的又は間接的に示す画素ピッ
チ情報を取得し、注目周波数を決定する（Ｓ２２）。ここでいう注目周波数とは、撮像素
子２２の画素ピッチによって規定されるナイキスト周波数の１／２に相当する。
【０２３１】
　そして画像処理装置４０は、光学系１６の周辺光量比を直接的又は間接的に示す周辺光
量情報と、注目周波数に関して取得される光学系１６のＭＴＦの値を直接的又は間接的に
示すＭＴＦ情報とを取得する（Ｓ２３）。例えば図１０に示す例において、周辺光量情報
及び／又はＭＴＦ情報を光学系制御部５５が保持する一方で、画像処理装置４０が本体制
御部５７に設けられる場合、本体制御部５７（画像処理装置４０）は、本体入出力部５９
及び光学系入出力部５６を介して光学系制御部５５から周辺光量情報及び／又はＭＴＦ情
報を取得する。
【０２３２】
　そして周辺光量情報及びＭＴＦ情報が「復元処理を実施するための上述の条件（第１処
理条件～第９処理条件参照）」を満たすか否かが画像処理装置４０によって判定される（
Ｓ２４）。「復元処理を実施するための上述の条件（第１処理条件～第９処理条件参照）
」が満たされる場合（Ｓ２４のＹＥＳ）、画像処理装置４０は復元処理実行モードを採用
し（Ｓ２５）、撮像素子２２から出力される撮影画像（対象画像）に対して復元処理部４
１による復元処理が行われる。一方、「復元処理を実施するための上述の条件（第１処理
条件～第９処理条件参照）」が満たされない場合（Ｓ２４のＮＯ）、画像処理装置４０は
復元処理不実行モードを採用し（Ｓ２６）、撮像素子２２から出力される撮影画像（対象
画像）の復元処理は行われない。
【０２３３】
　なお図４３に示す上述の条件判定フローの適用対象は特に限定されず、図１０に示すデ
ジタルカメラ５０だけではなく、例えば図２に示す監視カメラシステム２０にも図４３に
示す条件判定フローを適用することができる。例えば、監視カメラシステム２０のカメラ
側制御処理部２３が周辺光量情報及びＭＴＦ情報を保持する一方で、端末側制御処理部３
２に画像処理装置４０が設けられるケースにも図４３に示す条件判定フローを適用するこ
とができる。この場合、画像処理装置４０は、端末側通信部３３及びカメラ側通信部２４
を介してカメラ側制御処理部２３と通信を行って周辺光量情報及びＭＴＦ情報を取得し（
図４３の処理ステップＳ２１～２３）、復元処理を実施するための上述の条件（第１処理
条件～第９処理条件参照）が満たされるか否かを判定し（処理ステップＳ２４参照）、判
定結果に応じて「復元処理を実行するモード（復元処理実行モード）」及び「復元処理を
実行しないモード（復元処理不実行モード）」のうちのいずれかを採用する（処理ステッ
プＳ２５及びＳ２６参照）。
【０２３４】
　＜他の変形例＞
　本発明の応用は上述の実施形態に限定されるものではなく、上述の実施形態に各種の変
形が加えられてもよい。
【０２３５】
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　例えば光学伝達関数に基づく復元処理を行うための条件として、上述の「第１処理条件
～第３処理条件」、「第１処理条件及び第４処理条件」、「第１処理条件、第５処理条件
及び第６処理条件」、「第１処理条件、第７処理条件及び第８処理条件」又は「これらの
各条件群及び第９処理条件」に対して、他の条件が加えられてもよい。例えば、撮影デバ
イス条件が「光学系１６は全画角が１００度を超える」、「光学系１６は全画角が１１０
度を超える」又は「光学系１６は全画角が１２０度を超える」という条件を満たす場合に
、光学伝達関数に基づく復元処理が行われてもよい。
【０２３６】
　また上述の第２処理条件、第５処理条件及び第７処理条件において規定される光量評価
領域は、上述の「撮像素子２２の撮像面の対角線の２分の１の長さの８０％以上」を基準
とするものには限定されない。例えば、監視カメラ分野では光学系１６のＭＴＦが落ち出
す領域は、撮像面の対角線の２分の１の長さの６０％（垂直端部（Ｖ端）位置）以上であ
ることが多い。また撮像装置の用途によっては撮像面の対角線の２分の１の長さの６０％
以上の位置における画像解像度を向上させることが求められる場合がある。これらのケー
スにも適切に対応する観点からは、光学系１６の光量評価領域は、光学系１６の結像面に
おいて結像面の中心からの距離が撮像素子２２の撮像面の対角線の２分の１の長さの６０
％以上を示す光学系１６の領域として、画像周辺部の解像度及び画質を向上させることが
好ましい。
【０２３７】
　また上述の各機能構成は、任意のハードウェア、ソフトウェア、或いは両者の組み合わ
せによって実現可能であり、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）、揮発性のＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯ
Ｍ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａ
ｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の不揮発性のメモリ、及び／又はＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉ
ｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）やアプリケーションプログラム等の各種の動作プログラムが適宜組
み合わされることで実現することができる。また上述の撮像装置（画像処理装置４０）の
各部における画像処理方法及び撮像方法に関する各種処理の手順をコンピュータに実行さ
せるプログラム、そのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体（非一
時的有形記録媒体）、或いはそのプログラムをインストール可能なコンピュータに対して
も本発明を適用することができる。
【０２３８】
　また本発明を適用可能な態様は、図１及び図２に示す監視カメラシステム２０（カメラ
デバイス１０）、図９及び図１０に示すデジタルカメラ５０及び図１１に示すコンピュー
タ６０には限定されない。
【０２３９】
　例えば撮像を主たる機能とするカメラ類の他に、撮像機能に加えて撮像以外の他の機能
（通話機能、通信機能、或いはその他のコンピュータ機能）を備えるモバイル機器に対し
ても本発明を適用することが可能である。本発明を適用可能な他の態様としては、例えば
、カメラ機能を有する携帯電話機やスマートフォン、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）及び携帯型ゲーム機が挙げられる。以下、本発明を適
用可能なスマートフォンの一例について説明する。
【０２４０】
　＜スマートフォンの構成＞
　図４４は、本発明の撮像装置の一実施形態であるスマートフォン１０１の外観を示す図
である。図４４に示すスマートフォン１０１は、平板状の筐体１０２を有し、筐体１０２
の一方の面に表示部としての表示パネル１２１と、入力部としての操作パネル１２２とが
一体となって形成される表示入力部１２０が設けられる。また、その筐体１０２は、スピ
ーカ１３１と、マイクロホン１３２と、操作部１４０と、カメラ部１４１とを備える。な
お、筐体１０２の構成はこれに限定されず、例えば、表示部と入力部とが独立して設けら
れる構成を採用したり、折り畳み構造やスライド機構を有する構成を採用することもでき
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る。
【０２４１】
　図４５は、図４４に示すスマートフォン１０１の構成を示すブロック図である。図４５
に示すように、スマートフォン１０１の主たる構成要素として、無線通信部１１０と、表
示入力部１２０と、通話部１３０と、操作部１４０と、カメラ部１４１と、記憶部１５０
と、外部入出力部１６０と、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）受信部１７０と、モーションセンサ部１８０と、電源部１９０と、主制御部１００
とを備える。また、スマートフォン１０１の主たる機能として、基地局装置と移動通信網
とを介した移動無線通信を行う無線通信機能を備える。
【０２４２】
　無線通信部１１０は、主制御部１００の指示に従って、移動通信網に接続された基地局
装置との間で無線通信を行う。その無線通信が使用されて、音声データ及び画像データ等
の各種ファイルデータや電子メールデータなどの送受信、及びＷｅｂデータやストリーミ
ングデータなどの受信が行われる。
【０２４３】
　表示入力部１２０は、表示パネル１２１及び操作パネル１２２を備える所謂タッチパネ
ルであり、主制御部１００の制御により、画像（静止画像及び動画像）や文字情報などを
表示して視覚的にユーザに情報を伝達し、また表示した情報に対するユーザ操作を検出す
る。
【０２４４】
　表示パネル１２１は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）又は
ＯＥＬＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ）などを表示デバイスとして用いる。操作パネル１２２は、表示パネル１２１の表示面
上に表示される画像が視認可能な状態で設けられ、ユーザの指や尖筆によって操作される
一又は複数の座標を検出するデバイスである。そのデバイスがユーザの指や尖筆によって
操作されると、操作パネル１２２は、操作に起因して発生する検出信号を主制御部１００
に出力する。次いで、主制御部１００は、受信した検出信号に基づいて、表示パネル１２
１上の操作位置（座標）を検出する。
【０２４５】
　本発明の撮像装置の一実施形態として図４４に例示されるスマートフォン１０１の表示
パネル１２１と操作パネル１２２とは一体となって表示入力部１２０を構成し、操作パネ
ル１２２が表示パネル１２１を完全に覆うような配置となっている。その配置を採用した
場合、操作パネル１２２は、表示パネル１２１外の領域についても、ユーザ操作を検出す
る機能を備えてもよい。換言すると、操作パネル１２２は、表示パネル１２１に重なる重
畳部分についての検出領域（以下、「表示領域」と称する）と、それ以外の表示パネル１
２１に重ならない外縁部分についての検出領域（以下、「非表示領域」と称する）とを備
えていてもよい。
【０２４６】
　なお、表示領域の大きさと表示パネル１２１の大きさとを完全に一致させてもよいが、
両者を必ずしも一致させる必要はない。また、操作パネル１２２が、外縁部分及びそれ以
外の内側部分の２つの感応領域を備えていてもよい。さらに、その外縁部分の幅は、筐体
１０２の大きさなどに応じて適宜設計されるものである。更にまた、操作パネル１２２で
採用される位置検出方式としては、マトリクススイッチ方式、抵抗膜方式、表面弾性波方
式、赤外線方式、電磁誘導方式、及び静電容量方式などが挙げられ、いずれの方式が採用
されてもよい。
【０２４７】
　通話部１３０は、スピーカ１３１及びマイクロホン１３２を備え、マイクロホン１３２
を通じて入力されたユーザの音声を主制御部１００にて処理可能な音声データに変換して
主制御部１００に出力したり、無線通信部１１０或いは外部入出力部１６０により受信さ
れた音声データを復号してスピーカ１３１から出力したりする。また、図４４に示すよう
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に、例えば、スピーカ１３１を表示入力部１２０が設けられた面と同じ面に搭載し、マイ
クロホン１３２を筐体１０２の側面に搭載することができる。
【０２４８】
　操作部１４０は、キースイッチなどを用いたハードウェアキーであって、ユーザからの
指示を受け付ける。例えば、図４４に示すように、操作部１４０は、スマートフォン１０
１の筐体１０２の側面に搭載され、指などで押下されるとスイッチオン状態となり、指を
離すとバネなどの復元力によってスイッチオフ状態となる押しボタン式のスイッチである
。
【０２４９】
　記憶部１５０は、主制御部１００の制御プログラムや制御データ、アプリケーションソ
フトウェア、通信相手の名称や電話番号などを対応づけたアドレスデータ、送受信した電
子メールのデータ、ＷｅｂブラウジングによりダウンロードしたＷｅｂデータ、及びダウ
ンロードしたコンテンツデータ等を記憶し、またストリーミングデータなどを一時的に記
憶する。また、記憶部１５０は、スマートフォン内蔵の内部記憶部１５１と着脱自在な外
部メモリスロットを有する外部記憶部１５２とにより構成される。なお、記憶部１５０を
構成する内部記憶部１５１及び外部記憶部１５２のそれぞれは、フラッシュメモリタイプ
（ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ　ｔｙｐｅ）、ハードディスクタイプ（ｈａｒｄ　ｄｉｓｋ
　ｔｙｐｅ）、マルチメディアカードマイクロタイプ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｃａｒｄ
　ｍｉｃｒｏ　ｔｙｐｅ）、カードタイプのメモリ（例えば、ＭｉｃｒｏＳＤ（登録商標
）メモリ等）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、或いはＲＯＭ（
Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの格納媒体を用いて実現される。
【０２５０】
　外部入出力部１６０は、スマートフォン１０１に連結される全ての外部機器とのインタ
ーフェースの役割を果たし、通信等（例えば、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ：Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＩＥＥＥ（Ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏ
ｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，　
Ｉｎｃ．）が定めるＩＥＥＥ１３９４など）又はネットワーク（例えば、インターネット
、無線ＬＡＮ、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）（登録商標）、ＲＦＩＤ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、赤外線通信（Ｉｎｆｒａ
ｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ：ＩｒＤＡ）（登録商標）、ＵＷＢ（Ｕｌｔ
ｒａ　Ｗｉｄｅｂａｎｄ）（登録商標）、ジグビー（ＺｉｇＢｅｅ）（登録商標）など）
により他の外部機器に直接的又は間接的に接続する。
【０２５１】
　スマートフォン１０１に連結される外部機器としては、例えば、有線／無線ヘッドセッ
ト、有線／無線外部充電器、有線／無線データポート、カードソケットを介して接続され
るメモリカード（Ｍｅｍｏｒｙ　ｃａｒｄ）やＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｃａｒｄ）／ＵＩＭ（Ｕｓｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕ
ｌｅ　Ｃａｒｄ）カード、オーディオ・ビデオＩ／Ｏ（Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）端子
を介して接続される外部オーディオ・ビデオ機器、無線接続される外部オーディオ・ビデ
オ機器、有線／無線接続されるスマートフォン、有線／無線接続されるパーソナルコンピ
ュータ、有線／無線接続されるＰＤＡ、及び有線／無線接続されるイヤホンなどがある。
外部入出力部１６０は、このような外部機器から伝送を受けたデータをスマートフォン１
０１の内部の各構成要素に伝達したり、スマートフォン１０１の内部のデータが外部機器
に伝送されたりするように構成されてもよい。
【０２５２】
　ＧＰＳ受信部１７０は、主制御部１００の指示に従って、ＧＰＳ衛星ＳＴ１、ＳＴ２～
ＳＴｎから送信されるＧＰＳ信号を受信し、受信した複数のＧＰＳ信号に基づく測位演算
処理を実行し、スマートフォン１０１の緯度、経度及び高度によって特定される位置を検
出する。ＧＰＳ受信部１７０は、無線通信部１１０及び／又は外部入出力部１６０（例え
ば、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ））から位置情報を取得できる
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場合には、その位置情報を用いて位置を検出することもできる。
【０２５３】
　モーションセンサ部１８０は、例えば、３軸の加速度センサなどを備え、主制御部１０
０の指示に従って、スマートフォン１０１の物理的な動きを検出する。スマートフォン１
０１の物理的な動きを検出することにより、スマートフォン１０１の動く方向や加速度が
検出される。その検出の結果は、主制御部１００に出力される。
【０２５４】
　電源部１９０は、主制御部１００の指示に従って、スマートフォン１０１の各部に、バ
ッテリ（図示しない）に蓄えられる電力を供給する。
【０２５５】
　主制御部１００は、マイクロプロセッサを備え、記憶部１５０が記憶する制御プログラ
ムや制御データに従って動作し、スマートフォン１０１の各部を統括して制御する。また
、主制御部１００は、無線通信部１１０を通じて音声通信及びデータ通信を行うために、
通信系の各部を制御する移動通信制御機能と、アプリケーション処理機能とを備える。
【０２５６】
　アプリケーション処理機能は、記憶部１５０が記憶するアプリケーションソフトウェア
に従って主制御部１００が動作することにより実現される。アプリケーション処理機能と
しては、例えば、外部入出力部１６０を制御することで対向機器とデータ通信を行う赤外
線通信機能や、電子メールの送受信を行う電子メール機能、及びＷｅｂページを閲覧する
Ｗｅｂブラウジング機能などがある。
【０２５７】
　また、主制御部１００は、受信データやダウンロードしたストリーミングデータなどの
画像データ（静止画像や動画像のデータ）に基づいて、映像を表示入力部１２０に表示す
る等の画像処理機能を備える。画像処理機能とは、主制御部１００が、上記画像データを
復号し、その復号結果に画像処理を施して、その画像処理を経て得られる画像を表示入力
部１２０に表示する機能のことをいう。
【０２５８】
　さらに、主制御部１００は、表示パネル１２１に対する表示制御と、操作部１４０や操
作パネル１２２を通じたユーザ操作を検出する操作検出制御とを実行する。
【０２５９】
　表示制御の実行により、主制御部１００は、アプリケーションソフトウェアを起動する
ためのアイコンや、スクロールバーなどのソフトウェアキーを表示したり、或いは電子メ
ールを作成するためのウィンドウを表示する。なお、スクロールバーとは、表示パネル１
２１の表示領域に収まりきれない大きな画像などについて、画像の表示部分を移動する指
示を受け付けるためのソフトウェアキーのことをいう。
【０２６０】
　また、操作検出制御の実行により、主制御部１００は、操作部１４０を通じたユーザ操
作を検出したり、操作パネル１２２を通じて、上記アイコンに対する操作や、上記ウィン
ドウの入力欄に対する文字列の入力を受け付けたり、或いは、スクロールバーを通じた表
示画像のスクロール要求を受け付ける。
【０２６１】
　さらに、操作検出制御の実行により主制御部１００は、操作パネル１２２に対する操作
位置が、表示パネル１２１に重なる重畳部分（表示領域）に該当するか、或いはそれ以外
の表示パネル１２１に重ならない外縁部分（非表示領域）に該当するかを判定し、操作パ
ネル１２２の感応領域やソフトウェアキーの表示位置を制御するタッチパネル制御機能を
備える。
【０２６２】
　また、主制御部１００は、操作パネル１２２に対するジェスチャ操作を検出し、検出し
たジェスチャ操作に応じて、予め設定された機能を実行することもできる。ジェスチャ操
作とは、従来の単純なタッチ操作ではなく、指などによって軌跡を描いたり、複数の位置
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いて軌跡を描く操作を意味する。
【０２６３】
　カメラ部１４１は、ＣＭＯＳなどの撮像素子２２を用いて電子撮影するデジタルカメラ
である。また、カメラ部１４１は、主制御部１００の制御により、撮像によって得た画像
データを例えばＪＰＥＧなどの圧縮した画像データに変換し、その画像データを記憶部１
５０に記録したり、外部入出力部１６０や無線通信部１１０を通じて出力したりすること
ができる。図４４に示すようにスマートフォン１０１において、カメラ部１４１は表示入
力部１２０と同じ面に搭載されているが、カメラ部１４１の搭載位置はこれに限らず、表
示入力部１２０が設けられる筐体１０２の表面ではなく筐体１０２の背面にカメラ部１４
１が搭載されてもよいし、或いは複数のカメラ部１４１が筐体１０２に搭載されてもよい
。なお、複数のカメラ部１４１が搭載されている場合には、撮影に供するカメラ部１４１
を切り替えて単独のカメラ部１４１によって撮影が行われてもよいし、或いは、複数のカ
メラ部１４１を同時に使用して撮影が行われてもよい。
【０２６４】
　また、カメラ部１４１はスマートフォン１０１の各種機能に利用することができる。例
えば、カメラ部１４１で取得した画像が表示パネル１２１に表示さてもよいし、操作パネ
ル１２２の操作入力手法の１つとして、カメラ部１４１で撮影取得される画像が利用さて
もよい。また、ＧＰＳ受信部１７０が位置を検出する際に、カメラ部１４１からの画像が
参照されて位置が検出されてもよい。さらには、カメラ部１４１からの画像が参照されて
、３軸の加速度センサを用いずに、或いは、３軸の加速度センサと併用して、スマートフ
ォン１０１のカメラ部１４１の光軸方向を判断することや、現在の使用環境を判断するこ
ともできる。勿論、カメラ部１４１からの画像をアプリケーションソフトウェア内で利用
することもできる。
【０２６５】
　その他、ＧＰＳ受信部１７０により取得された位置情報、マイクロホン１３２により取
得された音声情報（主制御部等により、音声テキスト変換を行ってテキスト情報となって
いてもよい）、及びモーションセンサ部１８０により取得された姿勢情報等などを静止画
像又は動画像のデータに付加して得られるデータを、記憶部１５０に記録したり、外部入
出力部１６０や無線通信部１１０を通じて出力したりすることもできる。
【０２６６】
　なお上述の画像処理装置４０（特に復元処理部４１）は、例えば主制御部１００によっ
て実現可能である。
【符号の説明】
【０２６７】
１０…カメラデバイス、１２…撮像部、１２Ａ…撮像支持部、１４Ａ…支持フレーム、１
４Ｂ…架台、１４…支持部、１６…光学系、１８…制御パネル、２０…監視カメラシステ
ム、２２…撮像素子、２３…カメラ側制御処理部、２４…カメラ側通信部、３０…制御端
末、３１…ユーザインターフェース、３２…端末側制御処理部、３３…端末側通信部、４
０…画像処理装置、４１…復元処理部、４２…画像取得部、４３…条件取得部、５０…デ
ジタルカメラ、５１…撮像制御処理部、５２…通信部、５３…撮像ユーザインターフェー
ス、５４…本体部、５５…光学系制御部、５６…光学系入出力部、５７…本体制御部、５
８…光学系装着部、５９…本体入出力部、６０…コンピュータ、６１…コンピュータ制御
処理部、６２…コンピュータ入出力部、６３…コンピュータユーザインターフェース、１
００…主制御部、１０１…スマートフォン、１０２…筐体、１１０…無線通信部、１２０
…表示入力部、１２１…表示パネル、１２２…操作パネル、１３０…通話部、１３１…ス
ピーカ、１３２…マイクロホン、１４０…操作部、１４１…カメラ部、１５０…記憶部、
１５１…内部記憶部、１５２…外部記憶部、１６０…外部入出力部、１７０…ＧＰＳ受信
部、１８０…モーションセンサ部、１９０…電源部
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