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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２次元アレイ状に配列された複数個の光電変換素子によって撮像を行う固体撮像素子と
、
　所定の撮像領域内の前記光電変換素子から読出しを行うものであって、設定された複数
の撮像領域に対して撮像領域のサイズに応じた固定の間引き率で読み出しを行うことによ
り、設定されたそれぞれの撮像領域の画像を同一の画像サイズで出力する第１の読み出し
手段と、
　所定の撮像領域内の前記光電変換素子から読出しを行うものであって、前記設定された
複数の撮像領域とは異なるサイズの所定の撮像領域に対して前記固定の間引き率で読み出
しを行う第２の読み出し手段と、
　前記第２の読み出し手段から得られる画像の画像サイズを前記第１の読み出し手段によ
って得られる画像の画像サイズと同一の画像サイズに変換する画像サイズ変換手段とを具
備したことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記画像サイズ変換手段は、前記第２の読み出し手段によって読み出された信号を用い
た補間処理によって画像サイズを変換することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記第２の読み出し手段は、読出しを行う前記所定の撮像領域に最も近いサイズの前記
設定された複数の撮像領域に対する固定の間引き率で読出しを行うことを特徴とする請求
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項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第２の読み出し手段は、読出しを行う前記所定の撮像領域に最も近いサイズで且つ
小さいサイズの前記設定された複数の撮像領域に対する固定の間引き率で読出しを行うこ
とを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第２の読み出し手段は、読出しを行う前記所定の撮像領域に最も近いサイズで且つ
大きいサイズの前記設定された複数の撮像領域に対する固定の間引き率で読出しを行うこ
とを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第２の読み出し手段は、読出しを行う前記所定の撮像領域のサイズに拘わらず同一
の前記固定の間引き率で読出しを行うことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記第１及び第２の読み出し手段のうちの少なくとも一方は、前記固体撮像素子から読
み出した画像をメモリに保持し、前記メモリから、前記設定された複数の撮像領域又は前
記設定された複数の撮像領域とは異なるサイズの所定の撮像領域の画像を読み出すことを
特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記光電変換素子上に色信号生成のために必要な複数の色フィルタを配置した基本ユニ
ットを形成し、前記第１及び第２の読み出し手段は、前記基本ユニット単位毎に読出しを
行うことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記第１及び第２の読み出し手段のうちの少なくとも一方による前記撮像領域の変更は
、前記固体撮像素子からの信号の読み出していないタイミングで行うことを特徴とする請
求項１に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記第１及び第２の読み出し手段のうちの少なくとも一方による前記撮像領域の変更は
、垂直走査終了後に行うことを特徴とする請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記第１及び第２の読み出し手段のうちの少なくとも一方による前記撮像領域の変更は
、読み出し動作を強制終了させた後に行うことを特徴とする請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記第１及び第２の読み出し手段は、相互に同一のフレームレートで読出しを行うこと
を特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記第１及び第２の読み出し手段は、水平ブランキング期間及び垂直ブランキング期間
を変更することにより、フレームレートを同一にすることを特徴とする請求項１２に記載
の撮像装置。
【請求項１４】
　前記第１及び第２の読み出し手段は、走査周波数を変更することにより、フレームレー
トを同一にすることを特徴とする請求項１２に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　撮像領域の変更直後には、前記第１及び第２の読み出し手段の出力のうち撮像領域変更
前の出力を用いて出力フレーム信号を補間する補間手段を更に具備したことを特徴とする
請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記補間手段は、前記第１及び第２の読み出し手段の出力のうち撮像領域の変更直前の
出力フレーム信号を補間に用いることを特徴とする請求項１５に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　前記第１及び第２の読み出し手段の出力のうち撮像領域変更直後の出力フレーム信号の
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補正を行う補正手段を更に具備したことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１８】
　前記補正手段は、前記第１及び第２の読み出し手段の出力のうち撮像領域変更直後の出
力フレーム信号については前記撮像領域変更前後の蓄積時間に応じたゲイン補正を行うこ
とを特徴とする請求項１７に記載の撮像装置。
【請求項１９】
　前記補正手段は、前記第１及び第２の読み出し手段の出力のうち撮像領域変更直後の出
力フレーム信号については蓄積時間の補正を行うことを特徴とする請求項１７に記載の撮
像装置。
【請求項２０】
　前記第１及び第２の読み出し手段は、オプティカルブラック画素からの読み出しが可能
であることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項２１】
　前記第１及び第２の読み出し手段による撮像領域を表示する光学ファインダを更に具備
したことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項２２】
　前記第１及び第２の読み出し手段による撮像領域の変更を検出する視線検知手段を更に
具備したことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項２３】
　画像から任意の画素を読み出して電子ズームを行う撮像装置であって、
　画像内の撮像領域中の画素を所定の間引き率で間引いて読み出す読出し手段と、
　前記読み出された画素を含む画像のサイズの変換倍率を設定する変換倍率設定手段と、
　前記所定の間引き率と前記サイズの変換倍率とを用いて、前記電子ズームにおいて任意
のズーム倍率を生成する制御手段と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２４】
　前記変換倍率設定手段は、前記撮像領域のサイズと、画像の表示系により要求された画
像サイズとの比率に基づいて、前記サイズの変換倍率を設定することを特徴とする請求項
２３に記載の撮像装置。
【請求項２５】
　前記制御手段は、前記所定の間引き率と前記サイズの変換倍率とを任意の値に変更して
組み合わせることで、任意の電子ズーム倍率を生成することを特徴とする請求項２３また
は２４に記載の撮像装置。
【請求項２６】
　画像から任意の画素を読み出して電子ズームを行う撮像方法であって、
　画像内の撮像領域中の画素を所定の間引き率で間引いて読み出し、
　前記読み出された画素を含む画像のサイズの変換倍率を設定し、
　前記所定の間引き率と前記サイズの変換倍率とを用いて、前記電子ズームにおいて任意
のズーム倍率を生成する
　ことを特徴とする撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、高解像度撮像素子を用いた電子ズーム撮像システムに好適な撮像装置及び撮
像方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、被写体像をＣＣＤ（電荷結合素子）等の光電変換素子によって電気信号に変換し、
所定のディジタル信号処理の後、メモリカード等の記録媒体に記録する電子スチルカメラ
等の電子的撮像装置が普及している。近年の多機能化に伴い、このような電子的撮像装置
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においては、光学的、あるいは電子的に被写体像の拡大や縮小が可能な電子ズーム機能を
備えたものがある。
【０００３】
電子ズーム機能は、電子カメラによって記録し得る記録用の画像信号や、記録媒体に記録
されている画像信号に対して、画像の一部分を電気的に拡大する画像処理を施し、その拡
大画像を画像表示手段の表示画面上の全画面領域内に表示することを可能にするものであ
る。
【０００４】
この機能を用いることにより、電子カメラの撮影光学系によって規定される所定の撮影範
囲の画像とは別に、同画像の一部分のみを拡大した画像を取得（撮影・記録）したり再生
したりすることができる。
【０００５】
ところで、近年、静止画撮像用の固体撮像素子の画素数の増加は著しい。このような静止
画撮像用の固体撮像素子を動画に応用しようとすると、全画素の読み出しに長時間を要し
てしまう。そこで、表示系の画像サイズとの一致も考慮して、間引き走査を行うことがあ
る。
【０００６】
更に、特開平２０００－２９５５３０号公報の提案では、間引き率を変更することで電子
ズームを行う方法が開示されている。図２０はこの提案における読出しを説明するための
説明図である。図２０（ａ）は通常モード時の読出しを示しており、図２０（ｂ）はズー
ムモード時の読出しを示している。
【０００７】
通常モード時には、固体撮像素子の１画素おきに読出しを行う。例えば、図２０（ａ）の
太枠の範囲内については、塗り潰しで示す画素の信号を読み出す。つまり、縦横８×８画
素の範囲から１画素おきに４×４画素の信号を読み出すという間引き率が２の読出しを行
うことで、読み出す画素数を少なくして、読み出し時間及び信号処理時間を短縮している
。
【０００８】
これに対し、ズームモード時には、８×８画素の太枠範囲内の中央の連続した４×４画素
を読み出す（塗り潰し部分）。即ち、この場合には、間引き率が１の読出しを行うことで
、太枠範囲内の中央部分を拡大して表示させることができる。しかも、読み出す画素数は
通常モード時と同じであり、読み出し時間及び信号処理時間も通常モード時と同様にして
、信号処理を共通化することができる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平２０００－２９５５３０号公報の提案においては、ズームモード時
に採用可能な間引き率は、最大の間引き率に応じて決定される。例えば、図２０の例では
、最大の間引き率が通常モード時の間引き率２であるので、ズームモードの間引き率は１
に固定されてしまう。しかも、ズーム率が整数（図２０の例では２）のズーム動作しか行
われないという問題点があった。
【００１０】
また、ズームモードへの移行等によって、固体撮像素子の読み出し領域が変更されること
がある。この場合において、読み出し走査の途中で読み出し領域が変更されると、変更前
の領域の走査による読み出しラインと変更後の領域の走査による読み出しラインとの２ラ
インが同時に読み出されてしまい、適切な撮像情報が得られないという問題点もあった。
【００１１】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、間引き読み出しを利用した電子
ズームを行う場合でも、任意のズーム率によるズーム動作を可能にすることができる撮像
装置及び撮像方法を提供することを目的とする。
【００１２】
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　また、本発明は、固体撮像素子からの撮像情報の読出しを適正化することにより、適正
な撮像画像を得ることを可能にすることができる撮像装置及び撮像方法を提供することを
目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る撮像装置は、２次元アレイ状に配列された複数個の光電変換素子によって撮
像を行う固体撮像素子と、所定の撮像領域内の前記光電変換素子から読出しを行うもので
あって、設定された複数の撮像領域に対して撮像領域のサイズに応じた固定の間引き率で
読み出しを行うことにより、全ての撮像領域の画像を同一の画像サイズで出力する第１の
読み出し手段と、所定の撮像領域内の前記光電変換素子から読出しを行うものであって、
前記設定された複数の撮像領域とは異なるサイズの所定の撮像領域に対して前記固定の間
引き率で読み出しを行う第２の読み出し手段と、前記第２の読み出し手段から得られる画
像の画像サイズを前記第１の読み出し手段によって得られる画像の画像サイズと同一の画
像サイズに変換する画像サイズ変換手段とを具備したものである。
【００１４】
本発明において、固体撮像素子は２次元アレイ状に配列された複数個の光電変換素子によ
って撮像を行う。第１の読み出し手段は、設定された複数の撮像領域に対して撮像領域の
サイズに応じた固定の間引き率で光電変換素子の読み出しを行う。撮像領域のサイズに応
じた間引き率で読み出しが行われるので、全ての撮像領域の画像は同一の画像サイズで出
力される。第２の読み出し手段は、所定の撮像領域に対して固定の間引き率で読み出しを
行う。第２の読み出し手段によって読み出される領域の画像サイズは、設定された撮像領
域のサイズと異なるので、第２の読み出し手段から得られる画像の画像サイズは第１の読
み出し手段から得られる画像の画像サイズと異なる。画像サイズ変換手段は、第２の読み
出し手段から得られる画像の画像サイズを第１の読み出し手段から得られる画像の画像サ
イズに変換して出力する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。図１は本発明の第１
の実施の形態に係る撮像装置を示すブロック図である。
【００１６】
本実施の形態は間引き読み出しを利用した電子ズームを行う場合でも、任意のズーム率の
ズーム動作を可能にしたものである。
【００１７】
図１において、撮像レンズ・光学ファインダ等の光学系１は被写体からの光学像を取込ん
で固体撮像素子２の入射面に導く。固体撮像素子２は、２次元アレイ状に配列された複数
個の光電変換素子によって構成されており、光電変換素子の任意の領域（以下、撮像領域
ともいう）を任意の間引き率で読み出して出力することができるようになっている。例え
ば、固体撮像素子２としては、ＣＭＯＳセンサ等のＸ・Ｙアドレス型の固体撮像素子を使
用することができる。
【００１８】
なお、このような固体撮像素子としては、水平及び垂直走査回路としてデコーダ回路を使
用したもので実現することができる。また、走査回路にシフトレジスタを用いたものとし
ては、本件出願人が先に出願した特開平６－３５０９３３号公報、特開平９－１６３２４
５号公報にて開示した任意範囲の走査、間引き走査の方法を採用することで実現すること
ができる。
【００１９】
固体撮像素子２からの信号はアナログ処理部３に供給される。アナログ処理部３は、入力
された信号に対して信号増幅処理等の所定の信号処理を施し信号をデジタル信号に変換し
てデジタル処理部４に出力する。デジタル処理部４は、画像サイズ変換、色信号生成処理
及びマトリックス変換処理等の所定のデジタル信号処理を施す。デジタル処理部４はデジ
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タル処理した信号を必要に応じてメモリに格納する。なお、画像変換は、信号群を表示系
や記録系から要求される画像サイズに合わせる処理のことである。
【００２０】
図２は図１中のデジタル処理部４における画像変換処理を説明するための説明図である。
図２（ａ）は固体撮像素子から読み出されて各種処理がなされた３×３の信号群を表示系
の画像サイズ２×２に変換する場合の１例を示している。また、図２（ｂ）は２×２の信
号群を表示系の画像サイズ３×３に変換する場合の１例を示している。
【００２１】
画像変換処理前の３×３画素の信号群を表示系の２×２画素の信号群に変換する場合には
、デジタル処理部４は、例えば、下記（１）式乃至（４）式の演算を用いる。即ち、表示
系の信号Ｄ11は、元の４つの画素の信号Ｓ11～Ｓ22を用いた下記（１）式に示す演算、す
なわち、４画素の平均値によって求める。同様に、表示系の信号Ｄ12～Ｄ22は、夫々下記
（２）式乃至（４）式の演算によって求める。
【００２２】
Ｄ11＝（Ｓ11＋Ｓ21＋Ｓ12＋Ｓ22）／４　　　　（１）
Ｄ21＝（Ｓ21＋Ｓ31＋Ｓ22＋Ｓ32）／４　　　　（２）
Ｄ12＝（Ｓ12＋Ｓ22＋Ｓ13＋Ｓ23）／４　　　　（３）
Ｄ22＝（Ｓ22＋Ｓ32＋Ｓ23＋Ｓ33）／４　　　　（４）
また、画像変換処理前の２×２画素の信号群を表示系の３×３画素の信号群に変換する場
合には、デジタル処理部４は、例えば、下記（５）式乃至（１３）式の演算を用いる。即
ち、表示系の信号Ｄ11は元の１つの画素の信号Ｓ11をそのまま用い、表示系の信号Ｄ21は
元の２つの画素Ｓ11，Ｓ22の平均（（６）式参照）値とする。同様に、表示系の信号Ｄ31
～Ｄ33は、夫々下記（７）式乃至（１３）式の演算によって求める。
【００２３】
Ｄ11＝Ｓ11　　　　　　　　　　　　　　　（５）
Ｄ21＝（Ｓ11＋Ｓ21）／２　　　　　　　　（６）
Ｄ31＝Ｓ21　　　　　　　　　　　　　　　（７）
Ｄ12＝（Ｓ11＋Ｓ12）／２　　　　　　　　（８）
Ｄ22＝（Ｓ11＋Ｓ21＋Ｓ12＋Ｓ22）／４　　（９）
Ｄ32＝（Ｓ21＋Ｓ22）／２　　　　　　　　（１０）
Ｄ13＝Ｓ12　　　　　　　　　　　　　　　（１１）
Ｄ23＝（Ｓ12＋Ｓ22）／２　　　　　　　　（１２）
Ｄ33＝Ｓ22　　　　　　　　　　　　　　　（１３）
なお、画像サイズの変換方法は、上記（１）乃至（１３）式だけでなく、画質や処理の負
荷等を考慮して多種多様な方法が考えられる。
【００２４】
また、画像変換処理は、処理方法に応じて、他のデジタル処理に先立って行われてもよい
し、各種デジタル処理の終わった後に行われても、途中で行われてもよい。
【００２５】
デジタル処理部４によってデジタル処理された信号は、周辺装置部５に伝送される。周辺
装置部５は、例えば、表示部及び記録部等を含む。操作部７は、図示しない各種操作キー
を有しており、操作者の操作に応じて、電源のオン，オフ、モード設定及びズーム等をシ
ステムコントローラ６に指示することかできるようになっている。
【００２６】
システムコントローラ（ＣＰＵ）６は、各部を統括的に制御するようになっている。本実
施の形態においては、システムコントローラ６は、ズーム動作時には、固体撮像素子２の
読出しを制御すると共に、ズーム率によってはジデタル処理部４を制御して、画像サイズ
変換処理を実行させるようになっている。即ち、システムコントローラ６は、固体撮像素
子２の間引き率及び読み出し範囲を変更すると共に、間引き率の変更だけでは所望のズー
ム率が得られない場合には、間引き率を変更すると共に、画像サイズ変換処理も実行する
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。
【００２７】
なお、操作者は操作部７内の図示しないズーム用スイッチの操作だけでなく、ファインダ
内に設けられた視線検出部によっても、所望のズーム率を得るためのズーム要求情報を発
生させることができるようになっている。
【００２８】
次に、このように構成された実施の形態の動作について図３乃至図６を参照して説明する
。図３は原色ベイヤー配列の例を示す説明図である。図４及び図５はズームモード時にお
ける画素読出しを説明するための説明図である。なお、一般的には固体撮像素子２の光電
変換素子数は（６４０×４８０（ＶＧＡ）画素）以上の画素数に設定されているが、説明
を簡略化するために、固体撮像素子２の光電変換素子の素子数は図４及び図５の格子で示
す３０×３０画素であるものとする。
【００２９】
なお、固体撮像素子が白黒素子であるものとすると、１光電変換素子は１画素に対応する
。カラー素子の場合には、色信号生成のために必要な複数の色フィルタを光電変換素子上
に積層した基本ユニットが図４，５の１画素に対応すると考えることができる。図３はこ
のような基本ユニットとなる原色ベイヤー配列の色フィルタの配置を示しており、２つの
緑色（Ｇ）フィルタと各１つずつの赤色（Ｒ），青色（Ｂ）フィルタから構成される。
【００３０】
図４及び図５の斜線で示す画素は、読み出しが行われる画素を示している。即ち、図４の
例では、太枠で示す２０×２０画素の撮像領域を水平，垂直方向とも１画素おきに読み出
す間引き率２で読み出すことを示している。また、図５の例では、太枠で示す１０×１０
画素の撮像領域を間引き率１で読み出すことを示している。即ち、図５の例は図４の例に
対して２倍のズーム画像が得られる。図４及び図５の場合はいずれも読み出す画素数は１
０×１０画素であり、読み出した画素信号に対していずれの場合も共通の信号処理によっ
て画像表示が可能である。
【００３１】
いま、周辺装置部５の図示しない表示系や記録系によって要求される画像サイズが１０×
１０画素であるものとする。例えば、システムコントローラ６は、図４の斜線にて示す間
引き率２の読出しを行うように、固体撮像素子２を駆動制御する。これにより、固体撮像
素子２は、図４の太枠部分の画像信号をアナログ処理部３に出力する。図４の太枠部分か
ら読み出された画素数は１０×１０画素であり、表示系においてそのまま表示させること
ができる。
【００３２】
画像信号はアナログ処理部３及びデジタル処理部４によって、所定の信号処理が施されて
周辺装置部５に供給される。周辺装置部５の例えば表示画面上には、図４の太枠部分の画
像が映出される。
【００３３】
ここで、操作者が操作部７を操作することにより、２倍ズームの画像を表示させるものと
する。ズームの指示はコントローラ６に供給され、コントローラ６は、固体撮像素子２を
駆動制御して、図５の斜線に示す間引き率１の読出しを行う。即ち、固体撮像素子２から
は図５の太枠部分で示す１０×１０画素の画像信号がアナログ処理部３に出力される。
【００３４】
アナログ処理部３及びデジタル処理部４によって、読み出された信号に所定の信号処理が
施されて、周辺装置部５の例えば表示画面上に表示される。この場合にも、固体撮像素子
２からは１０×１０画素が読み出されるので、図４の場合と同様の信号処理によって、図
５の２倍ズームの画像を表示させることができる。
【００３５】
また、図４及び図５の画像を記録する場合においても、読み出し画素数が同一であるので
、共通の記録処理によって記録可能である。
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【００３６】
なお、図４の例では間引き率が２の読み出し方法として、２×２画素のうちの所定の１画
素を読み出す例を説明したが、２×２画素の領域の特性を反映する信号であればよく、例
えば２×２画素の信号の平均値からなる信号であってもよい。この場合には、固体撮像素
子２の２０×２０画素の撮像領域から選択される素子数は４０×４０画素であるが、出力
される画素数は１０×１０画素である。
【００３７】
ここで、操作者が、操作部７を操作して２０／１４倍ズームを指定するものとする。そう
すると、コントローラ６からの指示により、例えば、間引き率１で、固体撮像素子２の１
４×１４画素の領域から読出しを行う。図６はこの場合の読出しを説明するためのもので
ある。図６（ａ）は読出しを行う固体撮像素子２の画素の領域を示し、図６（ｂ）は読み
出した画像のサイズを示し、図６（ｃ）は出力画像サイズを示している。
【００３８】
図６（ａ）の領域Ａ，Ｂは夫々図４の太線又は図５の太線と同一の領域を示している。図
６（ａ）の領域Ｃは、領域Ａに対する２０／１４倍ズーム時の読み出し領域を示している
。本実施の形態においては、１４×１４画素の領域Ｃからの読み出し時に間引き率１の読
出しを行う。従って、固体撮像素子２からは１４×１４画素分の画像信号が出力される（
図６（ｂ））。
【００３９】
アナログ処理部３は、入力された画像信号に対して所定のアナログ信号処理を施しデジタ
ル変換した信号を、デジタル処理部４に出力する。デジタル処理部４は、画像サイズの変
換処理を行って、画像サイズを１０×１０画素に変更する。この場合には、図２（ａ）と
同様の処理によって、１４×１４画素の画像サイズを１０×１０画素に変更する（図６（
ｃ））。
【００４０】
他の動作は、領域Ａ，Ｂ撮像時と同様であり、画像サイズ変換及び所定のデジタル信号処
理が施された後、周辺装置部５に供給されて例えば画像表示される。こうして、１４×１
４画素の領域が図４の例を基準にして２０／１４倍ズームされて、１０×１０画素の画像
サイズで表示されることになる。
【００４１】
このように、本実施の形態においては、デジタル処理部４における画像サイズの変換処理
によって、任意のズーム度が得られる。なお、固体撮像素子の画素数、画像サイズ及び間
引き率等は、上記実施の形態で示した値に限定されないことは明らかである。また、図６
の例では領域の中心をズームの中心に一致させているが、領域の中心とズームの中心とは
一致していなくてもよい。
【００４２】
更に、上記実施の形態においては、領域Ｃの画像を表示する場合に領域Ｃの画素から信号
の読出しを行ったが、領域Ｃよりも大きい領域から読み出すようにしてもよい。この場合
には、固体撮像素子２から読み出した信号を一旦メモリに保存し、ズーム度に応じた領域
の信号のみをメモリから読み出して用いればよい。例えば、ズーム率に拘わらず、常に固
体撮像素子２の同一領域から信号を読み出すようにすることも可能である。例えば、常に
固体撮像素子２の領域Ａから読出しを行うようにすることによって、ズーム度が１より大
きく２より小さい全ての場合に対応可能である。
【００４３】
図６では固体撮像素子２を２種類の間引き率で間引いて読み出し可能な例について説明し
たが、間引き率が３種類以上である場合にも対応可能である。図７はこの場合の読出しを
説明するための説明図である。
【００４４】
図７の領域Ｆは読み出し可能な最大サイズ（最大の間引き率）を示している。また、図７
の領域Ｄは最小の間引き率での読出しによって読み出される領域を示している。領域Ｅは
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領域Ｆ，Ｄの中間のサイズの領域を示している。
【００４５】
固体撮像素子２の領域Ｆからの読み出しは間引き率ｆで行われる。また、固体撮像素子２
の領域Ｅ，Ｄからの読み出しは夫々間引き率ｅ，ｄで行われる。領域Ｆ、領域Ｅ及び領域
Ｄのサイズは、ｆ：ｅ：ｄの比になっており、領域Ｆから間引き率ｆで読み出した画素の
数と領域Ｅから間引き率ｅで読み出した画素の数と領域Ｄから間引き率ｄで読み出した画
素の数とは一致し、表示系等の要求に応じた画素数となっている。この場合には、デジタ
ル処理部４が画像サイズ変換処理を行わなければ、領域Ｅの表示時には、領域Ｆの表示時
に比べて、ｆ／ｅ倍ズームされることになり、同様に、領域Ｄの表示時には、領域Ｆの表
示時に比べて、ｆ／ｄ倍ズームされることになる。
【００４６】
そして、図７に示すように、これらの領域Ｆ，Ｅの間のサイズの任意の領域の表示を行う
場合には、システムコントローラ６は、固体撮像素子２を制御して、間引き率ｅで読出し
を行う。また、領域Ｅ，Ｄの間のサイズの任意の領域の表示を行う場合には、システムコ
ントローラ６は、固体撮像素子２を制御して、間引き率ｄで読出しを行う。
【００４７】
領域Ｆ，Ｅの間のサイズの任意の領域の表示を行う場合には、デジタル処理部４は入力さ
れた信号を図６と同様の手法によって表示系等によって要求された画像サイズに変換する
。また、領域Ｅ，Ｄの間のサイズの任意の領域の表示を行う場合にも、デジタル処理部４
は入力された信号を図６と同様の手法によって表示系等によって要求された画像サイズに
変換する。
【００４８】
このように、間引き率の組み合わせを増加させることにより、多画素の固体撮像素子に対
応させることができる。なお、間引き率ｆ，ｅ，ｄは画素数等に応じて任意に設定可能で
あることは明らかである。
【００４９】
図８は本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置に採用されるズーム動作を説明するため
の説明図である。図８（ａ）は読出しを行う固体撮像素子２の画素の領域を示し、図８（
ｂ）は読み出した画像のサイズを示し、図８（ｃ）は出力画像サイズを示している。図８
（ａ）乃至（ｃ）は夫々図６（ａ）乃至（ｃ）に対応している。
【００５０】
本実施の形態は図１のデジタル処理部４の画像サイズ変換処理が異なるのみで、他の構成
及び作用は第１の実施の形態と同様である。従って、画像サイズ変換処理を伴わない領域
Ａ，Ｂについてのズーム時の動作は第１の実施の形態と同様である。
【００５１】
いま、画像サイズ変換処理を行う領域Ｃについてのズーム表示を行うものとする。図８（
ａ）の領域Ａ，Ｂは夫々図４の太線又は図５の太線と同一の領域を示している。図８（ａ
）の領域Ｃは、領域Ａに対して２０／１４倍ズーム時の読み出し領域である。本実施の形
態においては、１４×１４画素の領域Ｃからの読み出し時に領域Ａからの読み出し時と同
様に間引き率２の読出しを行う。従って、固体撮像素子２からは７×７画素分の画像信号
が出力される（図８（ｂ））。
【００５２】
アナログ処理部３は、入力された画像信号に対して所定のアナログ信号処理を施しデジタ
ル変換した信号を、デジタル処理部４に出力する。デジタル処理部４は、画像サイズの変
換処理を行って、画像サイズを１０×１０画素に変更する（図８（ｃ））。この場合には
、図２（ｂ）と同様の処理によって、７×７画素の画像サイズを１０×１０画素に変更す
る。
【００５３】
こうして、７×７画素の領域が図４の例を基準にして２０／１４倍ズームされて、１０×
１０画素の画像サイズで表示されることになる。
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【００５４】
このように、本実施の形態においても、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができ
る。固体撮像素子２から読み出す画素数が少ないので、読出しを高速化することができる
。なお、固体撮像素子の画素数、画像サイズ及び間引き率等は、上記実施の形態で示した
値に限定されないこと及び領域の中心とズームの中心とは一致していなくてもよいこと等
も第１の実施の形態と同様である。また、第１の実施の形態と同様に、２種類の間引き率
を用いる場合だけでなく、３種類以上の間引き率を組み合わせて用いる場合にも適用する
ことができる。また、領域の大きさに拘わらず、一定の大きさの領域から読出しを行い、
デジタル処理部４の画像サイズ変換処理によって表示系等から要求されている画像サイズ
に変換するようにしてもよい。
【００５５】
また、本実施の形態を図７と同様に複数種類の間引き率を用いる場合に適用することが可
能である。図９及び図１０はこの場合の読出しを説明するための説明図である。
【００５６】
図９及び図１０の領域Ｆは読み出し可能な最大サイズ（最大の間引き率）を示し、図９及
び図１０の領域Ｄは最小の間引き率での読出しによって読み出される領域を示している。
図９及び図１０の領域Ｅは領域Ｆ，Ｄの中間のサイズの領域を示している。
【００５７】
図９及び図１０は図７に対応しており、固体撮像素子２の領域Ｆ，Ｅ，Ｄからの読み出し
は夫々間引き率ｆ，ｅ，ｄで行われる。また、領域Ｆ、領域Ｅ及び領域Ｄのサイズは、ｆ
：ｅ：ｄの比になっており、領域Ｆから間引き率ｆで読み出した画素の数と領域Ｅから間
引き率ｅで読み出した画素の数と領域Ｄから間引き率ｄで読み出した画素の数とは一致し
、表示系等の要求に応じた画素数となっている。
【００５８】
図９の例は、領域Ｆ，Ｅの間のサイズの任意の領域及び領域Ｅ，Ｄの間のサイズの任意の
領域のいずれの表示を行う場合においても、システムコントローラ６は、固体撮像素子２
を制御して、間引き率ｅで読出しを行う。
【００５９】
そして、図９の例では、領域Ｆ，Ｅの間のサイズの任意の領域の表示を行う場合には、デ
ジタル処理部４は入力された信号を図６と同様の手法によって表示系等によって要求され
た画像サイズに変換する。また、領域Ｅ，Ｄの間のサイズの任意の領域の表示を行う場合
には、デジタル処理部４は入力された信号を図８と同様の手法によって表示系等によって
要求された画像サイズに変換する。
【００６０】
図１０の例においては、領域Ｆ，Ｅの間のサイズの任意の領域の表示を行う場合には、シ
ステムコントローラ６は、固体撮像素子２を制御して、間引き率ｆで読出しを行う。また
、領域Ｅ，Ｄの間のサイズの任意の領域のいずれの表示を行う場合においては、システム
コントローラ６は、固体撮像素子２を制御して、間引き率ｄで読出しを行う。
【００６１】
この例では、領域Ｆ，Ｅの間のサイズの任意の領域の表示を行う場合には、デジタル処理
部４は入力された信号を図８と同様の手法によって表示系等によって要求された画像サイ
ズに変換する。また、領域Ｅ，Ｄの間のサイズの任意の領域の表示を行う場合には、デジ
タル処理部４は入力された信号を図６と同様の手法によって表示系等によって要求された
画像サイズに変換する。
【００６２】
このように、第２の実施の形態においても、間引き率の組み合わせを増加させることによ
り、多画素の固体撮像素子に対応させることができる。
【００６３】
図１１及び図１２は本発明の第３の実施の形態に係り、図１１は第３の実施の形態に採用
されるズーム動作を説明するための説明図であり、図１２は第３の実施の形態に採用され
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るズーム動作を説明するためのタイミングチャートである。
【００６４】
本実施の形態は図１のシステムコントローラ６による固体撮像素子２の駆動方法が異なる
のみで、他の構成及び作用は第１の実施の形態と同様である。本実施の形態は固体撮像素
子２からの読み出し領域が変更される場合に、２ラインの画素信号が同時に読み出されて
、適切な表示が行われなくなることを防止するようにしたものである。
【００６５】
図１１は読出しを行う固体撮像素子２の画素の領域を示している。なお、図１１において
は、説明の簡略化のために、固体撮像素子２の光電変換素子の素子数が１０×１０画素で
あるものとする。図１１（ａ）は８×８画素の領域Ａから間引き率２で読出しを行う例を
示し、図１１（ｂ）は４×４画素の領域Ｂから間引き率１で読出しを行う例を示し、図１
１（ｃ）は６×６画素の領域Ｃから間引き率１で読出しを行う例を示している。
【００６６】
図１１（ａ）に示す領域Ａの読出しを基準にすると、図１１（ｂ）の領域Ｂの読み出しに
よって、２倍ズームの画像が得られる。更に、図１１（ｃ）の領域Ｃについては、デジタ
ル処理部４によって画像サイズを４×４画素に変更することによって、領域Ａの読出しを
基準にして８／６倍ズームの画像を得ることができる。
【００６７】
図１２のＡｒｅａは撮像領域の変更を指示する信号を示し、ＶＤは垂直同期信号を示し、
ＳＴはスタートパルスを示す。図１２のＶ２～Ｖ９は図１１のラインＶ２～Ｖ９に対応し
た行選択信号を示し、Ｈ２～Ｈ９は図１１のデータ列Ｈ２～Ｈ９に対応した列選択信号を
示している。また、図１２のＳｉｇ．は固体撮像素子２からの読み出し信号を示している
。
【００６８】
いま、領域Ａを間引き率２で読み出しているものとする。図１２のスタートパルスＳＴに
よって領域Ａについての読み出し動作が開始される。行選択信号Ｖ２のハイレベル（以下
、“Ｈ”という）期間に、列選択信号Ｈ2 ，Ｈ4 ，Ｈ6 ，Ｈ8 が順次“Ｈ”となることに
よって、固体撮像素子２のＶ２ラインの斜線部の画素が順次読み出される。次に、行選択
信号Ｖ４が“Ｈ”となって、Ｖ４ラインの斜線部の画素が読み出される。以後同様にして
、Ｖ６，Ｖ８ラインの各画素の信号が読み出される。
【００６９】
ここで、図１２のＡｒｅａに示すように、Ｖ４ラインの読出し途中において、撮像領域が
領域Ａから領域Ｂに変更されるものとする。この場合でも、本実施の形態においては、読
出し途中の領域（領域Ａ）の読み出しが終了するまでは、読み出し領域の変更を行わない
。図１２に示すように、システムコントローラ６は、Ｖ８が“Ｈ”からローレベル（以下
、“Ｌ”という）に変化した後の垂直同期信号ＶＤの発生後にスタートパルスＳＴを立ち
上げる。これにより、以後、領域Ｂの読み出しが行われる。
【００７０】
即ち、スタートパルスＳＴの発生後に、行選択信号Ｖ４が“Ｈ”となって、Ｖ４ラインの
Ｈ４～Ｈ７列の各画素が順次読み出される。以後同様にして、Ｖ５～Ｖ７ラインまでの各
画素が順次読み出される。こうして、Ｂ領域の画素の読み出しが行われる。
【００７１】
このように、本実施の形態においては、撮像領域の変更の指示（Ａｒｅａが“Ｈ”）が領
域Ａの読み出しの途中に発生した場合でも、領域Ｂの読み出しは、領域Ａの読み出しの垂
直走査終了後に行われる。これにより、領域変更直前のフレーム信号は領域変更指示の影
響を受けずに、正常な信号を得ることができる。
【００７２】
また、本実施の形態は領域変更直後に、読み出し途中の領域からの読出しを強制的に終了
させることにより、領域変更指示の影響を受けることなく正常な信号を得ることを可能に
することもできる。図１３はこの場合の例を示すタイミングチャートである。図１３は停
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止信号ＳＴＯＰの項目を付加した点を除き、図１２の各項目に対応している。
【００７３】
図１３に示すように、Ｖ４ラインの読出し途中で、領域変更を指示するＡｒｅａが“Ｈ”
になる。そうすると、図１３の例では、システムコントローラ６は、Ａｒｅａ信号と共に
ＳＴＯＰ信号を発生させて、領域Ａの読出しを強制的に停止させる。そして、システムコ
ントローラ６は、新たに垂直同期信号ＶＤを発生させてスタートパルスＳＴで領域Ｂの読
出しを開始する。
【００７４】
この場合には、領域変更直前に読み出した画素によるフレームからは正常な画像を作成す
ることはできないが、領域変更指示後直ちに領域Ｂの読み出しが開始されるので、新たな
領域の撮像までの時間を短縮することができるという利点を有する。特に、読み出し開始
直後に領域変更の指示がある場合に有効である。
【００７５】
このように、撮像領域の変更時に、信号の読み出しが行われないようにすることによって
、領域変更直後において正常な信号を出力させることを可能にしている。
【００７６】
図１４及び図１５は本発明の第４の実施の形態に採用されるズーム動作を説明するための
タイミングチャートである。
【００７７】
本実施の形態は図１のシステムコントローラ６による固体撮像素子２の駆動方法が異なる
のみで、他の構成及び作用は第１の実施の形態と同様である。
【００７８】
図１１において、領域Ａから領域Ｂとの間で撮像領域が変更される場合には特には問題は
ないが、領域Ａ，Ｂと領域Ｃとの間で撮像領域が変更される場合には、読み出す画素数が
異なることから信号を読み出すのに必要な時間すなわちフレーム周期が変化し、フレーム
レートを一定にするためのフレームレート変換処理が必要となる。また、蓄積時間がフレ
ームレートに対応するＸ－Ｙアドレス型素子の場合には、領域Ａ，Ｂと領域Ｃとの読み出
しにおいて蓄積時間が変わり、その補正が必要となる。
【００７９】
図１４及び図１５は蓄積時間の補正及びフレームレート変換処理等を不要にすることを可
能にする固体撮像素子２の読出し制御を説明するためのものである。
【００８０】
図１４は領域Ｃから領域Ｂに読み出し領域を変更する場合のタイミングを示している。シ
ステムコントローラ６は、固体撮像素子２の領域Ｃの読み出し時には、図１４のＶ３乃至
Ｖ８に示すように、１垂直周期で図１１（ｃ）のＶ３ラインからＶ８ラインを走査する。
そして、各行選択信号Ｖ３～Ｖ８の“Ｈ”期間に、順次Ｈ３乃至Ｈ８を“Ｈ”にして、各
ラインのＨ３列からＨ８列の画素の読出しを順次行う。
【００８１】
ここで、撮像領域を領域Ｂに変更するＡｒｅａが発生すると、システムコントローラ６は
、領域Ｂに対応した行選択信号Ｖ４～Ｖ７及び列選択信号Ｈ４～Ｈ７を順次“Ｈ”にする
。領域Ｂでは１ラインに読み出す画素数が領域Ｃの読み出し時よりも２画素だけ少なく、
また、読み出すライン数も２ライン分だけ少ない。しかし、本実施の形態においては、領
域Ｂを読み出す時の水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間を領域Ｃを読み出
す時のそれに比べ長くすることによって、領域Ｂと領域Ｃの水平走査期間および垂直走査
期間（フレーム周期）を等しくなるようにしている。
【００８２】
これにより、領域Ｂの読み出し時と領域Ｃの読み出し時とで、フレームレート、各画素の
蓄積時間を同一にすることができる。このように、異なる画素数の読出しを行う場合でも
、蓄積時間の補正やフレームレート変換処理を不要にすることができる。
【００８３】
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図１５は走査周波数を読み出し領域に応じて変更することでフレームレートを等しくする
ようにしたものである。システムコントローラ６は、図１５に示すように、領域Ｃの読み
出し時の行選択信号Ｖ３～Ｖ８に対して、領域Ｂの読み出し時における行選択信号Ｖ４～
Ｖ７の“Ｈ”期間の長さ及び周期を長く設定する。
【００８４】
また、領域Ｃの読み出し時の列選択信号Ｈ３～Ｈ８に対して、領域Ｂの読み出し時におけ
る列選択信号Ｈ４～Ｈ７の“Ｈ”期間の長さ及び周期も長く設定する。これにより、撮像
領域が領域Ｂと領域Ｃとの間で変更される場合でも、各画素の蓄積時間が同一となり、蓄
積時間の補正やフレームレート変換処理は不要となる。
【００８５】
図１６は本発明の第５の実施の形態に採用されるズーム動作を説明するためのタイミング
チャートである。
【００８６】
本実施の形態は図１のシステムコントローラ６によるアナログ処理部３またはデジタル処
理部４の増幅処理制御が異なるのみで、他の構成及び作用は図１４の第４の実施の形態と
同様である。
【００８７】
Ｘ・Ｙアドレス型の固体撮像素子において、読み出し・リセットを線順次で行う場合には
、所定のラインの読み出しから次に同一ラインが読み出されるまでの時間が蓄積時間とな
る。ところが、図１３、図１４及び図１５の項目Ｓｉｇ．に示すように、撮像領域変更直
後においては、各ラインで積分時間が異なり、撮像領域変更直後には正常なフレーム信号
が得られない。
【００８８】
そこで、撮像領域変更直後のフレーム信号は使用せず、前のフレーム信号により補間する
ことで、撮像領域変更時の画像の乱れをなくすことができる。この場合には、撮像領域変
更直前の１フレームの信号を用いて補間を行えばよい。更に、撮像領域変更直前の数フレ
ームを用いて、例えば被写体に動きがある場合等に動きを予測して補間フレームを作成す
るようにしてもよい。
【００８９】
しかし、撮像領域変更直前のフレームを用いた補間処理では画質が劣化してしまう。そこ
で、本実施の形態においては、蓄積時間の相違に応じた演算処理によって、撮像領域変更
直後のフレーム信号を補正するようになっている。
【００９０】
図１６の各項目は図１４の各項目と同様であり、図１６は図１４と同様の方法による読出
しを示している。即ち、図１６においては、領域Ｃの読み出しから領域Ｂの読み出しに変
更する場合には、水平・垂直ブランキング期間の調整によって撮像領域変更の前後で水平
走査期間を等しくしている。
【００９１】
領域Ｂの読み出し開始時に最初に読み出されるＶ４ライン（図１１（ｃ）参照）の画素の
蓄積時間は、図１６の矢印で示す期間（蓄積時間）Ｔint_2 である。撮像領域変更後の最
初の１フレームの読み出しにおいては、各画素の蓄積時間は略この時間Ｔint_2 となる。
領域Ｃの読み出し時及び撮像領域変更後の２フレーム以降の読み出し時の蓄積時間は、図
１６の矢印で示す蓄積時間Ｔint_1 である。
【００９２】
固体撮像素子２の出力レベルは蓄積時間に略比例するので、システムコントローラ６は、
アナログ処理部３またはデジタル処理部４を制御して、撮像領域変更直後のフレーム信号
については、他のフレームの信号に比べて（Ｔint_1 ／Ｔint_2 ）だけ増幅処理のゲイン
補正を行う。これにより、撮像領域変更直後のフレーム信号を用いることを可能にしてい
る。
【００９３】
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本実施の形態においては、フレーム補間によらずに撮像領域変更直後のフレーム信号を補
正しており、撮像領域変更直後から正常な画像を出力することができる。
【００９４】
なお、本実施の形態においては、蓄積時間の比に応じたゲイン補正によって、撮像領域変
更直後のフレーム信号を補正したが、素子シャッターを用いて、蓄積時間を制御すること
によって、撮像領域変更直後のフレーム信号を正常な値にすることができることは明らか
である。
【００９５】
ところで、固体撮像素子２には、遮光部分に黒レベルにクランプ処理するための基準とな
るＯＢ（オプティカルブラック）画素が設けられており、このＯＢ画素からの信号を読み
出すことによって、ＯＢクランプを行うようになっている。上記各実施の形態においては
、ＯＢ画素の読み出しについては説明を省略したが、受光画素の走査範囲に拘わらず、常
にＯＢ画素を読み出す方法については、本件出願人が先に出願した特開平９－２２４１９
６号公報に記載された方法を採用することが可能である。
【００９６】
図１７乃至図１９は本発明の第６の実施の形態に係り、図１７は第６の実施の形態に係る
撮像装置を示すブロック図、図１８は図１７中の視線方向検出部９を説明するための説明
図、図１９は第６の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートである。図１７に
おいて図１と同一の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【００９７】
上記各実施の形態におけるズーム動作は、固体撮像素子２の読み出し領域を変更すること
によって行われるので、光学系によるズーム動作時に比して、撮像領域の変更に要する時
間が著しく短い。そこで、本実施の形態はこの特徴を利用し、視線方向検出によってズー
ム情報を得ることにより、ズーム動作を瞬時に行うことを可能にするものである。
【００９８】
図１７の光学系８は、撮像光学系とファインダ光学系とを含む。視線方向検出部９は、フ
ァインダ光学系を構成するファインダに対する操作者の視線を検知し、検知結果をシステ
ムコントローラ６に出力するようになっている。また、ファインダ上にはズーム情報が表
示される。システムコントローラ６は、視線方向検出部９の検知結果に基づいて、ズーム
動作を制御するとともにズーム情報のファインダ上への表示を制御するようになっている
。
【００９９】
なお、視線検出については、例えば、特開昭６３－９４２３２号公報において開示されて
いる。この公報によれば、例えば、ファインダ画面の映像を注視することにより、ＡＦ、
ＡＥの制御領域を指定したり、画面外の選択用表示を注視することにより、選択指示をす
る手段について開示されている。
【０１００】
また、ズーム情報を光学ファインダに表示する方法としては、光学ファインダを構成する
光学系内にＬＣＤパネルを設け、そのＬＣＤパネルに加える電界をズーム情報を基に制御
し、出力画像以外の領域の透過率を下げることで可能となる。
【０１０１】
さらに、光学ファインダを構成する光学系内に、カメラのパノラマ切り替え等で利用され
る遮光板を設け、その遮光板の位置をズーム情報を基に制御することでズーム情報の表示
を行うこともできる。
【０１０２】
次に、このように構成された実施の形態の動作について図１９のフローチャートを参照し
て説明する。
【０１０３】
先ず、システムコントローラ６は、視線方向検出結果と画像読み出し範囲との対応を初期
設定する。即ち、視線方向検出部９によって求められた視線の注視点が表示画角内であっ
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た場合には、システムコントローラ６は、注視点が画角の中心に位置するように、固体撮
像素子２から読み出す画像の範囲を変更する。システムコントローラ６は、初期動作にお
いては、可能な限り最大のワイド画角に設定する。
【０１０４】
システムコントローラ６は、ステップＳ1 において、視線方向検出部９の検出結果から視
線方向を検出する。視線方向の検出結果によって、ズームモードのオン，オフを切換える
。例えば、ファインダ内の表示画角を基準範囲とし、視線方向が画角の内部と外部に交互
に切換った場合にズームモードオンとする。
【０１０５】
システムコントローラ６は、ステップＳ2 においてズームモードのオンが指示されたもの
と判定すると、ステップＳ3 において視線方向の検出結果を取得し、ズーム方向を設定す
る（ステップＳ4 ）。例えば、画角の内側を注視したことを検出するとズーム方向をテレ
側設定し、画角の外側を注視したことを検出するとズーム方向をワイド側に設定する。
【０１０６】
システムコントローラ６は、ステップＳ5 においてズーミングを開始し、ステップＳ6 ，
Ｓ7 において、ズーム停止を示す視線方向の検出を行う。例えば、システムコントローラ
６は、テレ側へのズーミング動作時に画角の外側を注視したことを検出するとズーミング
動作を停止させ、ワイド側へのズーミング動作時に画角の内側を注視したことを検出する
とズーミング動作を停止させる。
【０１０７】
システムコントローラ６は、ズーミング動作を停止させた場合には、次のステップＳ8 に
おいて、逆方向ズームを開始するか否かを判断する。逆方向ズームを開始させない場合に
は処理が終了する。
【０１０８】
ズーム領域の他の設定方法としては、図１８に示すように、ファインダ内に予めズーム領
域１１，１２，１３を示す枠を設け、いずれの領域を注視したかを検知することによって
、ズーム領域（撮像領域）を指定することが可能である。更に、ズーム動作のオン，オフ
についても、オン，オフのマークをズーム領域外に設けて、これらのマークを注視したこ
とを検知することによって、指定することが可能である。更に、画角から目を離すことに
よって、ズーム動作をオフにしたりすることも可能である。
【０１０９】
このように、本実施の形態においては、視線方向を検出してズーム動作を行っており、極
めて高速なズーム動作が可能である。また、光学ファインダにおいてズームの状態を把握
可能であるという利点もある。即ち、固体撮像素子の読み出し領域を変化させることでズ
ーム動作を行う場合には、出力画像と撮像画角とが相違し、光学ファインダ上の像と出力
画像とは異なる。本実施の形態においてはズーム情報を光学ファインダ上に表示している
ので、操作者は出力画像は容易に把握することができ、操作性が著しく向上する。
【０１１０】
なお、本実施の形態においては、視線検出結果によるズーム動作制御方法は、上述した方
法に限定されるものではない。また、ズーム情報を光学ファインダに表示する方法も上述
した方法に限定されるものではない。
【０１１１】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、間引き読み出しを利用した電子ズームを行う場合で
も、任意のズーム率によるズーム動作を可能にすることができると共に、固体撮像素子か
らの撮像情報の読出しを適正化することにより、適正な撮像画像を得ることを可能にする
ことができるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置を示すブロック図。
【図２】図１中のデジタル処理部４における画像変換処理を説明するための説明図。
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【図３】原色ベイヤー配列の例を示す説明図。
【図４】ズームモード時における画素読出しを説明するための説明図。
【図５】ズームモード時における画素読出しを説明するための説明図。
【図６】ズームモード時における画素読出しを説明するための説明図。
【図７】３種類以上の間引き率が設定されている場合の読出しを説明するための説明図。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置に採用されるズーム動作を説明するた
めの説明図。
【図９】複数種類の間引き率を用いる場合の読出しを説明するための説明図である。
【図１０】複数種類の間引き率を用いる場合の読出しを説明するための説明図である。
【図１１】第３の実施の形態に採用されるズーム動作を説明するための説明図。
【図１２】第３の実施の形態に採用されるズーム動作を説明するためのタイミングチャー
ト。
【図１３】第３の実施の形態に採用されるズーム動作を説明するためのタイミングチャー
ト。
【図１４】本発明の第４の実施の形態に採用されるズーム動作を説明するためのタイミン
グチャート。
【図１５】本発明の第４の実施の形態に採用されるズーム動作を説明するためのタイミン
グチャート。
【図１６】本発明の第５の実施の形態に採用されるズーム動作を説明するためのタイミン
グチャート。
【図１７】第６の実施の形態に係る撮像装置を示すブロック図。
【図１８】図１７中の視線方向検出部９を説明するための説明図。
【図１９】第６の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図２０】従来例におけるズーム動作を説明するための説明図。
【符号の説明】
１…光学系、２…固体撮像素子、３…アナログ処理部、４…デジタル処理部、５…周辺装
置部、６…システムコントローラ。
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