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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心部からの距離が増加するにつれて大きく圧縮する該中心部からの距離の関数である
圧縮であって、該中心部からの垂直軸に沿った距離の関数であり、該中心部からの水平軸
に沿った距離の関数である圧縮を入力画像に行って圧縮入力画像を形成する入力画像圧縮
光学系と、
　圧縮入力画像を受けて圧縮入力画像を表すデータを提供するようにされるイメージ・セ
ンサと、
　イメージ・センサに接続しており、中心部からの距離が増加するにつれてデータを削減
する量が減少するよう圧縮入力画像を表すデータを変換し修正しおよび削減してズーム出
力画像を表す出力データを生成する変換ユニットと
　を含んでなる電子ズーム画像化装置。
【請求項２】
　入力画像圧縮光学系が、非ズーム画像化装置のために構成される第１の光学系と、第１
の光学系に取り付けるアタッチメント光学系とを含む、請求項１に記載の電子ズーム画像
化装置。
【請求項３】
　入力画像圧縮光学系に取り付けて組み合わせでの焦点距離を変えるアタッチメントコン
バージョンレンズをさらに備え、これにより、電子ズーム画像化装置のズーム範囲を変化
させる請求項１に記載の電子ズーム画像化装置。
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【請求項４】
　右側入力光学系と左側画像入力光学系を有しており、右側入力光学系と左側画像入力光
学系の各々は、関連する請求項１の電子ズーム画像化装置を有している、３Ｄ電子ズーム
画像化装置。
【請求項５】
　イメージ・センサが実質的に一様な画素密度を有する請求項１に記載の電子ズーム画像
化装置。
【請求項６】
　入力画像圧縮光学系が固定焦点入力画像圧縮光学系である請求項１に記載の電子ズーム
画像化装置。
【請求項７】
　入力画像の中心部から周縁部へ入力画像の圧縮が連続グラデーションによって大きくな
るように、入力画像の圧縮が、前記垂直軸に沿った前記中心部からの、および、前記水平
軸に沿った前記中心部からの距離の関数となっている請求項１に記載の電子ズーム画像化
装置。
【請求項８】
　前記垂直軸か前記水平軸である特定の方向に沿って中心部からの距離が増加するにつれ
て入力画像の圧縮が非線形に大きくなるように、入力画像の圧縮が、前記垂直軸に沿った
前記中心部からの、および、前記水平軸に沿った前記中心部からの距離の関数となってい
る請求項１に記載の電子ズーム画像化装置。
【請求項９】
　中心部からの距離が前記垂直軸に沿って増加するにつれて、および、中心部からの距離
が前記水平軸に沿って増加するにつれて入力画像の圧縮が非線形に増加するように、入力
画像の圧縮が、前記垂直軸に沿った前記中心部からの、および、前記水平軸に沿った前記
中心部からの距離の関数となっている請求項１に記載電子ズーム画像化装置。
【請求項１０】
　中心部からの距離が増加するにつれて入力画像の圧縮が対数関数に従って増加するよう
に、入力画像の圧縮が、前記垂直軸に沿った前記中心部からの、および、前記水平軸に沿
った前記中心部からの距離の関数となっている請求項１に記載の電子ズーム画像化装置。
【請求項１１】
　入力画像圧縮光学系を使用して、中心部からの距離が増加するにつれて大きく圧縮する
画像の中心部からの距離の関数である圧縮であって、該中心部からの垂直軸に沿った距離
の関数であり、該中心部からの水平軸に沿った距離の関数である圧縮を入力画像に行い圧
縮入力画像を形成するステップと、
　イメージ・センサを使用して圧縮入力画像を受けて圧縮入力画像を表すデータを提供す
るステップと、
　圧縮入力画像を表すデータを変換し修正しおよび削減してズーム出力画像を表している
出力データを生成し、中心部からの距離が増加するにつれてデータを削減する量を減少さ
せるステップと
　を含む電子ズーム・イメージング方法。
【請求項１２】
　入力画像圧縮光学系が、非ズーム・イメージングのために構成される第１の光学系と、
該第１の光学系に取り付けるアタッチメント光学系とを含んでいる、請求項１１に記載の
電子ズーム・イメージング方法。
【請求項１３】
　入力画像圧縮光学系にアタッチメントコンバージョンレンズを取り付けることによって
焦点距離を変えるステップをさらに含み、これにより、電子ズーム・イメージング方法に
よって得られるズーム範囲を変化させる請求項１１に記載の電子ズーム・イメージング方
法。
【請求項１４】
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　右側ズーム出力画像を提供し、左側ズーム出力画像を提供するステップを含み、該提供
するステップの各々が請求項１１に記載の電子ズーム・イメージング方法を用いて実行さ
れる、３Ｄ電子ズーム・イメージング方法。
【請求項１５】
　圧縮入力画像を受けるステップは、実質的に一様な画素密度を有するイメージ・センサ
を使用する請求項１１に記載の電子ズーム・イメージング方法。
【請求項１６】
　圧縮入力画像を形成するステップは、固定焦点入力画像圧縮光学系を使用する請求項１
１に記載の電子ズーム・イメージング方法。
【請求項１７】
　入力画像の中心部から周縁部への該入力画像の圧縮が連続グラデーションによって大き
くなるように、入力画像の圧縮が、前記垂直軸に沿った前記中心部からの、および、前記
水平軸に沿った前記中心部からの距離の関数となっている請求項１１に記載の電子ズーム
・イメージング方法。
【請求項１８】
　前記垂直軸か前記水平軸である特定の方向に沿って中心部からの距離が増加するにつれ
て入力画像の圧縮が非線形に大きくなるように、入力画像の圧縮が、前記垂直軸に沿った
前記中心部からの、および、前記水平軸に沿った前記中心部からの距離の関数となってい
る請求項１１に記載の電子ズーム・イメージング方法。
【請求項１９】
　中心部からの距離が前記垂直軸に沿って増加するにつれて、および、中心部からの距離
が前記水平軸に沿って増加するにつれて入力画像の圧縮が非線形に増加するように、入力
画像の圧縮が、前記垂直軸に沿った前記中心部からの、および、前記水平軸に沿った前記
中心部からの距離の関数となっている請求項１１に記載の電子ズーム・イメージング方法
。
【請求項２０】
　中心部からの距離が増加するにつれて入力画像の圧縮が対数関数に従って増加するよう
に、入力画像の圧縮が、前記垂直軸に沿った前記中心部からの、および、前記水平軸に沿
った前記中心部からの距離の関数となっている請求項１１に記載の電子ズーム・イメージ
ング方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は電子ズーム画像入力方式に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
写真やビデオ等のカメラで代表される画像入力装置に於いては、一般に対象画像の遠近画
角に合わせてレンズの焦点距離を変え、画面の拡大縮小を自由に行うズーム機能が広く導
入されている。これらのズーム機能は従来、ズームレンズを用い、内部のレンズを機械的
に動かす事により実現されてきた。なお、電子カメラやビデオカメラ等に於いて、画像受
光素子の入力画像の一部を拡大する事により、見かけ上ズーム動作に相当する機能を得て
電子ズームと呼ばれている場合もあるが、これは受光画面の一部を単純に拡大するだけの
ものであり、拡大に伴い画面が粗くなり画質が低下してしまうので、本当の意味でのズー
ム動作とは異なるものであった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
即ち、これまで基本的には、ズーム機能はズームレンズによる光学ズーム方式を前提とし
たものであったが、光学レンズにズーム機能を持たせると、その機構が複雑になるため、
どうしてもレンズのサイズが大きくかつ高価になってしまっていた。また、一般にこれら
カメラの分野、特に電子化が著しく進む電子画像カメラに於いては、小型、低価格化が強
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く要求されているが、これらズーム機能は機械的機構を前提とするため、これを阻害する
大きな要因となっていた。
更に、固定焦点距離光学系の場合においても、受光素子は小型化されて来ているため、一
般に対応するレンズの焦点距離が短くなり、更に短くする必要のある広角レンズが構成し
にくくなっていた。
また、特に立体画像を入力する場合には、立体画像を構成する左右二つの画面を同時に画
像入力する必要があるので、これにズーム機能を導入しようとすると、物理的に一定距離
はなれた左右両方のズームレンズ光学系を設定し、相互に機械的に精密に連動したズーム
動作をする事が必要になる。これは必然的に複雑高度な機構が必要になるので、特殊かつ
高価な装置にならざるを得なかった。従って、立体画像に於いてはズーム機構を手軽に導
入する事が出来ず、ひいてはこれが立体画像を広く一般に普及させる事への妨げになって
いた。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
これに対し本発明では、以下に示される手段により、光学式ズームレンズを用いず、かつ
画像解像度を低下させない、全電子式のズーム画像入力機能を実現した。これにより、従
来光学式ズームレンズを用いる事により生じたこれらの課題点をすべて一挙に解決したも
のである。即ち、具体的には、
【０００５】
先ず、入力画像の周辺部を圧縮する機能を持つ固定焦点距離画像入力光学系と、これを受
光する主として均一な画素密度の受光素子とを備え、この圧縮による歪みを含んだ該受光
素子の受光画像を補正変換する機能を備える事により、その動作領域に於いて同等の解像
度のズーム画像を実現する事を特徴とする電子ズーム画像入力方式を構成した。
【０００６】
更に、入力画像の周辺部を圧縮する機能を有する光学系をアタッチメント光学系として画
像入力装置の入力光学系に付加し、該画像入力装置に画像補正変換機能を備える事により
、該アタッチメント光学系により圧縮された入力画像を補正変換し、その入力画像のズー
ム動作領域に於いて同等の解像度を保持したズーム画像を実現する電子ズーム画像入力方
式を実現した。
【０００７】
また画像入力光学系にアタッチメントレンズ等の光学系を加えて、該入力光学系の焦点距
離を切り替え、等価的に別の焦点距離の入力光学系とする事により、更にズーム動作の範
囲を拡大する、電子ズーム画像入力方式を実現した。
【０００８】
更に、一般に画像ひずみを持った光学系による入力光学画像に対し、これを画素位置が正
確に規定された受光素子により画像入力し、この画像を受光素子の画素位置と比較して画
像歪みを抽出し、これを電子的に補正変換する事により、この光学歪みを補正した入力画
像を得る光学歪み電子補正画像入力方式を実現した。
【０００９】
また、中心部に更に高い密度の画素領域を備えた受光素子の構成とする事により、一層小
さな画角の領域についてのズーム動作を可能にした、前記の電子ズーム画像入力方式を構
成した。
【００１０】
更に、入力画像について、画面の圧縮を縦横方向にのみ行う事により、その歪み補正処理
の簡単化を可能にした、入力画像を縦横２方向に対し圧縮する機能を備えた入力画像光学
系による、前記の電子ズーム画像入力方式を実現した。
【００１１】
一方、本発明方式の受光面には広い画角の画面が圧縮されて入っていることに着目し、こ
の受光面の任意の部分を切り出す事により、全方向にパンニングする機能を備えた前記の
電子ズーム画像入力方式を構成した。
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【００１２】
更に、立体画面を構成する左右両画面の画像入力系について、本発明の電子ズーム画像入
力方式によりこれを構成する事により、両入力系を電子的に簡単に連動、制御出来る立体
画像入力方式を実現した。
【００１３】
また、従来の２次元画像入力方式に付加して簡単に３次元画像入力を可能にするために、
もう１つの電子画像入力機能を内蔵するか又はアダプタとして付加装着し、かつ電気的に
接続する事により、この入力画像を立体画像の他の一方の画像とする立体画像入力機能を
備えた、２次元電子画像入力方式を構成した。
【００１４】
一方、同等の解像度を保ちながら、更に小さい面積でかつ受光面の外形を受光素子のそれ
に合わせるために、入力画面について、全方向に対し外周部に向かうほど大きく圧縮する
と共に、更に入力画面の縦横中心軸の画面周辺部に近い領域ほど大きく圧縮する事により
、外周を矩形とした受光画面の固定焦点距離画像入力光学系を有する事を特徴とする電子
ズーム画像入力方式を実現した。
【００１５】
更に、画像入力光学系の中に、各々独立して光軸を中心に回転出来る２枚の楔形プリズム
レンズにより構成され、該楔形プリズムレンズの回転により任意の角度位置の入力画面パ
ンニングを可能とする入力画像パンニング光学系を含む事により、小型固定式で、かつ対
象物画像を高解像度で得られる画面正面にとらえる事が出来る電子ズーム画像入力方式を
実現した。
【００１６】
一方、表示面に左右両画面をならべて表示した立体単位画面を、光軸を偏向するプリズム
眼鏡を通して左右両画面を重ねて見る事により立体視する立体視方式に於いて、各々独立
し光軸を中心に回転出来る２枚の楔形プリズムレンズにより構成され、該楔形プリズムの
回転により任意の角度および方向に光軸を偏向出来る可変偏向角プリズム光学系を該眼鏡
の少なくとも一方に含む構成とし、立体単位画面の大きさや見る距離等の変化に対応して
光軸の偏向角を調整する事により立体視を可能にした立体視眼鏡光学方式を実現した。
【００１７】
また、撮像時の位置決めを容易にするために、最大広角画面の全圧縮入力画像データを保
持するとともに、該最大広角の入力画面と、必要に応じその中に中間画角のサイズを表す
フレームとを表示するビューファインダーを備えた事を特徴とする、電子ズーム画像入力
方式を実現した。
【００１８】
更に、最大広角画面を含む全圧縮入力画像データを保持する電子ズーム画像入力方式に於
いて、モニター出力画面として該最大広角画面を表示する事により、このモニター出力画
面の上で出力画面の任意のトリミング倍率を指定する事が出来る画像出力方式を実現した
。
【００１９】
【作用】
次に、本発明の各項目について、その作用を説明する。
先ず、一般にカメラ等に於いて、望遠、広角等の視野の角度（画角）を変えた画面を得る
ためには、ズームレンズによりレンズの焦点距離を変えて、入力する画像に対し一定面積
の受光面上に投影される画角を変える事により得ている。一方、受光面に電子受光素子を
用いる電子画像入力の場合には、画面を電子的に自由に拡大縮小設定する事が出来る。従
って、これを利用し、光学系としてズームレンズの代わりに固定焦点レンズを用い、その
受光面において、受光面結像画面（受光画面）上で入力画像として取り込む範囲を変える
事により、入力画面の画角を等価的に変える構成とすれば、原理的に同様にズーム機能を
実現する事が可能になる。
例えば、標準画角画面から更に広い広角画角画面に変えるには、受光面上の受光画面を更
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に広く取って、これを広角画角画面とすれば良い。この場合、広角画角画面に合わせてそ
のまま受光面を広く取れば、受光面の面積が著しく広くなるので、画面を構成する画素数
が多くなり解像度が高くはなるが、受光面は非常に大きなものになってしまう。また逆に
、小さい画面をそのまま拡大して画角の狭い望遠画面とする場合は、従来の電子カメラに
於いて電子ズームとして用いられているように、画素数が少なくなり解像度が下がるので
画面が粗くなってしまう。このことは、受光面を広く取る広角画角画面の場合、同等の解
像度を得るには受光面の画素密度は逆に低くても良いことを意味する。従って、同じ画素
密度を持つ受光面を考えたとき、広角画角画面として拡大設定された部分については、入
力光学画像そのものを圧縮する構成とすれば、同じ画素密度でもより少ない面積の受光面
で標準画角画面と同じ解像度の広角画角画面を得る事が可能になる。即ち、固定焦点距離
入力光学画像に於いて、その広角拡大画面領域となる周辺部画像を光学的に圧縮した画像
とする事により、均一の画素密度の受光面でも、受光面の面積拡大を大幅におさえた形で
、同じ解像度を持ったズーム動作を実現する電子ズーム画像入力方式を構成する事が可能
になる。これは同時に、受光素子の小型化に伴い問題となる光学系の短焦点距離化に対し
て、より短焦点となる広角画面での受光素子の受光面積増大を抑える事により、その実現
を容易にした。
ここで、固定焦点距離光学系の場合、入力画面は固定画面なので、光学系の圧縮の度合い
は、固定されたデータとして得られる。従ってこれをもとに、受光された画像信号につい
て、圧縮された周辺部はこれを補正し、等価的に画素密度が高くなる中央部については画
素密度を標準解像度まで落として、全体にひずみを持った画像を正常画像に変換する画像
処理を行う事により、最終的な補正ズーム画像が生成される。
また、本発明方式に於ける受光素子としては、素子製造面で最も実現し易く、さらに画像
の圧縮補正等の画像処理がしやすい、均一な画素密度のものを使用するところに大きな特
徴があるが、必ずしも均一でなくとも構成は可能である。
なお、ここで挙げられている受光面は、主として２次元の受光面について説明がなされて
いるが、一列に線状に並べた画素を機械的に走査する事により２次元受光面を構成する１
次元受光素子の場合も、当然含まれる。
一方、受光面に電子入力画像として受光した電子画像特にデジタル画像では、画像処理が
容易なので、これを電子的に補正変換する機能を備える事により、正しい入力画像を得る
電子画像入力方式を実現する事が出来る。即ち、以上に述べた様な圧縮等の歪みを含んだ
光学系を通した画像を入力画像とした場合、この光学系は固定焦点距離で固定されたもの
であり、従ってその圧縮又は歪みパタンとその量も固定されているので、この歪み量に対
し補正変換を加える画像処理を行う事により、元の正しい入力画像を再現する事が出来る
。これは、魚眼レンズのように広角画角画面の入力画像を全体的に圧縮する機能を持つ光
学系の場合、これに本発明の画像の周辺部をより大きく圧縮する機能を加えれば、その圧
縮歪み量は両者とも固定され正確に規定できるので、この両方の圧縮効果を一括して補正
変換する事により、広角画面でも正しく補正された画像のズーム機能を可能とする電子ズ
ーム画像入力方式が実現出来る。
なお、従来もシリコン網膜と呼ばれる受光素子の提案があるが、これは中心部のみ解像度
が高い人間の網膜を模擬したもので、本発明とは反対に、入力画像は圧縮せずそのままと
し、受光面は外側に向かって逆に画素密度を粗くした構造のものであり、これは本発明と
は目的、構成が全く異なるものである。
【００２０】
更に、本発明方式は、基本的には画像を圧縮する機能を持つ光学系を備えたカメラ等の画
像入力装置として具体化されるが、ここでの圧縮機能を持つ光学系自身は必ずしもこの画
像入力装置に固定された単一のレンズとして構成される必要はない。即ち、一般的なカメ
ラのように画像圧縮等の伴わない通常のレンズを備えた画像入力装置の入力光学系に、入
力画像の周辺部を圧縮する機能を有する光学系をアタッチメント光学系として付加する事
により同様な機能を得る事が出来る。この場合でも、装置の受光面では同様に周辺の圧縮
された入力画像が得られるので、該画像入力装置に画像補正変換機能を備える事により、
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該アタッチメント光学系により圧縮された入力画像を補正変換し、その入力画像のズーム
動作領域に於いて一定の解像度を保持したズーム画像を実現する電子ズーム画像入力方式
が実現出来る。即ち、従来のカメラ等の一般的な画像入力装置についても、該アタッチメ
ント光学系を付加する事により本発明の電子ズーム画像入力方式を実現する事が可能であ
る。
【００２１】
一般に、ズームレンズのズーム倍率はより高いことが望まれるが、従来の光学ズームレン
ズでは、これを一本でカバーするのは困難であるため、焦点距離レンジの異なる数本のズ
ームレンズが用いられていた。本発明の電子ズーム画像入力方式においても、ズーム倍率
をより大きく取ろうとすると、受光素子の面積が、その増大を抑えているとはいえ、やは
り大きくなってしまう。一方、本発明の電子ズーム方式の場合を含め、固定焦点距離光学
系では、これにアタッチメントレンズを付加する事により、広角または望遠等の焦点距離
の異なった固定焦点光学系を構成する事が出来る。従って、本発明の電子ズーム画像入力
方式に於いて、その固定焦点距離光学系にアタッチメントレンズ等の光学系を付加または
切り替え装着する事により、受光素子の受光面積を大きくせずに全電子式で、更に広い範
囲のズーム動作が可能な電子ズーム画像入力方式を実現する事が出来る。
【００２２】
更にこれは、レンズそのものの歪み補正への適用も可能になる。即ち、一般に画像ひずみ
を持った光学系による入力光学画像に対し、これを画素位置が正確に規定された受光素子
により画像入力し、この画像を受光素子の画素位置と比較すれば画像歪み量を抽出する事
が出来る。従って、この光学歪みを電子的に補正変換する事により、これを補正した入力
画像を得る光学歪み電子補正画像入力方式を実現する事が出来る。ここで、受光素子の画
素位置は、正確に配列された画素位置からの算定や、無歪み光学系の入力画像からの算定
等により正確に規定する事が出来る。例えば、画像入力光学系に於いて、その画像歪みを
犠牲にして解像度を上げる場合などに、その歪みを電子的に補正することにより、より高
い解像度でかつ歪みをなくした画像を簡単に実現する事等が可能になる。また、ある程度
歪みのある安価な光学系を用いても、画像補正により高度な光学系に相当する無歪みの出
力画像を得る事も可能である。
【００２３】
また、本発明の電子ズーム画像入力方式では、望遠画面となるのは画角が狭く受光面の中
心部の限られた範囲の画面になるので、この部分にのみ高い画素密度の領域を設定すれば
、より高い倍率の望遠機能が実現出来る。この場合、この中心部の高い画素密度の領域内
に於いても、これまで述べたような周辺部での圧縮操作が可能になるので、このような複
数の画素密度の領域を構成する事により、階層的な電子ズーム画像入力方式を実現する事
が出来る。
【００２４】
ＣＣＤ等の電子画像受光素子では、素子の構成上、画素が縦横方向に沿って並べられるの
が一般的である。このため、画面の圧縮等の処理を画素の並びに合わせて縦横方向に対し
て行う事が出来れば、画像変換処理が大幅に簡単化される。従って、縦及び横方向だけに
対し、周辺に行くほど圧縮率を増やす入力光学系を設定する事により、画像変換機能を簡
単化する事を可能にした電子ズーム画像入力方式を実現した。
【００２５】
本発明の電子ズーム画像入力方式に於ける受光面には、広角画角画面まで広い範囲の画面
情報が圧縮されて入っている。従って、この広い全体の画面の中から電子的に部分画像を
適宜取り出し画像再生処理する機能を導入する事により、全体画面の広い画角に対し、解
像度の劣化を抑えながら電子的に高速で自由な方角にパンニングする事が可能な、電子パ
ンニング画像入力方式を構成する事が出来る。
なお、従来ビデオカメラ等に於いては、受光素子の受光面を画面より僅かに大きく取る事
により、手ブレ等で画面が少し動いたとき画面全体のブレ位置を補正する、いわゆる手ブ
レ防止機能がある。しかしこれは、画面の微少の変位に対応するものであり、必要な領域
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に対し画像の圧縮を行い、広い画角のパンニングを実現する本発明とは原理、目的、動作
を全く異にするものである。
更に本発明では、周辺方向画角では多少解像度が落ちるが、正面画角では解像度は常に高
く保持されている。従って、対象物を画面の中央に位置するよう受光面の向きを調節する
事により、画面の精度を高くして見る事が出来る。
【００２６】
更に本発明の電子ズーム画像入力方式を立体画像入力方式と組み合わせる事により、これ
までの欠点を排除した新しい立体画像入力システムを構成する事が可能になる。即ち、従
来の光学系では、立体画像を得るのに、特に単位画面の中に左右両画面を構成する場合、
両画面の画像入力系について立体感を設定する両画面の間隔を相互に機械的に正確に設定
した光学系が必要であり、更にこれにズーム機能を持たせる場合には、両光学系をズーム
レンズとし、そのうえ両者を機械的に精密に連動させたズーム機能を備えて画像入力する
事が必要であった。
これに対し本発明は、立体両画面の画像入力系として、上述の本発明電子ズーム画像入力
方式を導入する構成を考える。これにより、左右両画像入力系は各々固定焦点光学系によ
る独立した入力系となり、しかも両者間は信号線で電気的に結ばれ、両者の光学的間隔は
機械的には何ら制約されず自由に設定出来るようになる。更にそのズーム機能についても
、本発明の電子ズーム画像入力方式の場合はズーム動作に全く機械的動作を含まずすべて
電子的な動作となるので、両入力系は電子的に自由に並列ズーム動作する事が可能となり
、結果的に非常に簡単な構成と制御で立体ズーム動作が出来る立体画像入力方式が実現さ
れた。
【００２７】
また、電子カメラ等の２次元電子画像入力装置に於いては、その画像入力系の出力は電気
的に信号線で取り出され、特にＣＣＤ素子のように画像信号を直列に出力する場合は信号
端子自身も少なくなるので、信号線による他への接続が簡単となり、他の装置に簡単に付
加接続する事が可能となる。従って、一般にこれらの２次元電子画像入力方式に於いて、
その電子画像入力系に加え、もう１つの電子画像入力系を内蔵するか又はアダプタとして
付加接続し、立体画面のもう一方の画像として入力する構成とする事により、簡単に立体
画像入力が出来る２次元電子画像入力方式を実現する事が可能となった。即ち、これによ
り、従来の２次元電子画像入力方式とコンパチブルな立体電子画像入力方式を実現出来た
。
なお、入力された画像データは、両画面をそのまま交互に記録したり、単位画面を分割し
てこの中に両画面を合わせて記録する等の画像処理が自由に出来る。また、このもう一つ
の電子画像入力系をアダプタとして付加接続する場合ないしは装置内部に内蔵されこれを
繰り出させるなどする場合には、立体感の度合いを決める同入力系間の距離を容易に変え
て設定する事が出来る。
更に本装置の場合、電子画像入力系として本発明の電子ズーム画像入力方式の導入が可能
であり、この場合にも前述の立体ズーム画像入力方式と同様に電子ズーム動作による立体
画像入力が実現出来る。勿論この場合も、受光面の画像に対する補正処理および立体画像
記録のための画像処理等が伴う。
【００２８】
同等の解像度のズーム動作を得る電子ズーム画像入力方式として、入力画面について全方
向に対し外周部に向かうほど大きく圧縮する方式の場合、画面の対角線方向の領域につい
ては、縦横の両方向に同時に圧縮されるので、基本的には同等の解像度を得るのに必要最
小限の面積に圧縮されている。しかし、縦横の中心軸に近い画面周辺の領域については、
それぞれの軸に沿った方向には圧縮されるが、それと直角方向への圧縮は小さくなるため
、圧縮は不十分であり、同等の解像度を保つのには未だ圧縮の余地を残している。従って
、全方向に対し外周部に向かうほど大きく圧縮された入力画像については、さらに縦横各
中心軸の画面周辺部周辺に対し、画面の中心軸上で最大になるような画像の圧縮を行う事
が可能である。一方、入力画面を全方向に圧縮した場合、矩形入力画面は縦横軸の周辺部
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が膨らんだ樽型の受光画面となる。従って、この樽型画面に対して縦横中心軸の画面周辺
部周辺への圧縮を加える事は、この樽型画面の胴の部分を圧縮する事になる。この圧縮に
より胴を押さえて、ちょうど受光画面の外周部が矩形となるようにすれば、画像受光セン
サーの形状が最も形成しやすい矩形に合わせられるので、受光画面を小型化するとともに
、さらに面積効率の良い画像センサーを実現する事が出来る。
【００２９】
本発明の電子ズーム方式では、広角の入力画面に対してパンニングを行い、解像度の低下
しないズームアップを行うためには、目指す画像を画面の中央に持ってくる必要がある。
このために一般には、入力光学系と画像センサーを合わせた画像入力系（カメラ）全体を
動かす事によりこれを実現する事になる。しかしこの場合は、カメラ全体を動かす必要が
あるため、その動作スペースや駆動系メカニズムの占めるスペース等が必要となり、構造
が大型化しかつその重量により動作が遅くなってしまう。即ち、本発明の電子ズーム画像
入力方式に従来の機械的なパンニング機構を導入すると、本発明電子ズーム方式の持つ小
型かつ省スペースで高速動作の特徴を損なってしまう。
これに対し、入力画面の光軸を一定角度αだけ偏向させる機能を持つ楔形プリズムレンズ
を２枚組み合わせ、両レンズを各々独立に回転出来る構成を導入すると、両レンズの偏向
方向を一致させた時には、その方向に対し最大の偏角２αが得られ、逆に両レンズの偏向
方向を逆に合わせた時は、偏角が打ち消し合って最小のゼロとなる。即ち、両レンズの軸
回転角度の調整のみにより、光軸の方向や偏角をこの間で自由に設定する事が出来て、等
価的に自由なパンニングが可能となる。従って、この組み合わせレンズによれば、カメラ
全体を動かす首振り動作等の運動動作を伴わずに、このレンズについてその光軸を中心と
する回転のみの、実質的に固定化された構造のパンニング光学系が実現される。しかもそ
の動作はレンズの軸方向回転動作のみなので、光学系全体を首振り動作で動かす場合に比
べ、非常に敏速なパンニング動作が可能である。従って、これを本電子ズーム画像入力方
式と組み合わせると、光学系の機械的な首振り運動動作を必要としない、実質的に固定さ
れた構造で小型かつ高速動作が可能なパンニング機能を持つ電子ズーム画像入力方式を実
現する事が出来る。これは、その高速動作の特長を生かし、例えば画像認識装置と組み合
わせたサーボコントロール等に於いて、観測すべき対象画面を常に正面の最も解像度の高
い位置に迅速にとらえ、かつ電子ズーミングにより高速に追尾する事などを可能にするも
のである。
更に、カメラ本体が機械的な追尾動作の機能を持っている場合でも、偏向角度の大きく粗
い部分はこの機械動作で行い、微細な調整を本発明方式で行ったり、またこの機械方式の
追尾の動きが遅い場合には、本発明方式を導入する事により、先ず本方式により高速にパ
ンニングおよびズーミングを行って、カメラ本体自身動作による追尾は、これに遅れて順
次動作させる事により、本体の追尾制御動作の遅れを補い高速なパンニングおよび電子ズ
ーミングが可能な画像入力システムを実現する事が出来る。
なお、この楔形プリズム構造のレンズについては、この入力画面が広角になる場合、レン
ズ面が平面だと、外側ほど画面が歪む傾向を持つため、レンズ面を平面でなく外側に凸の
球形面として、縦方向には楔形で、横方向には同じ厚さの断面形状とする事により、入射
角度による屈折角の変化をおさえて、入力画面の偏向操作に於ける画像の歪みを避ける事
が出来る。
更に楔形プリズムレンズ自身についても、偏向角度が大きく、楔状の角度が大きくなる場
合には、フレネルレンズのように、細分化したマイクロプリズムによるシート状の楔形プ
リズムレンズにする事が出来る。
【００３０】
また、この楔形プリズムレンズ２枚を組合せた光学系は光軸の偏向角および方向を自由に
変化する事が出来るので、これを左右両画面を単一画面上にならべた立体単位画面による
立体視方式の眼鏡のプリズム光学系に適用する事により、該立体単位画面の大きさやこれ
を見る距離等が異なる事により画面を見る角度：画角が変わったとき、左右両画面を重ね
合せて見るために必要な光軸の偏向角を、この２枚組楔形プリズムレンズにより自由に調
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整設定する事が実現出来る。なお、この２枚組楔形プリズムレンズは、眼鏡の左右両光学
系に用いる他に、一方を固定プリズムとして、他方にのみこの可変偏向角の組合せプリズ
ムレンズを用いる事によっても光軸の調整をする事が可能である。
【００３１】
これまでも説明されているように、本発明の電子ズーム画像入力方式により圧縮された入
力画面には、ズーム動作領域内のすべてのズーム倍率に対応し同等解像度が得られる画像
データが含まれているので、これを出力画面として取り出す場合、画像変換処理により、
ズーム動作領域内の任意のズーム倍率に於いて、同等の解像度で通常画面に変換されて取
り出す事が出来る。従って、この圧縮入力画面をそのまま画像記録しておき、後から画面
を読み出すときに、同時に倍率も含んだ再生の画像変換を行う画像記録再生方式をとれば
、この画像データから、ズーム動作領域内の任意の倍率に設定した画面を、出力画面とし
て同等の解像度で自由に得る事が出来る。
また、画面入力の撮影に於いて、画像入力装置に最大画角の画面を示すビューファインダ
ーを設け、更にこのファインダーの中にズーム動作領域内のいくつかの適当な中間倍率の
画面枠を示すフレームを表示すれば、撮影時に於いて、各倍率での画面の様子を的確につ
かむ事が可能になる。このファインダーは、画像圧縮をアタッチメント光学系で行う場合
には、これに組合わせて独立したファインダーとして付けるか、または光学系と同様にフ
ァインダー部にアタッチメントとして付加する事が可能である。もちろん、このファイン
ダーとアタッチメント光学系とは同時に用いられるので、一体化し同時に装着する事も出
来る。
従来は、スチル写真でもビデオでも、いったん撮影がなされれば、当然広角でも望遠でも
画面はその画角に完全に固定されたものになってしまった。しかるに本発明の電子ズーム
画像入力方式によれば、撮影され記録された画像データの状態では全画角のデータを保持
しているので、そのズーム倍率を所定のズーム動作領域内で自由に選んだ出力画面として
得る事が可能となり、写真に於ける画面表現の可能性の飛躍的な発展を可能にするもので
ある。例えば、本発明方式によるカメラで撮影された画像データからは、後からの画像出
力処理により、クローズアップ写真や全体の遠景写真など、画面を自由に選び取り出す事
が可能になる。
なお、この圧縮入力画面では、画面中央部の画面解像度が特に高い事に着目すれば、全体
を画像変換して単純に大きく拡大した広角出力画面として出力する事により、拡大に伴い
周辺部の解像度が落ちるが、中心部はより高い解像度を保った大型出力画面を得る事も可
能になる。
【００３２】
さらに、スチル写真の場合には、カートリッジのように写真が複数枚１セットになる場合
が多いが、各写真の内容識別を容易にするために、これらの写真をモニター画面として並
べてベタ焼きにする、いわゆるインデックス写真が多く利用されている。勿論これは写真
に限らず、コンピュータ画面上等でモニター画面として表示される場合もある。
本発明電子ズーム画像入力方式による各画面の全画角画像データを保存する方式に於いて
は、任意のズーム倍率の画面を出力画面として得る事が出来るが、本発明はこの出力画面
をモニター表示する場合、各写真について最大画角の補正出力画面を出力画面とするもの
である。これにより、この画面上に於いて、画面の中心点を基準として任意の倍率の枠で
枠取りして見る事により、その倍率に対応する画面が確認出来る。即ち、この最大画角の
モニター画面を用いる事により、この画面上で希望するズーム倍率の出力画面の枠取りを
自由に見る事が出来るので、このモニター画面上で容易にトリミング設定をする事が可能
となる。なお、この時、ある程度ズーム倍率の段階グレードを規定したフレームを設定し
ておけば、このグレードを指定する事により、トリミングの指定を一層容易にする事も可
能である。
【００３３】
【実施例】
次に図面を用いて本発明の実施例を説明する。
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図１は本発明電子ズーム画像入力方式の第１の実施例を示す図であり、本発明の電子ズー
ム画像入力方式の原理を示す図である。ここでは周辺の画像の圧縮は縦横２方向にのみな
される場合を示す。先ず、1Aは被写体画面を示す。ここで標準画角画面を1ASとし、これ
より広い中間画角画面1AMから、更に広い広角画角画面1AWまでズーム動作により画像入力
する場合を考える。また、1Bはこの被写体画面1Aを、画像の周辺を圧縮する機能を持つ入
力光学系を通す事により、受光素子の受光面に結像される受光面結像画面（受光画面）を
示す。均一な画素密度の受光面上では、広角画角画面でも解像度を標準画角画面と同等に
保持するのであれば、標準画角画面の外側の周辺部に対応する部分について、この解像度
に必要な画像情報量に相当するサイズまで画像面積を圧縮する事が可能なため、先に述べ
た入力光学系により縦横方向に対し外側に行くほど大きく圧縮された画面が構成されてい
る。ここで、太線部分1BSは標準画角画面1ASに対応する画像であり、太線点線部分1BMは
中間画角画面1AMに、また太線一点鎖線部分1BWは広角画角画面1AWに対応する画像である
。
例えば、広角画角画面1AWが標準画角画面より長さで４倍の広い画面であるとしたとき、
受光面での広角画角対応画面1BWの大きさは、同じ画像情報量を保持するとして、圧縮の
ない場合に比べ長さでほぼ半分の、標準画角対応画面1BSのほぼ２倍相当の量に低減され
る（厳密には、４倍広角画面の内側部分は、中心に向かって圧縮倍率が周辺部より低くな
っているので、その分だけ全体の圧縮率がわずかに低くなり、実際には２倍強となる）。
従って、圧縮をなにも加えない場合に比べ、受光面の大きさはおよそ長さで1/2、面積で1
/4に低減される。
これらの画像は、このあと画像補正処理を行う事により、最終的に補正された補正ズーム
画面1Cとなる。この場合、各画角の画面に対応する補正ズーム画面は各々1CS、1CM、1CW
になる。ここで標準画角画面を基準とした場合、より広角の画面については、受光面での
画像情報は中心部ほど多くて解像度が高く、最周辺部ではほぼ等しい解像度になっている
ので、中央部の画像情報を間引きした形で画面全体を補正処理し構成する事により、解像
度が標準画角画面と同等の画像が得られる。画像の周辺部分を圧縮して構成し、これを補
正処理した広角画面は、その圧縮のされ方により必ずしも均一に等しい解像度の画像は得
られず、画面の一部で局所的に標準画面より解像度が増減する場合があり得るが、いずれ
にしても受光素子の面積増大を抑えた電子ズーム画像入力方式を実現する事が出来る。
【００３４】
図２は入力画像の周辺部を圧縮する光学系例を示す図である。これは図に示される通り、
周辺部に行くほど屈折角の大きくなる構造の凹レンズ2Lにより構成されている。これによ
り、中心部からの角度が順次大きくなる位置にある、同じ大きさの被写体画像21A、22A、
23Aに対して、この光学系を通す事により、それぞれ21B、22B、23Bで示されるように、中
心部から周辺部に角度が大きくなるほど大きく圧縮された画像の画面が得られる。本発明
の方式では、レンズの圧縮の度合いに多少狂いがあっても、画面自身はこれと関係なく補
正により正しい画面となるので、具体的には画面に局所的な解像度の増減が生じるだけと
なり、その影響が軽減化されている。なお、このように表面曲率の不規則な非球面レンズ
は、最近ではプラスチックレンズ等により容易に実現出来る。
【００３５】
図３は以上に説明された縦横方向に周辺部画像を圧縮する固定焦点距離光学系の実施例を
示す図である。等価的には固定焦点画像結像光学系3L1に加えて、周辺画像部分について
横方向に外側ほど圧縮量の大きくなるプリズム光学系3L2と、同様に縦方向に画像を圧縮
するプリズム光学系3L3とを含んだ画像圧縮固定焦点距離光学系3Lを持つものである。も
ちろんこれらの光学系は相互に一体化して単体の複合機能レンズとして構成する事が出来
る。ここで被写体画面3Aはこの光学系を通す事により、受光面上で周辺の圧縮された画面
3Bを結像する。
なお、従来、映画や写真等に於いて画面を横に拡大するシネマスコープがあるが、これは
拡大画面を得るために、単に画面全体を横方向に均一に圧縮するプリズム光学系を備えた
ものであり、この圧縮された画面をそのまま保持画面として記録し、再生時に逆に横方向
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に拡大して見るものあり、本発明の電子ズーム方式とは原理、目的を全く異にするもので
ある。
【００３６】
次に図４は本発明電子ズーム画像入力方式の第２の実施例を示す図であり、画面周辺部分
の圧縮を全方向に対し行う一般的な場合の実施例である。この場合は画像が同心円状に外
側に行くほど圧縮されることになるが、具体的には魚眼レンズのような圧縮画像を得る光
学系となる。即ちここでは図に示される通り、被写体画面4Aに対し、画像の外側ほど大き
く圧縮される光学系により、樽型の画像歪みを持った圧縮画面4Bが受光面に結像される。
具体的には、図１の場合と同様に、被写体画面4A上の標準画角画面4AS、中間画角画面4AM
および広角画角画面4AWは、受光面上ではそれぞれ4BS、4BM、4BWの圧縮画面となる。さら
に、この受光面画像データは、特に電子画像入力方式の場合、データ処理が簡単に出来る
ので、画像変換による樽型歪みや圧縮画像の補正処理を行う事により、最終的に正常画像
に変換された補正ズーム画面4Cとなり、各々標準画角画面対応画面4CS、中間画角画面対
応画面4CM、広角画角画面対応画面4CWを得る事が出来る。このとき光学系は固定焦点距離
光学系なので、その歪みが固定され、正確な歪み量の抽出及びその補正が可能である。
また、図１の場合と同様に、この光学系における周辺部の圧縮の度合いにより、各角度の
画面を補正したとき、解像度が必ずしも一定にはならず局所的な高低は生じるが、そのよ
うな場合でも全体としては解像度を落とさずに電子的にズーミング動作を行う事が出来る
。なお本方式では樽型歪みのふくらんだ部分は、画像補正により圧縮されるので、常に解
像度を向上させる効果を持っている。
【００３７】
次に、図５は本発明電子ズーム画像入力方式の第３の実施例を示す図である。前記の図１
ないし図４で示されたような、画面周辺部を圧縮した受光画面に於いても、ズーム動作領
域で同等の解像度の出力画面を確保するのに必要な画像情報量として見ると、その画面の
縦横各中心線の画面周辺部周辺を中心とする近辺には、画像情報量の未だ余分な部分があ
る。従って、この部分をさらに圧縮すると共に、同時に外周の形状を矩形に成形する画面
構成を得る圧縮矩形化画像圧縮光学系を導入する事により、一層小さな受光画面面積で、
かつ外周を受光素子の形状に合せた矩形として、面積効率の良い受光画面を実現した方式
である。即ち、入力画面5Aは、本発明の圧縮矩形化画像圧縮光学系を通す事により、上記
形状の受光画面5Bとなり、さらにこれは画像変換を経てズーム画像5Cとして取り出される
。具体的には、入力画面5Aに於ける標準画角画面5AS、中間画角画面5AMおよび広角画面5A
Wは、受光画面では各々5BS、5BM、5BWの圧縮画面となる。更に画像変換されて、各ズーム
倍率に応じ、それぞれズーム出力画面5CS、5CM、5CWとなる。
ここで、先の図１ないし図４の場合に比べ、この受光画面5Bの特徴点は、入力画面の縦横
各中心線5XV、5XHの画面周辺部を中心に、更に画面が圧縮された点と、圧縮とともに画面
の周辺部で辺を直線として受光画面の外周が矩形に構成されている点である。即ち、図１
、図４の場合と同等のズーム出力画面解像力を得る電子ズーム画像入力方式を、更に小さ
な面積でかつ矩形の受光画面形状で実現している。
【００３８】
また、図６は図５に示される本発明電子ズーム画像入力方式の構成例を示す。これは、光
学系の相違により受光画面の構造が異なる点以外、先の図１、図４の場合も動作機能は全
く同様である。
先ず、入力画面6Aは画像圧縮光学系6Lを通して受光素子61の上に受光画面6Bを入力する。
受光素子から入力された受光画面の画像データは、画像制御部62でデジタル画像信号とな
る。さらに、この信号は次の画像変換部63で画像変換処理を行う事により、画像圧縮光学
系で圧縮された受光画面の画像信号が元の入力画像に逆変換され、かつ希望するズーム倍
率の画像に構成されて、出力画像66または出力信号として出力部65から取り出される。
また、受光画面で入力した画像情報は、通常の写真装置の場合と同様に、必要に応じてデ
ータを記憶保存する場合は記憶部64に記憶される。この場合、画像データの記憶は、画像
変換処理を行い希望ズーム倍率の最終的なズーム画面としたものを記憶する事も出来るが
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、一方、元の圧縮受光画面データそのものを、画像変換処理を行わずにそのまま直接記憶
する事も可能である。後者の場合には、記憶画像データには、すべてのズーム動作範囲に
対応する全ズーム画像データが含まれているので、この記憶された画像データを画像変換
部で画像変換し出力するとき、ズーム倍率を任意に設定する事により、これに対応するズ
ーム画面を自由に選んで、画面解像度を低下することなく出力画面として得る事が出来る
。即ち、本発明電子ズーム画像入力方式によれば、撮影した入力画面について、後から同
等の画面解像度で任意のズーム倍率にトリミングした出力画面を自由に得る事が出来る、
ズームトリミングが可能になる。
【００３９】
図７には図５の圧縮矩形化画像圧縮光学系に於ける画像圧縮の手法を説明する図を示す。
先ず、構造が分かりやすい図１の圧縮画面を例に本発明の手法を説明する。図１に示され
る縦横に圧縮された圧縮受光画面については、画面の縦横の各中心線近辺でかつ画面の周
辺部に近い領域ほど、対角部に比し画像の圧縮の度合いが少なく画像情報が冗長な部分が
あるため、ズーム画面の解像度の劣化を来す事なく、更にこれを圧縮する事が可能である
。
説明を簡単化するために、図１の受光画面の一部である第１象限の部分をとったものを図
７(a)に示す。ここで、太線S1で囲まれた標準画角画像領域の部分が、図１の標準画角画
面1BSに対応し、同様に２倍広角画像領域S2、４倍広角画像領域S4が各々1BM、1BWに対応
する。また、S2とS4の中間に３倍広角画像領域S3がある。例えば、入力画角を３倍広角か
ら最広角の４倍広角に広げた場合を考えると、この間で受光画面に新しく加わる画像情報
は、受光画面の最外周にある４倍広角画像領域S4、即ち対角線上の画像領域S44をはじめ
として横方向への各画像領域S43、S42、S41と、縦方向S34、S24、S14の各画像領域とで構
成される部分の画像データとなる。この場合、受光素子がほぼ均一な画素密度で構成され
ている事を考えると、各領域の画像データ量はその領域の面積に比例する。上記の各画像
領域は、この図７(a)から分かるように、例えば横方向にはS44からS43、S42、S41と並ぶ
が、その面積は縦中心軸7XVに近づくほど、３分の４倍、２倍、４倍と大きくなり、従っ
てその分だけ画像情報量も多く持つことになる。しかし実際の出力画面に於いて４倍広角
画面として必要なデータ量は、これらの領域はすべてS44と同じ面積に相当する画像デー
タ量なので、実際に必要な画像データは、各々の領域内に斜線で示されるようなS44と等
しい面積の部分に相当する量となる。即ち画像領域S44に対して、これらの画像領域S43、
S42、S41の面積が冗長となるため、ズーム出力画面の解像度を同等に保つのには、その面
積を各々さらに４分の３、２分の１、４分の１にまで圧縮し小さくする事が可能である。
同様にして３倍広角画像領域S3、や２倍広角画像領域S2の各画面部分についても、縦横の
中心軸7XV、7XH近辺の画面周辺部に近い部分は、画像領域S4の場合と同様にS3、S2に対し
ても必要面積を圧縮する事が出来る。図７(a)では、これらの必要最小画像データに相当
する面積を、各々の領域について斜線領域で表す。
但しこの図では、原理を分かりやすく説明するために、２倍、３倍、４倍と広角の度合い
を区切りよく設定した例を示しているが、実際の場合は、連続的なズーム動作に伴って、
画像が周辺部に行くほど連続的に圧縮されるので、広角倍率も連続的に大きくなる。従っ
て、同じ倍率で表されている領域でも倍率の低い側ではこれより圧縮が少なくなり、これ
に伴い実際には面積も少し大きくなる。このような広角倍率の連続性に基づく画面面積の
増加分を計算に入れると、必要最小画像データを得るための受光面の拡大量は、入力画面
の広角倍率に対して長さではこの倍率の自然対数倍となり、この分大きくなる。従ってこ
れらの増加要因を図７(a)の画面での各画像領域について点線で示されるようにとり、そ
の領域を斜め格子線で示す。従って、これを加味した全体の必要最小画像データ面積をま
とめると、図７(a)の斜線の領域と斜め格子線の領域とを加えた領域となる。この図の斜
線領域と斜め格子線領域以外の白地の部分が圧縮可能な領域になるが、これは元の図１の
画面面積の２５％にものぼる。
【００４０】
次に図７(b)には、これらを圧縮して最終的に構成された受光画面を示す。
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即ち、図７(a)で示された圧縮可能な領域について、最もコンパクトでかつ受光素子の形
状に合わせて受光画面の外周が矩形になるように圧縮する事により構成したものが図７(b
)である。この結果、図７(b)のように、全体の面積が更に圧縮され、かつ各画像領域は押
しつぶされて菱形の形状になり、さらに外周部が矩形となった圧縮受光画面が得られる。
図７(b)は画面の第１象限だけなので、これを全象限に展開すれば、図５の本発明電子ズ
ーム画像入力方式の第３の実施例に於ける受光画面5Bと同じになる。
また、先の図４のような、周辺部を全方向に外側に向かうほど大きく圧縮する入力画像圧
縮方式の場合には、矩形の入力画面は圧縮された受光画面では樽型画面になるが、これも
図１の場合と同様に、縦横の中心軸近辺の画面外周部分では画像情報が冗長になるため、
受光領域の面積圧縮が可能である。さらに、受光センサーの形状は半導体ＣＣＤで代表さ
れるように一般に矩形なので、受光画面が樽型になると、センサー画面が矩形の場合には
、この樽の胴にあたる部分をカバーするためにセンサー画面上の対角部分に空きのスペー
スが出来てしまい、センサー画面を有効に利用する事が出来なくなってしまう。従って、
樽型になるこの圧縮受光画面についても、画像データの冗長度の大きい中央部の胴に相当
する部分ほど圧縮の度合いを大きくとるように、縦および横の方向に向かって胴の部分を
圧縮する事が可能である。更に、この時同時に受光面の外周がちょうど矩形になるように
圧縮する画像圧縮光学系を構成すれば、同様に、図５に示されるような、解像度の低下を
伴わずに更に画面が圧縮されかつ受光面が矩形となる圧縮受光画面を得る事が出来る。
なお、受光画面がこのような樽型形状の場合でも、センサー受光部自身をこの画面に合わ
せて樽型の形状に構成して、これにより該受光部の対角部分に生ずる空きスペース部につ
いて、周辺回路等のそれ以外の部分を配置する等により、全体として素子の形状を矩形に
する工夫をすれば、コンパクトな受光素子を実現する事は可能になるが、この場合は画像
センサー部が特殊な形状の受光素子になってしまう。
【００４１】
次に、図８に先の図５で示された圧縮受光画面を得る圧縮矩形化画像圧縮光学系の具体化
例を示す。これは、図４の方式により画面の全方向を中心に向かって圧縮する事により得
られた樽型の圧縮画面をもとにして、この樽型の胴部分の膨らみに対応する部分について
、さらに縦および横方向に圧縮する事により実現する場合の例である。
具体的には、まず図８(a)に示されるように、縦方向の場合を例として、もとの樽型の圧
縮画面の上下の胴部分の膨らみを、縦方向に圧縮するために、断面8DXで示されるとおり
、縦中心軸8Xaの近辺で、最も圧縮の度合いが大きく、中心軸から離れるほど、断面8DYで
示されるとおりこの度合いが小さくなるように、中心軸に近いほど軸に沿って強い画像圧
縮機能を持つ縦方向に凹レンズの構造を持った光学系8LVを構成する。さらに図８(b)に示
される通り、これを縦と横の両方向について光学系8LV、8LHとして組み合わせた光学系を
構成する。そして、樽型の圧縮入力画面8Aについてこの光学系を通し、樽型画面の胴の部
分を縦および横に外周部が矩形になるように圧縮する事により、めざす図５の画面5Bに相
当する、圧縮受光画面8Bを得る事が出来る。
なお、図８(b)に於いて、光学系8LV、8LHは大きさを入力画面に合わせる事により、入力
画面のコーナー部に関しては、光学系は圧縮機能を持たないものとして、圧縮されずにそ
のままで受光画面となる理想的な場合を説明しているが、入力画面8Aを充分カバーするよ
うにこの光学系をやや大きく取った場合には、入力画面のコーナー部についても、光学系
を通る事によりわずかに圧縮されるので、受光画面8Bは全体にやや小さくなる。
ここでは、全方向に圧縮する光学系と、縦及び横方向に圧縮する光学系とは、説明のため
各々分離して示されているが、これらはプラスチック成形等により相互に適宜組み合わせ
、複合レンズとして構成する事が容易に出来る。この結果、先の図５に示されるように、
受光画面の各領域は菱形になり、かつ全体として縦横軸方向にさらに圧縮されて面積も低
減する。この場合、外周を矩形に構成するとき、受光画面の各領域は必ずしも全て必要最
小画像データの面積まで圧縮しなくても良く、外周が矩形になるのに適当な面積に圧縮の
度合いを設定する事が出来る。また、縦横方向への圧縮については、各方向について均等
に圧縮する方法、周辺に行くほど大きく圧縮する方法等があるが、各領域の面積が最小画
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像データの面積に出来るだけ近くて、出来るだけ小さい矩形の外形に圧縮すれば良く、自
由な組み合わせが可能である。
これらにより、通常の矩形の画像センサーを用いたとき、センサー面に空きスペースのな
い、かつ受光面積を一層効率よく利用した圧縮入力画像を実現する事が可能となった。こ
の場合、圧縮受光画面の対角部も縦横に押しつぶされて菱形になるが、その面積が変わら
なければ画像情報は変わらないので、画面の解像度は同等に保持される。なお、縦横方向
へ全体をそのまま圧縮してしまうと、厳密には圧縮しすぎにより全体の解像度が低下する
場合もある。この場合には、対角部を含め圧縮した全体の入力画面をやや広げる事により
、全体の受光面積は一定にしながら、上記画面の胴の部分を圧縮するという操作により、
実質的に樽型よりも小さい矩形面積の受光画面を実現する事が出来る。
【００４２】
次に、図９には本発明の入力画像パンニング光学系を含む電子ズーム画像入力方式の実施
例を示す。
これは、入力画面の光軸を角度αだけ偏向させる楔形プリズムレンズ光学系２個9L1、9L2
で構成された光学系を通す事により、偏向角２αの方向の光軸X1上の入力被写体画像9Aに
ついて、これを光軸偏角２αだけ偏向して、正面の入力画像9Bとして、正面の光軸X上で
ズーム入力光学系Kに入力する構成となっている。
ここで9L1、9L2は、広角入力画面に合わせて外側に凸の球面状とし、その断面形状が縦方
向には楔状の角度を持ち、横方向には同じ厚さとなるレンズであり、図９では、縦方向に
中心軸を通る断面9DV1,9DV2で示されている。これらのレンズはその中心軸Xを中心とした
ものであり、この中心軸を軸に、各々独立に自由に回転出来るものである。図９の場合は
、縦方向に両レンズの偏向方向がちょうど一致し、偏向角が最大の２αとなる場合を示し
ている。一方、レンズが１８０度回転し、偏向の方向が反対になれば、偏向角は打ち消し
合いゼロになる。
また、両レンズを各々独立に回転させて偏向の方向を変えると、その両者の組み合わせに
より、偏向の方向および角度を自由に設定する事が出来て、ズーム入力画面を最大偏向角
２αの範囲で全方向に対しパンニングする事が可能になる。これを本発明の電子ズーム画
像入力方式のズーム入力光学系Kと組み合わせる事により、機械的な首振りパンニング動
作や、機械的にレンズを前後させるズーミング動作をなくした高速小型のパンニングおよ
びズーム動作を可能にした。
【００４３】
図１０は、立体単位画面による立体視方式に於ける、本発明の可変偏向角プリズム光学系
を用いた立体視眼鏡の実施例を示す。
本実施例は、該立体視眼鏡の一方の光学系は無偏向とし、他方の光学系に２枚の組合せプ
リズムレンズにより構成された可変偏向角プリズム光学系を持つように構成したものであ
る。即ち、図１０に於いて、立体単位画面10Gに対して、眼鏡の左眼光学系ELは、通常の
レンズ光学系10LLのみにより無偏向で左画面10GLを見て、右眼光学系ERは通常のレンズ光
学系10LRに加えて２枚の楔形プリズムレンズで構成された可変偏向角プリズム光学系10LX
を通して右画面10GRを見る。ここに於いて、左画面10GLはその延長線上で該眼鏡の通常の
レンズ光学系で規定される位置に観測画面11GLとして観測されるが、右画面10GRは右眼光
学系ERの光軸を可変偏向角プリズム光学系10LXにより該観測画面11GLの位置に合せるよう
に偏向調整される事により、この位置に観測画面11GRとして観測され、左右画面が重ね合
わされ立体視される。またこの場合、通常のレンズ光学系をズームレンズ等の焦点距離が
可変の光学系とする事により、観測画面の位置を変えて設定する事が出来る。ここで、も
との立体単位画面10Gの大きさやその距離ｄが変化した場合はその画角が変わるので、こ
れに対応し左右画面を重ね合わせるための光軸偏向角が変わってくる。この偏向角の変化
分を該可変偏向角プリズム光学系10LXによって光軸の偏向調整を行う事により、左右画面
を重ね合せて観測する事が出来、立体視が実現される。なお、この光軸の偏向動作は、こ
の２枚の組合せ楔形プリズムレンズについて、相互に反対方向に回転させれば偏向角が変
わり、同じ方向に一緒に回転させればその分だけ偏向の方向が変わる。
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ここで、眼鏡の一方の光学系を無偏向でなく一定の固定偏向角に設定し、本組合せレンズ
を備える他方の光学系についても、これに対応して画面をほぼ重ね合わせる固定偏向角の
光学系を備えれば、この組合せ楔形プリズムレンズ自身は偏向角微調整用となり、偏向角
度を小さく取った色収差の少ない光学系として構成する事が出来る。
【００４４】
図１１は本発明電子ズーム画像入力方式ビューファインダの実施例を示す図である。即ち
、図１１では本発明の電子ズーム画像入力方式による画像入力装置に於けるファインダ画
面が示される。ここでは例として４倍の広角画面までズーム動作をする場合を示す。即ち
ファインダーには画角が基準画面の４倍に拡大された全広角画面Fが示されている。この
例の場合、この中には基本となる基準画角の基準画面、及び２倍広角画面、更に３倍広角
画面に相当する画面の領域が、各々の倍率の画面の枠F1、F2、F3として表示されている。
これにより、撮影に際し、このファインダ画面を見た時、ファインダの中に表示されてい
るこの枠により、ズーム動作の各倍率の画面に於ける画面の様子を、全体画面の中で常に
正確に確認する事が出来る。
【００４５】
図１２は本発明電子ズーム画像入力方式モニター出力画面の実施例を示す図である。図１
２では、本発明電子ズーム画像入力方式により記録された画像データについて、その最大
広角画面を出力しモニター画面Mとした図である。この図の場合には、４倍広角画面のズ
ーム方式を例として、最大画角である４倍広角画面がモニター画面Mになる。この画面上
では、ここでの例として基準画角の画面の枠M1、２倍画角画面枠M2、３倍画角画面枠M3で
表示されているように、必要な中間の画角の画面に相当する画面位置を示す枠が表示され
る。
これにより、本モニター画面上で、各々のズーム倍率の画面の様子を、これに対応する画
面枠を当ててみる事により、正確に確認する事が出来る。即ち、ズーム倍率もトリミング
の要素として取り入られるズームトリミングを可能にした。このようにして確認された画
角枠のズーム倍率の画面は、最終的に画像処理出力する事により、例えばズーム出力画面
CM1、CM2、CM3、CMとしてもとのモニター画面Mと同じ画面解像度で取り出す事が出来る。
勿論、この画面枠は単に枠の位置を確認するためのものなので、必ずしもモニター画面に
画像として固定されたものでなくとも、例えばプリントされた出力画面の場合には、透明
板に枠を刻んだスケールとして用意し、これを出力画面上に置いて見ることや、モニター
表示画面上に表示される場合であれば、同画面上にこれらの画面枠をスケールとして重ね
て表示する事でも良い。
【００４６】
【発明の効果】
本発明の電子ズーム画像入力方式により、これまで実現出来なかった、光学ズームレンズ
を使用せず単焦点レンズのみの簡単な光学系で、画面の解像度低下を来さないズーム画像
入力を得る事が初めて可能となった。本発明方式では、簡単な固定焦点距離レンズと、均
一な画素密度で受光面積が小さく作りやすい電子受光素子を導入した事により、これまで
に無い、著しく小型、低コストのズーム画像入力方式を実現する事が出来た。
更に、立体画像に関し、従来は２本のズームレンズ光学系を組合せる必要から、複雑、大
型、高価になってしまっていた立体画像入力装置について、本発明の簡単な構造の電子ズ
ーム画像入力機能を組み合わせて構成する事により、非常に小型で簡単、低コストな立体
ズームカメラを実現する事が可能となった。
即ち、本発明方式により、これまでズーム、立体等の画像入力方式において不可欠であっ
た大型で機械的制約の多い光学ズームレンズ機構を、一挙に不要とした事により、大幅な
小型化、低コスト化を実現した小型で簡単な一般ズーム画像および立体ズーム画像の入力
を、手軽に実現する事が出来るようになった。
従って、今後ますます小型化、低コスト化、さらにズーム立体等の高機能化が求められる
電子ズーム画像入力方式に於いて、まさにこれらのニーズを具現化し、更にズームトリミ
ングが後から自由に出来る等の多様性も可能とした本発明方式は、その普及発展を加速す
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る上で、果たす貢献の度合いは計り知れない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明電子ズーム画像入力方式の第１の実施例を示す図
【図２】入力画像の周辺部画像を圧縮する光学系例を示す図
【図３】縦横方向に周辺部画像を圧縮する光学系の実施例を示す図
【図４】本発明電子ズーム画像入力方式の第２の実施例を示す図
【図５】本発明電子ズーム画像入力方式の第３の実施例を示す図
【図６】本発明電子ズーム画像入力方式の構成例を示す図
【図７】圧縮矩形化画像圧縮光学系の画像圧縮の手法を説明する図
【図８】圧縮矩形化画像圧縮光学系の具体化例を示す図
【図９】入力画像パンニング光学系を含む電子ズーム画像入力方式を示す図。
【図１０】本発明の立体視眼鏡の実施例を示す図。
【図１１】本発明電子ズーム画像入力方式ビューファインダを示す図
【図１２】本発明電子ズーム画像入力方式モニター出力画面を示す図
【符号の説明】
１Ａ、３Ａ、４Ａ、　　　　　　　　　　被写体画面
１ＡＭ、４ＡＭ、　　　　　　　　　　　中間画角画面
１ＡＳ、４ＡＳ、　　　　　　　　　　　標準画角画面
１ＡＷ、４ＡＷ、　　　　　　　　　　　広角画角画面
１Ｂ、３Ｂ、４Ｂ、　　　　　　　　　　受光画面
１ＢＭ、４ＢＭ、　　　　　　　　　　　中間画角画面対応の受光画面
１ＢＳ、４ＢＳ、　　　　　　　　　　　標準画角画面対応の受光画面
１ＢＷ、４ＢＷ、　　　　　　　　　　　広角画角画面対応の受光画面
１Ｃ、４Ｃ、　　　　　　　　　　　　　補正ズーム画面
１ＣＭ、４ＣＭ、　　　　　　　　　　　中間画角画面対応の補正ズーム画面
１ＣＳ、４ＣＳ、　　　　　　　　　　　標準画角画面対応の補正ズーム画面
１ＣＷ、４ＣＷ、　　　　　　　　　　　広角画角画面対応の補正ズーム画面
２Ｌ、　　　　　　　　　　　　　　　　凹レンズ
２１Ａ、２２Ａ、２３Ａ、　　　　　　　被写体画像
２１Ｂ、２２Ｂ、２３Ｂ、　　　　　　　光学系を通した被写体画像
３Ｌ、　　　　　　　　　　　　　　　　画像圧縮光学系
３Ｌ１、　　　　　　　　　　　　　　　固定焦点画像結像光学系
３Ｌ２、　　　　　　　　　　　　　　　横方向画像圧縮プリズム光学系
３Ｌ３、　　　　　　　　　　　　　　　縦方向画像圧縮プリズム光学系
５ＸＨ、５ＸＶ、　　　　　　　　　　　画面の中心線
７ＸＨ、７ＸＶ、　　　　　　　　　　　中心軸
８Ａ、　　　　　　　　　　　　　　　　圧縮入力画面
８Ｂ、　　　　　　　　　　　　　　　　圧縮受光画面
８ＤＸ、８ＤＹ、９ＤＶ１、９ＤＶ２、　断面
８ＬＨ、８ＬＶ、９Ｌ１、９Ｌ２、　　　光学系
９Ａ、　　　　　　　　　　　　　　　　入力被写体画面
９Ｂ、　　　　　　　　　　　　　　　　偏向入力画面
１０Ｇ、　　　　　　　　　　　　　　　立体単位画面
１０ＧＬ、１０ＧＲ、　　　　　　　　　左右立体画面
１０ＬＬ、１０ＬＲ、　　　　　　　　　通常のレンズ光学系
１０ＬＸ、　　　　　　　　　　　　　　可変偏向角プリズム光学系
１１ＧＬ、１１ＧＲ、　　　　　　　　　観測画面
α　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏向角
ＣＭ、ＣＭ１、ＣＭ２、ＣＭ３、　　　　ズーム出力画面
ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　距離
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ＥＬ、　　　　　　　　　　　　　　　　左眼光学系
ＥＲ、　　　　　　　　　　　　　　　　右眼光学系
Ｆ、　　　　　　　　　　　　　　　　　ファインダ画面
Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３、　　　　　　　　　　ファインダ画面の枠
Ｋ、　　　　　　　　　　　　　　　　　ズーム入力光学系
Ｍ、　　　　　　　　　　　　　　　　　モニター画面
Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、　　　　　　　　　　モニター画面の枠
Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、　　　　　　　広角画像領域
Ｓ１４、Ｓ２４、Ｓ３４、Ｓ４１、Ｓ４２、Ｓ４３、Ｓ４４、　　　画像領域
Ｘ、Ｘ１、　　　　　　　　　　　　　　光軸

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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