
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
右眼用撮像素子および左眼用撮像素子と、
前記右眼用撮像素子に物体の右眼像を結像させる右眼第１光学系と、
前記左眼用撮像素子に物体の左眼像を結像させる左眼第１光学系と、
前記右眼第１光学系と少なくとも一部を共用し、物体を右眼で視認するための右眼第２光
学系と、
前記左眼第１光学系と少なくとも一部を共用し、物体を左眼で視認するための左眼第２光
学系と、
前記右眼用および左眼用撮像素子による撮影画像をそれぞれ再生する一対の画像表示手段
と、
前記右眼第２光学系および前記左眼第２光学系により物体の光学像を双眼視し得る第１の
状態と、前記両画像表示手段により前記撮影画像をそれぞれ再生し、これらの再生画像を
双眼視し得る第２の状態とに切り替える切り替え手段とを有し、
前記一対の画像表示手段は、それぞれ、前記右眼第２光学系および前記左眼第２光学系の
光軸上の所定位置に設けられ、かつ、それらは、非作動状態のとき光透過性を有するもの
であり、
前記第１の状態では、非作動状態の前記各画像表示手段を透過して物体の光学像を双眼視
し得るよう構成されていることを特徴とする双眼鏡。
【請求項２】
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前記右眼第２光学系および前記左眼第２光学系は、それぞれ、対応する前記画像表示手段
の画像表示面に前記物体の像を結像させる対物レンズを有する請求項１に記載の双眼鏡。
【請求項３】
前記右眼第１光学系および前記左眼第１光学系は、それぞれ、入射光を、対応する前記撮
像素子へ向う光路と、対応する前記画像表示手段へ向う光路とに分岐する光学素子を有す
る請求項１または２に記載の双眼鏡。
【請求項４】
前記切り替え手段は、前記第２の状態のときに、前記各画像表示手段の画像表示面に前記
光学像が投影されるのを阻止する像重複防止手段を有する請求項１ないし３のいずれかに
記載の双眼鏡。
【請求項５】
前記像重複防止手段は、前記右眼第２光学系および前記左眼第２光学系の光路内にそれぞ
れ進退可能に支持された面光源を有するものである請求項４に記載の双眼鏡。
【請求項６】
前記第１の状態において双眼視される物体の光学像と、前記第２の状態において双眼視さ
れる再生画像とに関する所定の条件がほぼ一致するように調整する調整手段を有する請求
項１ないし５のいずれかに記載の双眼鏡。
【請求項７】
撮影された画像を記録する記録手段を有する請求項１ないし６のいずれかに記載の双眼鏡
。
【請求項８】
前記記録手段により記録された画像を再生する再生手段を有する請求項７に記載の双眼鏡
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、双眼鏡、特に電子カメラに適用し得る双眼鏡に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
双眼鏡は、対物レンズ、正立光学系および接眼レンズよりなる左右一対の光学系を介して
物体の光学像を正立視するものであり、わずかに異なる視点から両眼で物体を立体視する
ことにより、観察をより楽にかつリアルに行うことができる光学機器である。
【０００３】
この双眼鏡の原理をビデオカメラや電子スチルカメラに応用し、立体画像を撮影する場合
、次のような２つの方法が用いられている。
【０００４】
第１の方法は、右眼像と左眼像をそれぞれ別個のカメラで撮影する方法であり、第２の方
法は、カメラボディ内に右眼用および左眼用の２つの撮影光学系を設け、これらにより立
体写真を撮影し、記録するカメラを用いる方法である。
【０００５】
上記第１の方法では、カメラが２台必要となり、運搬や操作などの点で取り扱いが面倒で
ある。また、静止画撮影の場合、動いている被写体を撮影するには、移動する被写体へ追
従するよう２台のカメラを同時にその方向へ向け、かつそれらを同時に操作して電光動作
を行わせる必要があり、レリーズ操作が難しく、事実上この方法を用いることは困難であ
った。
【０００６】
また、上記第２の方法では、１つのカメラを操作すればよいので、取り扱いは上記第１の
方法に比べて容易であり、移動する被写体の撮影も可能となる。しかし、この方法に用い
られるカメラは、右眼および左眼に共通の１つのファインダーしかないため、撮影時にフ
ァインダーを覗いて構図を決定する際、立体画像として画像を把握できず、実際に撮影さ
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れる立体画像と差異を生じるという欠点がある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の第１の目的は、物体の光学像と、撮像素子による撮影画像とを選択的に見ること
ができる双眼鏡を提供することにある。
【０００８】
本発明の第２の目的は、立体画像を撮影する電子カメラに適用した場合、撮影される画像
と同一の像を立体視しながら撮影することができ、また、撮影された立体画像を再生して
見ることもできる電子双眼鏡カメラを提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
このような目的は、下記（１）～（８）の本発明により達成される。
【００１０】
（１）　右眼用撮像素子および左眼用撮像素子と、
前記右眼用撮像素子に物体の右眼像を結像させる右眼第１光学系と、
前記左眼用撮像素子に物体の左眼像を結像させる左眼第１光学系と、
前記右眼第１光学系と少なくとも一部を共用し、物体を右眼で視認するための右眼第２光
学系と、
前記左眼第１光学系と少なくとも一部を共用し、物体を左眼で視認するための左眼第２光
学系と、
前記右眼用および左眼用撮像素子による撮影画像をそれぞれ再生する一対の画像表示手段
と、
前記右眼第２光学系および前記左眼第２光学系により物体の光学像を双眼視し得る第１の
状態と、前記両画像表示手段により前記撮影画像をそれぞれ再生し、これらの再生画像を
双眼視し得る第２の状態とに切り替える切り替え手段とを有し、
前記一対の画像表示手段は、それぞれ、前記右眼第２光学系および前記左眼第２光学系の
光軸上の所定位置に設けられ、かつ、それらは、非作動状態のとき光透過性を有するもの
であり、
前記第１の状態では、非作動状態の前記各画像表示手段を透過して物体の光学像を双眼視
し得るよう構成されていることを特徴とする双眼鏡。
【００１１】
（２）　前記右眼第２光学系および前記左眼第２光学系は、それぞれ、対応する前記画像
表示手段の画像表示面に前記物体の像を結像させる対物レンズを有する上記（１）に記載
の双眼鏡。
【００１２】
（３）　前記右眼第１光学系および前記左眼第１光学系は、それぞれ、入射光を、対応す
る前記撮像素子へ向う光路と、対応する前記画像表示手段へ向う光路とに分岐する光学素
子を有する上記（１）または（２）に記載の双眼鏡。
【００１３】
（４）　前記切り替え手段は、前記第２の状態のときに、前記各画像表示手段の画像表示
面に前記光学像が投影されるのを阻止する像重複防止手段を有する上記（１）ないし（３
）のいずれかに記載の双眼鏡。
【００１４】
（５）　前記像重複防止手段は、前記右眼第２光学系および前記左眼第２光学系の光路内
にそれぞれ進退可能に支持された面光源を有するものである上記（４）に記載の双眼鏡。
【００１５】
（６）　前記第１の状態において双眼視される物体の光学像と、前記第２の状態において
双眼視される再生画像とに関する所定の条件がほぼ一致するように調整する調整手段を有
する上記（１）ないし（５）のいずれかに記載の双眼鏡。
【００１６】
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（７）　撮影された画像を記録する記録手段を有する上記（１）ないし（６）のいずれか
に記載の双眼鏡。
【００１７】
（８）　前記記録手段により記録された画像を再生する再生手段を有する上記（７）に記
載の双眼鏡。
【００１８】
【実施例】
以下、本発明の双眼鏡について、添付図面に示す好適実施例に基づき詳細に説明する。
【００１９】
図１は、本発明の双眼鏡を、撮影画像の記録・再生機能を有する電子カメラに適用した場
合の実施例を模式的に示す断面平面図である。
【００２０】
図１に示すように、本発明の電子双眼鏡カメラ１は、右ハウジング２Ｒ 　および左ハウジ
ング２Ｌ 　より構成される本体２を有している。右ハウジング２Ｒ 　および左ハウジング
２Ｌ 　は、後述する眼幅調整手段６により、互いに平行移動して接近、離間し得るように
構成されている。
【００２１】
前記本体２の右ハウジング２Ｒ 　内には、被写体（物体）を右眼で視認するための右眼用
ファインダー光学系（右眼第２光学系）３Ｒ 　が設けられ、左ハウジング２Ｌ 　内には、
被写体を左眼で視認するための左眼用ファインダー光学系（左眼第２光学系）３Ｌ 　が設
けられている。これら両ファインダー光学系３Ｒ 　、３Ｌ 　により、被写体の右眼像およ
び左眼像を双眼視（立体視）することができる。
【００２２】
また、右ハウジング２Ｒ 　内には、右眼用撮像素子４１Ｒ 　と、該右眼用撮像素子４１Ｒ

　に右眼像を結像させる右眼用撮影光学系（右眼第１光学系）４Ｒ 　とが設けられ、左ハ
ウジング２Ｌ 　内には、左眼用撮像素子４１Ｌ 　と、該左眼用撮像素子４１Ｌ 　に左眼像
を結像させる左眼用撮影光学系（右眼第１光学系）４Ｌ 　とが設けられている。
【００２３】
図示の電子双眼鏡カメラ１は、左右がほぼ対称に構成されているため、以下、右眼用につ
いて代表的に説明する。
【００２４】
ファインダー光学系３Ｒ 　は、対物レンズ３１Ｒ 　、正立光学系３２Ｒ 　、ハーフミラー
３３Ｒ 　、画像表示手段３４Ｒ 　および接眼レンズ３５Ｒ 　で構成され、これらが被写体
からの光の入射側（図１中上側）からこの順で配置されている。
【００２５】
また、撮影光学系４Ｒ 　は、対物レンズ３１Ｒ 　、正立光学系３２Ｒ 　、ハーフミラー３
３Ｒ 　、縮小光学系４２Ｒ 　および絞り４３Ｒ 　で構成され、このうち、対物レンズ３１

Ｒ 　、正立光学系３２Ｒ 　およびハーフミラー３３Ｒ 　を前記ファインダー光学系３Ｒ 　
と共用している。
【００２６】
対物レンズ３１Ｒ 　は、図示しない焦点合せ機構によりその光軸方向に移動可能に設置さ
れ、被写体像を後述する画像表示手段３４Ｒ 　の画像表示面に結像し得るよう構成されて
いる。また、対物レンズ３１Ｒ 　は、図示しないズーム機構により倍率可変とされていて
もよい。なお、対物レンズの移動による焦点合せやズーミングは、両対物レンズ３１Ｒ 　
、３１Ｌ 　が連動して行われる。
【００２７】
正立光学系３２Ｒ 　としては、例えば、ポロプリズム、ダハプリズム、シュミットプリズ
ムを用いたものが使用される。この正立光学系３２Ｒ 　により、接眼レンズを介して被写
体の正立、正像を見ることができる。
【００２８】
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接眼レンズ３５Ｒ 　は、画像表示手段３４Ｒ 　の画像表示面に結像した被写体像および画
像表示手段３４Ｒ 　による再生画像を所望の倍率に拡大するもので、図示しない視度調節
機構を有している。
【００２９】
対物レンズ３１Ｒ 　および正立光学系３２Ｒ 　を順次経た光束は、ハーフミラー３３Ｒ 　
により、画像表示手段３４Ｒ 　と撮像素子４１Ｒ 　とへ向かう２つの異なる方向に分岐さ
れる。
【００３０】
ハーフミラー３３Ｒ 　と撮像素子４１Ｒ 　との間には、縮小光学系４２Ｒ 　と絞り４３Ｒ

　とが設置されている。縮小光学系４２Ｒ 　は、コンデンサレンズ４２１Ｒ 　と結像レン
ズ４２２Ｒ 　とからなり、これらの間に絞り４３が設けられている。
【００３１】
ハーフミラー３３Ｒ 　で反射された光束は、コンデンサレンズ４２１Ｒ 　の手前にある結
像位置ＰＲ 　にて一旦結像した後、コンデンサレンズ４２１Ｒ 　に入射し、該コンデンサ
レンズ４２１Ｒ 　および結像レンズ４２２Ｒ 　により中継され、画像表示手段３４Ｒ 　の
受光面上で再結像する。
【００３２】
一方、対物レンズ３１Ｒ 　および正立光学系３２Ｒ 　を経てハーフミラー３３Ｒ 　を透過
した光束は、画像表示手段３４Ｒ 　の画像表示面上に正立正像が結像する。
【００３３】
すなわち、前記結像位置ＰＲ 　を含みかつ光軸に対して垂直な面と、画像表示手段３４Ｒ

　の画像表示面とは、互いに光学的に共役な関係にある。
【００３４】
縮小光学系４２Ｒ 　の縮小倍率は、画像表示手段３４Ｒ 　の画像表示面に結像した光学像
と、それに対応する画像表示手段３４Ｒ 　での再生画像とが一致する（同倍率となる）よ
うに調整されている。
【００３５】
また、絞り４３Ｒ 　は、後述する絞りドライブ回路１０により駆動するが、画像表示手段
３４Ｒ 　および３４Ｌ 　での各再生画像の輝度がほぼ等しくなるようにするために、両絞
り４３Ｒ 　、４３Ｌ 　は、それらの絞り値および被写界深度が等しくなるように連動して
駆動する。
【００３６】
以上のようにして撮像素子４１Ｒ 　の受光面に結像した被写体像は、画像信号に変換され
、本体２内に設置されている後述の信号処理回路５で所定の処理がなされた後、画像表示
手段３４Ｒ 　に再生される。また、信号処理回路５で処理された画像信号は、記録再生装
置１４により、所定のフォーマットに従い記録媒体に記録される。
【００３７】
本実施例において、画像表示手段３４Ｒ 　としては、フラットパネル型の液晶ディスプレ
イ（以下「ＬＣＤ」と称する）が用いられている。このＬＣＤは、行列状に配置された表
示画素群（画像表示面）を有し、非作動状態（各画素への電圧が印加されていない状態）
では、ほぼ透明となり、後述するＬＣＤドライブ回路１６Ｒ 　の駆動により各表示画素へ
それぞれ所定の電圧が印加されて、撮像素子４１Ｒ 　にて撮影された画像がカラーまたは
白黒で再生される。なお、ＬＣＤでの画像再生時には、後述するバックライト３６Ｒ 　に
よりＬＣＤの背面側から照明される。
【００３８】
また、撮像素子４１Ｒ 　は、光電変換および電荷蓄積機能を持つ画素群と、各画素に蓄積
された画像信号を順次読み出す走査回路部とを同一基板上に集積したもので、本実施例で
は、ＣＣＤ（ｃｈｒｇｅ　ｃｏｕｐｌｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ）が用いられている。この場合
、ＣＣＤの有効受光画素とＬＣＤの有効表示画素とは、一対一対応している。
【００３９】
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バックライト３６Ｒ 　は、例えば冷陰極平面蛍光ランプのような面光源よりなるものであ
り、支点３７Ｒ 　を中心に回動可能に設置され、図示しないバックライト駆動機構により
、画像表示手段３４Ｒ 　の背面に接合する位置とファインダー光学系３Ｒ 　の光路から外
れた退避位置とを取り得るように構成されている。なお、このような移動は、両バックラ
イト３６Ｒ 　、３６Ｌ 　が連動して行われる。
【００４０】
バックライト３６Ｒ 　の背面には、例えば黒色の遮光面が形成され、バックライト３６Ｒ

　が画像表示手段３４Ｒ 　の背面に接合した状態では、ハーフミラー３３Ｒ 　の透過光を
遮光する。これにより、画像表示手段３４Ｒ 　による撮影画像の再生時（第２の状態のと
き）に、画像表示手段３４Ｒ 　の画像表示面に、ファインダー光学系３Ｒ 　を経た被写体
の光学像が投影され、該光学像が再生画像に重なるのを阻止する。また、ファインダー光
学系３Ｒ 　により被写体の光学像を見るとき（第１の状態のとき）は、バックライト３６

Ｒ 　は、消灯して前記退避位置へ移動し、光学像の視認を妨げない。
【００４１】
このような、バックライト３６Ｒ 　および前記バックライト駆動機構により、撮影画像の
再生時に、被写体の光学像が再生画像に重なって映るのを阻止する像重複防止手段が構成
される。
【００４２】
以上のような右眼用についての各構成は、対応する左眼用の各構成（対物レンズ３１Ｌ 　
、正立光学系３２Ｌ 　、ハーフミラー３３Ｌ 　、画像表示手段３４Ｌ 　および接眼レンズ
３５Ｌ 　、支点３７Ｌ 　、バックライト３６Ｌ 　およびその駆動機構、撮像素子４１Ｌ 　
、縮小光学系４２Ｌ 　（コンデンサレンズ４２１Ｌ 　、結像レンズ４２２Ｌ 　、結像位置
ＰＬ 　）、絞り４３Ｌ 　）についても同様である。
【００４３】
このような電子双眼鏡カメラ１では、ファインダー光学系３Ｒ 　および３Ｌ 　により被写
体の光学像を接眼レンズ３５Ｒ 　および３５Ｌ 　を介して双眼視（立体視）し得る第１の
状態と、画像表示手段３４Ｒ 　および３４Ｌ 　により撮像素子４１Ｒ 　および４１Ｌ 　に
て撮影された画像をそれぞれ再生し、これらの再生画像を接眼レンズ３５Ｒ 　および３５

Ｌ 　を介して双眼視し得る第２の状態とに切り替える切り替え手段を有している。
【００４４】
本実施例においては、この切り替え手段は、主に、後述するモード選択スイッチ、レリー
ズスイッチおよび前記像重複防止手段により構成される。
【００４５】
前記第１の状態では、画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　は、非作動状態となり光透過可能
となるため、被写体からの光は、それぞれ、対物レンズ３１Ｒ 　、３１Ｌ 　、正立光学系
３２Ｒ 　、３２Ｌ 　およびハーフミラー３３Ｒ 　、３３Ｌ 　を順次経て画像表示手段３４

Ｒ 　、３４Ｌ 　の画像表示面に光学像として結像し、該光学像をそれぞれ接眼レンズ３５

Ｒ 　、３５Ｌ 　を介して両眼で立体視することができる。そして、この第１の状態では、
例えば撮影時の画面の構図決定（フレーミング）をすることができる。このようにファイ
ンダー光学系３Ｒ 　、３Ｌ 　で被写体の光学像を見る場合、信号処理回路５を常時駆動さ
せていなくても、フレーミングができるので、電力の節約ができ、また長時間ファインダ
ーを覗いていても、目の疲れが少ないという利点がある。
【００４６】
一方、前記第２の状態では、再生される撮影画像に関する画像信号が記録媒体から読み出
され、所望に変換、処理され、画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　の各画像表示面に再生、
表示されるとともに、バックライト３６Ｒ 　、３６Ｌ 　がそれぞれ画像表示手段３４Ｒ 　
、３４Ｌ 　の背面へ移動および点灯して、画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　を照明する。
そして、これらの再生画像をそれぞれ接眼レンズ３５Ｒ 　、３５Ｌ 　を介して両眼で立体
視することができる。
【００４７】
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このような電子双眼鏡カメラ１では、前記第１の状態において双眼視される被写体の光学
像と、前記第２の状態において双眼視される再生画像とに関する所定の条件、すなわち光
学像に対し再生画像の反転がなく、かつ光学像と画像表示手段による再生画像とが同倍率
で観察できるよう調整する調整手段を有している。本実施例における調整手段は、前者に
関する電気的に行う調整と、後者に関する光学的に行う調整をとを組み合わせて行うもの
で、主に、後述するアドレス制御回路を内蔵するコントロール回路１７と、縮小光学系４
２Ｒ 　、４２Ｌ 　とで構成される。
【００４８】
なお、前記再生画像の反転調整は、電気的に調整する方法に限らず、例えば、ハーフミラ
ー３３Ｒ 　、３３Ｌ 　と撮像素子４１Ｒ 　、４１Ｌ 　との間に、ミラーまたは反射面を有
するプリズムを介在させて、像を再度反転させるような構成であってもよい。
【００４９】
前記両ファインダー光学系３Ｒ 　、３Ｌ 　の間隔は、眼幅調整手段６により調整可能とな
っている。
【００５０】
この眼幅調整手段６は、図１に示すように、前記右ハウジング２Ｒ 　と前記左ハウジング
２Ｌ 　との間に設けられ、ノブ６２と該ノブ６２から互いに反対側へ突出して各ハウジン
グ２Ｒ 　、２Ｌ 　にそれぞれ螺合する一対の螺子部６３Ｒ 　、６３Ｌ 　とで構成される調
節螺子６１と、該調節螺子６１を回転可能に支持する基台６４と、本体２の前後にそれぞ
れ設けられ、両ハウジング２Ｒ 　、２Ｌ 　の移動をガイドする一対の移動レール６５、６
６とで構成されている。調節螺子６１の両螺子部６３Ｒ 　、６３Ｌ 　は、それぞれ螺子が
逆方向に形成されている。
【００５１】
ノブ６２を操作して調節螺子６１を回転すると、両ハウジング２Ｒ 　、２Ｌ 　が移動レー
ル６５、６６に沿って平行移動し、調節螺子６１の回転方向に応じて、両ハウジング２Ｒ

　、２Ｌ 　が接近または離間する。これにより、両ファインダー光学系３Ｒ 　、３Ｌ 　の
間隔、すなわち眼幅が調整される。
【００５２】
このような構成の眼幅調整手段６では、ファインダー光学系３Ｒ 　、３Ｌ 　を平行移動し
て眼幅を調整するため、画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　に再生された撮影画像が回転す
るといった不都合は生じない。
【００５３】
次に、信号処理回路５の構成について説明する。図２は、信号処理回路５の回路構成を示
すブロック図である。信号処理回路５は、撮像素子４１Ｒ 　から出力された画像信号を処
理する右眼用回路と、撮像素子４１Ｌ 　から出力された画像信号を処理する左眼用回路と
で構成されており、これらはほぼ同一であるため、以下右眼用回路について代表的に説明
する。
【００５４】
信号処理回路５のうちの右眼用回路は、撮像素子４１Ｒ 　から出力された画像信号を増幅
するアンプ１１Ｒ 　と、該アンプ１１Ｒ 　からのアナログ信号をデジタル信号に変換する
Ａ／Ｄ変換回路１２Ｒ 　と、デジタル信号に変換された画像信号を記憶するメモリ１３Ｒ

　と、該メモリ１３Ｒ 　に記憶されている画像信号をさらに記録媒体に記録しまたは記録
媒体から信号を読み取る記録再生装置１４Ｒ 　と、メモリ１３Ｒ 　から読み出されたデジ
タル画像信号をアナログ信号に変換するＤ／Ａ変換回路１５Ｒ 　と、画像表示手段３４Ｒ

　であるＬＣＤを駆動するＬＣＤドライブ回路１６Ｒ 　とを有している。
【００５５】
また、左眼用回路も同様に、アンプ１１Ｌ 　、Ａ／Ｄ変換回路１２Ｌ 　、メモリ１３Ｌ 　
、記録再生装置１４Ｌ 　、Ｄ／Ａ変換回路１５Ｌ 　およびＬＣＤドライブ回路１６Ｌ 　を
有する。
【００５６】
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これらのうち、メモリ１３Ｒ 　、１３Ｌ 　、記録再生装置１４Ｒ 　１４Ｌ 　および後述す
るコントロール回路１７により、撮影画像を画像信号として記録（記憶）する記録手段が
構成される。
【００５７】
さらに、信号処理回路５は、前記各回路の駆動を制御する制御手段として、マイクロコン
ピュータで構成されるコントロール回路１７を有している。このコントロール回路１７は
、図示しない同期信号発生回路を内蔵しており、Ａ／Ｄ変換回路１２Ｒ 　、１２Ｌ 　、メ
モリ１３Ｒ 　、１３Ｌ 　、記録再生装置１４Ｒ 　、１４Ｌ 　、Ｄ／Ａ変換回路１５Ｒ 　、
１５Ｌ 　およびＬＣＤドライブ回路１６Ｒ 　、１６Ｌ 　へ、それぞれ所定の制御信号、同
期信号を送り、これらの作動を所望に制御する。
【００５８】
また、コントロール回路１７は、撮像素子４１Ｒ 　、４１Ｌ 　を駆動させるためのドライ
ブ回路１９へ信号を送り、撮像素子４１Ｒ 　、４１Ｌ 　の受光部の蓄積電荷の転送タイミ
ングを制御し、両撮像素子での像の露光時間（電荷蓄積時間）を制御する。この場合、前
述したように絞り４３Ｒ 　および４３Ｌ 　の絞り値が同一とされているので、撮像素子４
１Ｒ 　および４１Ｌ 　での電荷蓄積時間を同一とすることにより、それらの露出が等しく
なる。
【００５９】
また、コントロール回路１７は、バックライトドライブ回路２０へ信号を送り、バックラ
イト３６Ｒ 　、３６Ｌ 　の移動動作および点灯／消灯を制御する。この場合、バックライ
ト３６Ｒ 　および３６Ｌ 　の点灯時の輝度は同一とされ、移動動作も同期的に行われる。
【００６０】
また、コントロール回路１７は、測光手段２１から入力された被写体の輝度情報に基づい
て撮像素子４１Ｒ 　、４１Ｌ 　の適正な受光光量を求めるとともに、絞りドライブ回路１
０へ信号を送り、前記受光光量が得られるように絞り４３Ｒ 　、４３Ｌ 　の駆動を制御す
る。
【００６１】
なお、コントロール回路１７は、画像表示手段３４Ｒ 　および３４Ｌ 　において各再生画
像が適正な組み合わせで同時にかつ同輝度で再生されるように、右眼用回路と左眼用回路
とが同期的にまたは同条件で作動するように制御する。
【００６２】
さらに、コントロール回路１７には、スイッチ回路１８が接続されている。このスイッチ
回路１８は、例えば、メインスイッチ（電源スイッチ）、レリーズスイッチ、記録モード
／再生モードの切り替えを行うモード選択スイッチや、記録媒体の装填等を検知する検知
スイッチ、センサー類（いずれも図示せず）を有している。
【００６３】
なお、記録再生装置１４Ｒ 　、１４Ｌ 　により画像情報が記録（記憶）される記録媒体の
例としては、例えば磁気記録媒体、光磁気記録媒体、ＩＣメモリーカード等が挙げられる
。以下、記録媒体として、磁気ディスクを例にして説明する。
【００６４】
次に、信号処理回路５の作用を説明する。前記メインスイッチをオンし、前記検知スイッ
チで磁気ディスク装填を検知している状態で、前記モード選択スイッチの操作により記録
モードが選択されると、磁気ディスク（記録媒体）が回転し、撮影待機状態となる。この
とき、ＬＣＤドライブ回路３６Ｒ 　、３６Ｌ 　の非作動により、画像表示手段３４Ｒ 　、
３４Ｌ 　であるＬＣＤは、いずれも非作動状態、すなわち、光透過可能な状態であるとと
もに、バックライト３６Ｒ 　、３６Ｌ 　は、バックライトドライブ回路２０により退避位
置に移動されかつ消灯状態とされる。
【００６５】
接眼レンズ３５Ｒ 　、３５Ｌ 　を両眼で覗いて、ファインダー光学系３Ｒ 　、３Ｌ 　で得
られる被写体像を立体視しながら、撮影する画像の構図を決定する。ここで、前記レリー
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ズスイッチがオンされ、スイッチ回路１８からレリーズ信号がコントロール回路１７へ入
力されると、コントロール回路１７は、前記レリーズ信号に基づき、露出制御完了後に、
ドライブ回路１９へ信号を送り、ドライブ回路１９は、撮像素子４１Ｒ 　および撮像素子
４１Ｌ 　へ、それぞれシフトパルスを発信し、さらにＣＣＤ駆動パルスを発信する。
【００６６】
ドライブ回路１９の駆動により右眼用撮像素子４１Ｒ 　と左眼用撮像素子４１Ｌ 　から出
力されたアナログの画像信号（カラーＣＣＤの場合、例えば輝度信号および各色信号を含
む）は、それぞれ、アンプ１１Ｒ 　、１１Ｌ 　で増幅され、Ａ／Ｄ変換回路１２Ｒ 　、１
２Ｌ 　でデジタル信号に変換される。これらのデジタル画像信号は、それぞれメモリ１３

Ｒ 　、１３Ｌ 　に一旦記憶され、さらにメモリ１３Ｒ 　、１３Ｌ 　から読み出され、記録
再生装置１４Ｒ 　、１４Ｌ 　により、アナログ信号に変換され、所定のフォーマットで磁
気ヘッドにより磁気ディスクに記録される。
【００６７】
なお、撮像素子４１Ｒ 　、４１Ｌ 　で撮影された画像は、ハーフミラー３３Ｒ 　、３３Ｌ

　で反射され、また縮小光学系４２Ｒ 　、４２Ｌ 　で反転されたものであり、画像表示手
段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　に結像する光学像に対し上下左右が反転しているため、画像信号の
メモリー１３Ｒ 　、１３Ｌ 　からの読み出しに際し、その順序を書き込み時と変えて、前
記画像の反転を元に戻す調整を行う。このような調整は、コントロール回路１７に内蔵さ
れたメモリー１３Ｒ 　、１３Ｌ 　からの読み出しアドレスを制御するアドレス制御回路に
よりなされる。
【００６８】
以上のような記録動作では、磁気ディスクに対し、右眼像の画像信号と、左眼像の画像信
号とが別々に処理されて、それぞれ異なるトラックに記録される。
【００６９】
このようにして、撮影者は、被写体の光学像をファインダーで立体視しつつ、レリーズ時
に、この観察像と等価な像を撮影し、記録媒体に記録することができる。
【００７０】
撮影した画像を再生する場合には、前記モード選択スイッチを操作して、再生モードを選
択する。この再生モードにおいて、前記検知スイッチで磁気ディスク装填を検知している
状態で、レリーズスイッチがオンされ、スイッチ回路１８よりコントロール回路１７へレ
リーズ信号が入力されると、磁気ディスクに記録されている所望の画像（例えば、最後に
記録された画像）についての画像信号を記録再生装置１４Ｒ 　、１４Ｌ 　で再生し、同装
置内でデジタル信号に変換した後、このデジタル画像信号をそれぞれメモリ１３Ｒ 　、１
３Ｌ 　に一旦記憶し、同信号をメモリ１３Ｒ 　、１３Ｌ 　から読み出し、Ｄ／Ａ変換回路
１５Ｒ 　、１５Ｌ 　でそれぞれアナログ画像信号に変換する。
【００７１】
この変換されたアナログ画像信号は、それぞれ、ＬＣＤドライブ回路１６Ｒ 　、１６Ｌ 　
に入力され、さらに、ＬＣＤドライブ回路１６Ｒ 　、１６Ｌ 　から出力されたＬＣＤ駆動
用の信号によって、画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　にそれぞれ右眼像および左眼像の撮
影画像が再生される。また、このとき、バックライト３６Ｒ 　、３６Ｌ 　は、バックライ
トドライブ回路２０により、それぞれ画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　の背面に接合する
よう移動されかつ点灯状態とされる。
【００７２】
このようにして、画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　にそれぞれ再生された右眼像および左
眼像の再生画像を、接眼レンズ３５Ｒ 　、３５Ｌ 　を介して双眼視することができる。こ
の場合、前記調整手段の作用により、撮影時にファインダーで双眼視した被写体の光学像
と同一の再生画像を見ることができる。
【００７３】
なお、本実施例では、画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　での撮影画像の再生は、再生を意
識的に行う場合のみ、すなわち再生モードを選択し、レリーズによる再生操作を行ったと
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きのみなされる構成とされているが、これに限らず、例えば、記録モードにおいて、レリ
ーズスイッチをオンして、撮影が完了すると同時に、その撮影画像に関する画像信号をメ
モリ１３Ｒ 　、１３Ｌ 　から読み出し、前記像重複防止手段の作動下で、画像表示手段３
４Ｒ 　、３４Ｌ 　に所定時間（例えば、３秒間程度）再生し、その後、第１の状態に戻る
ような構成とすることもできる。
【００７４】
この場合には、撮影した直後に、その撮影画像を電子立体画像として確認することができ
、例えば手ブレ、ピンボケ等の撮影の適否を即座に確認することができるという利点があ
る。また、撮影画像が再生されている時間を、撮影画像の確認をするのに必要かつ十分な
時間とすることにより、その後自動的に次の撮影を続行することができる。
【００７５】
次に、本発明における切り替え手段の他の構成例について、図３に基づき説明する。なお
、図３に示す信号処理回路５’について、前記信号処理回路５と同様の構成については、
その説明を省略する。
【００７６】
信号処理回路５’においては、切り替え手段として、電子画像モニターモードと光学像モ
ニターモードとに切り替えるモニターモード選択スイッチ（図示せず）をスイッチ回路１
８に設け、コントロール回路１７は、前記モニターモード選択スイッチにより光学像モニ
ターモードが選択された場合には、前記第１の状態となり、電子画像モニターモードが選
択された場合には、前記第２の状態となるよう制御する。
【００７７】
この場合、図３に示すように、右眼用回路および左眼用回路のそれぞれにおいて、アンプ
１１Ｒ 　、１１Ｌ 　の出力側からＬＣＤドライブ回路１６Ｒ 　、１６Ｌ 　の入力側へ画像
信号を直接伝送する信号伝送ライン（メモリー１３Ｒ 　、１３Ｌ 　を迂回するバイパスラ
イン）２２Ｒ 　、２２Ｌ 　と、アンプ１１Ｒ 　、１１Ｌ 　の出力端子が各信号伝送ライン
２２Ｒ 　、２２Ｌ 　とＡ／Ｄ変換回路１２Ｒ 　、１２Ｌ 　とに選択的に接続するスイッチ
手段２３Ｒ 　、２３Ｌ 　とが設けられる。また、メインスイッチがオンの状態では、ドラ
イブ回路１９は、常時駆動状態とされる。
【００７８】
電子画像モニターモードが選択されている場合には、スイッチ手段２３Ｒ 　、２３Ｌ 　が
それぞれ信号伝送ライン２２Ｒ 　、２２Ｌ 　と接続し、アンプ１１Ｒ 　、１１Ｌ 　から随
時出力されるアナログ画像信号が各信号伝送ライン２２Ｒ 　、２２Ｌ 　を介して、駆動状
態のＬＣＤドライブ回路１６Ｒ 　、１６Ｌ 　へ直接入力され、バックライト３６Ｒ 　、３
６Ｌ 　の照明下で、画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　により撮影画像が動画として再生さ
れる。これにより、両眼で電子画像を連続的にモニターすることができる。なお、この場
合、絞り４３Ｒ 　、４３Ｌ 　としては、公知のオートアイリス機構が用いられ、撮像素子
４１Ｒ 　、４１Ｌ 　での受光光量を随時適正範囲に制御する。
【００７９】
また、光学像モニターモードが選択されている場合には、ＬＣＤドライブ回路１６Ｒ 　、
１６Ｌ 　を非作動状態とするとともに、バックライト３６Ｒ 　、３６Ｌ 　を退避位置に移
動しかつ消灯状態として、被写体の光学像を両眼でモニター可能とする。
【００８０】
さらに、電子画像または光学像によるモニターをしつつ、その画像を記録媒体に記録する
場合には、記録のためにレリーズースイッチがオンされると、スイッチ手段２３Ｒ 　、２
３Ｌ 　がそれぞれＡ／Ｄ変換回路１２Ｒ 　、１２Ｌ 　と接続して、前記と同様の動作によ
り記録媒体に記録される。記録媒体に記録された画像を画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　
で再生する場合も、前記と同様である。
【００８１】
なお、撮像素子４１Ｒ 　、４１Ｌ 　からの画像信号を、信号伝送ライン２２Ｒ 　、２２Ｌ

　を介さずに、常時画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　にモニター出力する構成とすること
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もでき、この場合には、この画像信号を随時記録再生装置１４Ｒ 　、１４Ｌ 　へも入力す
ることによって、立体画像の動画を記録する構成とすることもできる。この場合、公知の
方法により、撮像素子４１Ｒ 　、４１Ｌ 　から順次出力されるビデオ信号を所定フォーマ
ットで順次磁気テープ等の記録媒体に記録する。
【００８２】
なお、以上説明した各実施例において、メインスイッチをオフとした場合では、画像表示
手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　は非作動状態（第１の状態）となり、ファインダー光学系３Ｒ 　
、３Ｌ 　により物体の光学像を双眼視する双眼鏡として使用することができる。
【００８３】
以上のように、本発明の双眼鏡は、静止画を撮影するスチルビデオカメラに限らず、動画
を撮影するビデオカメラに適用することもでき、ＣＣＤ、ＬＣＤの種類の選択や信号処理
の方法により、記録または再生する画像は、白黒画像、カラー画像のいずれも可能である
。
【００８４】
本発明において、像重複防止手段は、ハーフミラー３３Ｒ 　、３３Ｌ 　と画像表示手段３
４Ｒ 　、３４Ｌ 　とのそれぞれの間のファインダー光学系３Ｒ 　、３Ｌ 　の光路中に挿入
、退避可能に設置された拡散板（図示せず）であってもよい。この場合、拡散板は、被写
体の光学像の結像面からずれた位置に配置されるのが好ましい。撮影画像の再生時（第２
の状態）、前記拡散板の光路への挿入により、被写体像が画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ

　の画像表示面に結像せず、かつその散乱光により画像表示手段３４Ｒ 　、３４Ｌ 　の背
面が照明される。
【００８５】
本発明のさらに他の構成として、ハーフミラー３３Ｒ 　、３３Ｌ 　をそれぞれ全反射する
ミラーに代え、一眼レフカメラのミラーアップ機構と同様の機構を設けてもよい。すなわ
ち、ミラーを揺動自在に支持するとともに、第１の状態では、前記ミラーは、ファインダ
ー光学系３Ｒ 　、３Ｌ 　の光路から外れた退避位置にあり、撮影のためにレリーズスイッ
チをオンすると、前記ミラーは、前記光路に挿入され、被写体からの光を反射して、撮像
素子４１Ｒ 　、４１Ｌ 　の受光面へ結像させるような構成とする。
【００８６】
この場合には、光量が十分確保されるため、より明るい光学像および鮮明な撮影画像が得
られるとともに、露光時間を短縮できるので、手ブレ防止効果が高まる。さらに、ミラー
が相互に逆方向へ揺動するように構成すれば、レリーズ作動時には、各ミラーの駆動によ
る反動が相互に相殺されるため、撮影画像のブレが防止されるという利点もある。
【００８７】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明の双眼鏡によれば、物体（被写体）の光学像と、撮像素子によ
る撮影画像とを選択的にかつ立体視することができる。
【００８８】
特に、本発明の双眼鏡を立体画像を撮影する電子カメラに適用した場合には、撮影される
立体画像と同一の像を立体視しながら構図を決めて撮影することができ、より正確で意向
に沿った立体写真を撮ることができる。しかも、撮影された画像をその場で再生して見る
ことができ、その再生画像も撮影時と同様に、立体画像として見ることができる。
【００８９】
また、右眼第１光学系と右眼第２光学系、左眼第１光学系と左眼第２光学系とが少なくと
も一部の光学素子を共用しているため、部品点数が少なく、双眼鏡全体の構成がより簡易
となり、製造コストの低減や小型化、軽量化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の双眼鏡の実施例を模式的に示す断面平面図である。
【図２】信号処理回路の回路構成を示すブロック図である。
【図３】信号処理回路の回路構成を示すブロック図である。
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【符号の説明】
１　　　　　　　電子双眼鏡カメラ
２　　　　　　　本体
２Ｒ 　　　　　　　右ハウジング
２Ｌ 　　　　　　　左ハウジング
３Ｒ 　　　　　　　ファインダー光学系（右眼第２光学系）
３Ｌ 　　　　　　　ファインダー光学系（左眼第２光学系）
３１Ｒ 　、３１Ｌ 　　対物レンズ
３２Ｒ 　、３２Ｌ 　　正立光学系
３３Ｒ 　、３３Ｌ 　　ハーフミラー
３４Ｒ 　、３４Ｌ 　　画像表示手段（ＬＣＤ）
３５Ｒ 　、３５Ｌ 　　接眼レンズ
３６Ｒ 　、３６Ｌ 　　バックライト
３７Ｒ 　、３７Ｌ 　　支点
４Ｒ 　　　　　　　撮像光学系（右眼第１光学系）
４Ｌ 　　　　　　　撮像光学系（左眼第１光学系）
４１Ｒ 　、４１Ｌ 　　撮像素子
４２Ｒ 　、４２Ｌ 　　縮小光学系
４２１Ｒ 　、４２１Ｌ 　　コンデンサレンズ
４２２Ｒ 　、４２２Ｌ 　　結像レンズ
４３Ｒ 　、４３Ｌ 　　絞り
５、５’　　　　信号処理回路
６　　　　　　　眼幅調整手段
６１　　　　　　調整螺子
６２　　　　　　ノブ
６３Ｒ 　、６３Ｌ 　　螺子部
６４　　　　　　基台
６５、６６　　　移動レール
１０　　　　　　絞りドライブ回路
１１Ｒ 　、１１Ｌ 　　アンプ
１２Ｒ 　、１２Ｌ 　　Ａ／Ｄ変換回路
１３Ｒ 　、１３Ｌ 　　メモリ
１４Ｒ 　、１４Ｌ 　　記録再生装置
１５Ｒ 　、１５Ｌ 　　Ｄ／Ａ変換回路
１６Ｒ 　、１６Ｌ 　　ＬＣＤドライブ回路
１７　　　　　　コントロール回路
１８　　　　　　スイッチ回路
１９　　　　　　ドライブ回路
２０　　　　　　バックライトドライブ回路
２１　　　　　　測光手段
２２Ｒ 　、２２Ｌ 　　信号伝送ライン
２３Ｒ 　、２３Ｌ 　　スイッチ手段
２３Ｒ 　、２３Ｌ 　　スイッチ手段
ＰＲ 　、ＰＬ 　　　　結像位置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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