
JP 4551636 B2 2010.9.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像情報に基づいて変調された光束を出射する光源手段と、該光源手段からの光束を被
走査面上に２次元的に走査する走査手段と、該被走査面上に形成される画像を観察するた
めの光学系と、被写体を撮像する撮像素子とを有し、該撮像素子によって撮像された画像
を前記被走査面上に表示する撮像装置において、前記走査手段は、前記光源手段からの光
束を第１の方向と該第１の方向とは異なる第２の方向に走査し、前記第１の方向について
機械的共振型の揺動によって走査しており、前記撮像素子により撮像された被写体の動き
の大小に応じて前記第２の方向の走査周期を自動的に制御する走査手段制御回路を有する
ことを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、撮像装置に関し、例えば光源手段から画像情報に基づいて光変調され出射し
た光束で所定面上を２次元にラスタ走査する走査手段（光走査手段ともいう。）を用いて
、所定面上に画像を表示し、該所定面上の画像を光学系を介して観察する際に好適なもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルカメラやビデオカメラ等に用いられている電子ビューファンダーシステムなどの
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画像表示装置では、透過型液晶や、反射型液晶などの２次元表示素子と接眼光学系とを組
み合わせ、２次元表示素子上に形成される画像を接眼光学系で虚像として表示し観察する
ように構成されている。
【０００３】
近年、そのような画像表示装置では、表示される画像がより高精細であることが要求され
ている。このような要求に対して、前述の２次元表示素子では表示素子上に必要な画素数
に対応する数の画素を製作しなければならないため、画素数が増えた分だけ画素欠陥が増
加したり、２次元表示素子の大きさに対して相対的に画素が小さくなり製造が困難になる
などの問題があった。また、さらに液晶を利用した２次元表示素子では、液晶の応答速度
が遅い為、動画像を表示した場合などに残像が残るなどの問題があった。
【０００４】
一方、２次元表示素子を用いる代わりに、光源手段からの画像情報に基づいて光変調され
た光束を２次元の走査が可能な光走査手段を用いて被走査面上を走査することにより画像
を表示し、該画像を観察する画像表示装置が知られている（例えば特許文献１）。特許文
献１は、赤色、青色、緑色の光束を走査手段で水平方向と垂直方向の２次元方向に走査し
、光学系を介して網膜上に直接２次元画像を形成する技術を示している。
【０００５】
このような画像表示技術は、１つの光束を走査して画像を表示するために、２次元表示素
子を用いた画像表示装置のように必要な解像度にあわせて複数の画素を形成した表示素子
を用いる必要がなく、また原理的に画素欠陥というものが発生しないという特徴を有して
いる。
【０００６】
このような走査手段を用いた画像表示装置を実現するにあたって、光走査手段として半導
体プロセスにより製造された微小機械システム（Micro Electro Mechanical SYSTEM:以下
MEMS技術という。）が知られている（例えば特許文献２、３）。ＭＥＭＳ技術で製造され
た光走査手段は、小型軽量でありかつ高速で動作可能なものであり、こうした特長が画像
表示装置として適している。又頭部装着型の画像表示装置用の２次元走査手段のMEMS技術
が知られている（例えば非特許文献１）。これらのMEMS技術による光走査手段は、光を反
射する面をトーションバーなどで機械的に共振動作させ、その際に生じるねじれを利用し
て光を反射する面を傾斜させその反射面に入射する光を偏向し走査するものである。ねじ
れを利用するため、光を反射する面は回転ではなく揺動するものである。
【０００７】
これらの機械的な共振動作の基本的な周波数は、光走査手段の機械的寸法により決定され
、静電気力、電磁力により共振駆動することにより光走査手段を駆動するものである。
【０００８】
先の特許文献１などでは、こうした共振型の光走査手段を第１の方向とし、さらに第１の
方向とは異なる第２の方向に光を走査する光走査手段を配置して２次元走査を実現してい
る。
【特許文献１】
米国特許第５４６７１０４号
【特許文献２】
特開平０７－１７５００５号公報
【特許文献３】
特開平０８－３３４７２３号公報
【非特許文献１】
SPIE Conference ＃ 4407,19(Jun2001)
Wafer scale packaging for a MEMS
video Scanner
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
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デジタルカメラ等の画像撮像装置に用いる電子ビューファンダーシステムに走査手段を用
いた画像表示装置を適用する場合、動体の被写体に対して実時間的に被写体を画像表示装
置で表示し観察者に観察させることが要望される。したがって、高速に動く被写体に対し
ては、画像のフレームレートの速いものが必要となってくる。
【００１０】
先の特許文献１、２、３などでは、走査手段を用いて画像を表示する技術に関しては開示
されているだけである。
【００１１】
　本発明は、第１の方向と、それとは異なる第２の方向の双方で光走査が可能な光走査手
段を用いて被走査面上を走査し、画像を表示し、該画像を観察するとき、第２の方向の繰
り返し周期（フレーム周波数）の基本的な状態を、複数の状態に制御することによって、
被写体によって画像表示のフレームレートを可変にし、常に良好なる画質の画像を所定面
上に表示し、該所定面上の画像を観察することができる撮像装置の提供を目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明の撮像装置は、画像情報に基づいて変調された光束を出射する光源手段
と、該光源手段からの光束を被走査面上に２次元的に走査する走査手段と、該被走査面上
に形成される画像を観察するための光学系と、被写体を撮像する撮像素子とを有し、該撮
像素子によって撮像された画像を前記被走査面上に表示する撮像装置において、前記走査
手段は、前記光源手段からの光束を第１の方向と該第１の方向とは異なる第２の方向に走
査し、前記第１の方向について機械的共振型の揺動によって走査しており、前記撮像素子
により撮像された被写体の動きの大小に応じて前記第２の方向の走査周期を自動的に制御
する走査手段制御回路を有することを特徴としている。
【００１８】
【発明の実施の形態】
（実施形態）
本発明にかかる各実施形態を各図を用いて説明する。
【００１９】
（実施形態１）
図１は、本発明の実施形態１の走査型の画像表示装置の構成概要の説明図である。図１に
おいて、光源手段１０１は、出射光束が光源駆動回路１３２からの信号により光変調した
光束を出射している。光源手段１０１より発光した（光変調された）光束１１４は、順に
複数の色光を１つの光束として合成する色合成光学系１０２、コンデンサーレンズやコリ
メーターレンズ等の集光光学系１０３、偏向ミラー１０７とカバーガラス１０６を介して
２次元的な走査が可能な光走査手段１０４に向かう。光源手段１０１は、赤色光を出射す
る赤色光源１０１ｒ，緑色光を出射する緑色光源１０１ｇ、青色光を出射する青色光源１
０１ｂを有している。色合成光学系１０２は、光源手段１０１から出射した複数の光束を
、１つの光束に合成し出射するように構成されている。
【００２０】
光走査手段１０４に入射した光は、偏向点１０５を中心に偏向ミラー（反射ミラー）で反
射偏向され、走査光学系１０８を介して、被走査面１０９上を２次元的に走査する。光源
手段１０１と被走査面１０９は、集光光学系１０３と走査光学系１０８により実質的に共
役の関係になっており、被走査面１０９上は、光源手段１０１の光源像で走査されるよう
になっている。被走査面１０９は透明な面又は拡散面となり、そこに像が形成される。
【００２１】
　光束１１４ａ，１１４ｂ，１１４ｃは、光源手段１０１からの光束１１４が、光走査手
段１０４により走査され走査光学系１０８に向かう３つの光束（走査光束）の例を示した
ものである。被走査面１０９上では走査光束１１４ａ、１１４ｂ、１１４ｃに対応した集
光点１１４ａ’，１１４ｂ’，１１４ｃ’を示している。集光点１１４ａ’，１１４ｂ’
，１１４ｃ’は被走査面１０９上で、図中にｙで示す方向（ｙ方向）（第２の方向）に、
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走査された例を示している。光走査手段１０４は、このｙ方向とそれとは垂直のｘで示す
方向（ｘ方向）（第１の方向）にも走査することができる２次元走査が可能な構成より成
っている。光走査手段１０４は、光走査手段制御回路１３３により駆動制御され、光走査
手段制御回路１３３と光源駆動回路１３２は、表示部制御回路１３４等に電気的に接続さ
れ同期を取られて駆動制御され、所望のフレーム数の画像を被走査面１０９上に表示して
いる。
【００２２】
光走査手段制御回路１３３は垂直方向の走査周期を制御する制御回路１３３Ｖによってｙ
方向の繰り返し周期数を制御してフレーム周波数を変化させている。
１３３Ｈは水平方向の走査を行う制御回路である。
【００２３】
観察者は、アイポイント１１３に観察者の瞳を置くことで、接眼光学系１１０を介して、
被走査面１０９上に形成された画像の虚像を残像効果を利用して観察している。図１にお
いては、便宜上観察者は、ｘ方向を水平方向、ｙ方向を垂直方向として、被走査面１０９
上の画像を観察することとする。
【００２４】
光走査手段１０４の概要を、図２を用いて説明する。図２は、光走査手段１０４の主要部
構成と、被走査面１０９との相対的な位置関係を示したものである。光走査手段１０４は
、基板１４０を有し、基板１４０は偏向点１０５に反射ミラー１４３が形成されている。
反射ミラー１４３には水平方向（ｘ方向）に、揺動動作させるためのトーションバー１４
２と、垂直方向（ｙ方向）に揺動動作させるためのトーションバー１４１とが設けられ、
これらによりジンバル構造を形成している。水平方向（ｘ方向）に対しては、不図示のア
クチュエータより反射ミラー１４３は駆動され、この構造のねじれの機械的共振作用で反
射ミラー１４３の反射面の偏向角が変わり、光を走査する。垂直方向（ｙ方向）に対して
は、水平方向（ｘ方向）と同期を取るように制御され、不図示のアクチュエータにより鋸
歯波状又は３角波形に駆動される。図２において、線１１７は、揺動動作による走査線の
往路を、線１１８は走査線の復路の例を示している。実際には、走査線の本数は、本図よ
りも多いがわかりやすくするため、間引いた形で示している。揺動動作するのに同期して
、ｙ方向である図中矢印１４５方向に走査するように反射ミラー１４３を動作させ、かつ
光源手段１０１を同期して出射する光束を光変調することで有効エリア１２１内で画像の
表示を行う。垂直方向（ｙ方向）の走査端１４６にいくと、帰線１２０に示すように走査
開始点１４７まで帰線する。つまり、垂直方向（ｙ方向）の繰り返し周期が、画像のフレ
ームレート（フレーム周波数）を決定している。
【００２５】
表１は、画像表示の解像度およびその垂直方向（ｙ方向）の走査線の本数と、水平方向（
ｘ方向）の機械的共振作用の共振周波数とから計算されるフレームレートを示したもので
ある。
【００２６】
表中たとえば、ＳＶＧＡの解像力（８００ｘ６００）の場合、共振周波数２０，０００（
２０ｋＨｚ）では、フレームレートが６６．６７Ｈｚと計算される。図２は、走査線を間
引いた形で表記したが、往路の走査線１１７と復路の走査線１１８を合わせて、ＳＶＧＡ
の場合、画像を表示するエリア内に６００本あることになる。
【００２７】
本実施形態ではフレームレートは走査線の数を変えて行っている。即ちフレームレートと
走査線の数とを掛け合わせた値が一定となるようにしている。
【００２８】
図３は、図１に示す走査型の画像表示装置を搭載した撮像装置（ビデオカメラ、やデジタ
ルカメラ）の構成概略図である。図３において、表示部１４９は、図１に記載の走査型の
画像表示装置を簡略化して示している。図中、図１で示した筒番と同部材には同筒番を付
している、１４８は撮像部であり、撮像光学系１１５、撮像光学系１１５による像が形成
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される撮像素子（ＣＣＤ）１１６、撮像素子１１６を駆動制御する撮像素子駆動回路１３
５を有している。表示部１４９と撮像部１４８は、カメラ装置（撮像装置）１５０に内包
されており、機器制御回路１３６により駆動制御される。
【００２９】
不図示の観察者は、撮像部１４８により撮影された画像や撮像する機器制御回路１３６を
介して表示部１４９の表示部駆動回路１３４に入力される、そして表示部１４９の被走査
面１０９に走査表示された画像をアイポイント１１３に位置した観察者の目１１２により
観察する。また、本撮像装置１５０には、観察者のインターフェース部１３７が接続され
ている。
【００３０】
　図４は、撮像部１４８で撮像される被写体の例を示している。図中、１２２は視野枠、
１２３は撮像されるエリアの例を示している。図４（ａ）は、植物等の動きの少ない被写
体１２４、図４（ｂ）は、競争自動車等の動きの速い（大きい）被写体１２５の例を示し
ている。被写体に応じて、撮像部１４８に設けるシャッターのシャッタースピード等のパ
ラメータを変化させることは、一般的であるが、それと同時に、動きの少ない（小さい）
被写体１２４の場合に、観察者が撮影される被写体を細部まで詳細に表示することが要求
されたり、動きの速い被写体１２５の場合、できるだけリアルタイムに画像を表示するこ
とが要求たりすることが生じる。観察者は、インターフェース部１３７を介して、どのよ
うな被写体をとるのかというモードを選択できる。
【００３１】
動きの少ない被写体１２４の場合と動きの速い被写体１２５のような場合を、観察者がモ
ードを選択した場合の表示部１４９の被走査面１０９上に表示される画像を図５に示す。
図５でも、走査線の本数をわかりやすくするため間引いて表示している。
【００３２】
　図５（ａ）は、動きの小さい被写体１２４の場合であって詳細な画像を観察できるよう
に、走査線の本数を多く設定しフレーム数を少なくした場合である。図５（ｂ）は、動き
の大きい被写体１２５の場合であって走査線の本数を減らして、その分フレームレートを
多くした場合である。図５において図２で示した筒番と同要素には同筒番を付している。
本実施例において走査手段制御回路１３３は撮像素子１２４により撮像された被写体の動
きの大小に応じて第２の方向の走査周期を自動的に制御している。
【００３３】
表２に走査手段の共振作用の共振周波数が２０ｋＨｚで駆動することを基本にした場合を
例として説明する。垂直方向の走査の基本となる周波数（フレームレート）を６６．６７
Ｈｚと設定すると、走査線本数は、６００本となる。この走査線本数を、４００本とする
と、周波数（フレームレート）８３．３３Ｈｚがえられ、フレームレートを向上すること
ができる。
【００３４】
以上のように本実施形態では共振周波数は一定であるので共振周波数＝（走査線数）×（
フレーム周波数）より走査線数とフレーム周波数との組合せを線々と変えている。
【００３５】
このように、本実施形態では走査線数を変えることで、フレームレート（フレーム周波数
）を変えることが可能となっている。
【００３６】
　本実施形態では、観察者がインターフェース部１３７を介して、被写体に応じて、撮像
のモードを設定してそれに応じて、表示部１４９のフレームレートを変えるように構成し
たが、これに限定するものではなく撮像素子１１６上の被写体を自動的に認識させるなど
して、それに応じて設定してもよいし、また、撮像のシャッタースピード条件などにより
表示部１４９のフレームレートを変更しても同様の効果が得られる。例えば走査手段制御
回路１３３によって撮像素子１１６によって撮像された被写体の動きの大小に応じて垂直
方向の走査周期を自動的に制御するようにしても良い。
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【００３７】
また、撮像している状態と、記録している画像を観察する状態において切り替えてもよい
。
【００３８】
また本実施形態では、走査手段としてジンバル構造の２次元走査手段を用いた場合につい
て説明したが、これに限定するものではなく、共振動作する走査手段とそれと垂直方向に
走査する垂直走査手段により構成され、垂直走査手段の繰り返し周波数をかえることで、
フレームレートを可変にすることができる走査手段であれば同様の効果が得られる。
【００３９】
また、本実施形態において走査線の本数をあげて高解像の画像を観察する場合でも、垂直
方向のフレームレートは４０Ｈｚ以上が望ましい。
【００４０】
また、水平方向の共振周波数は、温度等により変化するため、それに応じて、垂直方向の
周波数、あるいは、光源手段から出射される光の変調の同期を制御する必要が生じるが、
被写体あるいは、観察者の意図に応じて走査線本数を制御してフレームレートを制御する
ものであれば、同様に適用可能である。
【００４１】
さらに、フレームレートの変更に伴って、被走査面上の光源像の大きさを変えるなどをし
てもよい。このようにすると、走査線間の隙間を埋めることが可能となる。
【００４２】
（実施形態２）
図６は本発明の実施形態２の走査型の画像表示装置を用いたビデオカメラ等の撮像装置（
カムコーダ）の要部概略図である。図６において、図３で示した筒番と同部材には、同筒
番を付している。
【００４３】
本実施形態は、撮像部１４８で、動画像を通常は撮像し、不図示の記録部に記録するよう
に構成されている。実施形態１と同様に、観察者が操作できるインターフェース部１３７
が機器制御回路１３６に接続されている。本実施形態のカムコーダは、動画像以外にも静
止画像を不図示の記録部に記録できるように構成されており、観察者がその設定をインタ
ーフェース部１３７を介して行えるようになっている。１１５はズームレンズ等の撮影系
である。
【００４４】
動画像を撮像する場合と静止画を撮像する場合、撮像部１４８内の撮像素子１３５により
撮像を行うが、静止画の場合により高解像の画像が得られるように撮像素子の有効画素数
が多くなっている。
【００４５】
撮影した静止画を表示する場合には、表示画像に高い解像力が要求されるため、走査線数
を多くして解像力の高い画像の表示を行いこのときフレーム周波数を下げる。又このとき
表示する手法は、実施形態１と同様である。また、動画像の撮影時には、記録するフレー
ムレートを高くし、その分走査線の数を少なくした画像になるように走査線本数を制御す
る。
【００４６】
これにより、観察者に対して、使用環境に最適な画像を提供できる。
【００４７】
　以上のように、本実施形態によれば、観察者に対して最適な画質の画像を表示できる撮
像装置を提供することができる。又撮像環境に適した画像を表示できる撮像装置を提供す
ることができる。
【００４８】
【表１】
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【００４９】
【表２】

【００５０】
【発明の効果】
　本発明によれば被写体によって画像表示のフレームレートを可変にし、常に良好なる画
質の画像を所定面上に表示し、該所定面上の画像を観察することができる撮像装置を達成
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の撮像装置に用いられる画像表示装置の実施形態１の構成概要図
【図２】図１の走査手段の要部説明図
【図３】本発明の撮像装置の実施形態１の構成概要図
【図４】被写体の説明図
【図５】本発明に係る走査手段の走査線の説明図
【図６】本発明の撮像装置の実施形態２の構成概要図
【符号の説明】
１０１ 光源手段
１０２ 色合成手段
１０３ 集光光学系
１０４ 光走査手段
１０５ 偏向点
１０６ カバーガラス
１０７ 偏向ミラー
１０８ 走査光学系
１０９ 被走査面
１１０ 接眼光学系
１１２ 観察者の目
１１３ 瞳
１１４ 走査光束
１１５ 撮像光学系
１１６ 撮像素子
１１７ １１８ 走査線
１２０ 帰線
１２１ 有効エリア
１３２ 光源駆動回路
１３３ 走査手段制御回路
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１３４ 表示手段部制御回路
１３５ 撮像素子駆動回路
１３６ 機器駆動回路
１３７ インターフェース部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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