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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部と、
　前記撮像部に対して前記アダプタが装着されているか否かを検出する装着検出部と、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、撮像装置の設定を制御する制御部と、
を備え、
　前記撮像装置は、前記撮像素子から出力される撮像画像を表示する表示部をさらに備え
、
　前記表示部又は前記撮像部の少なくとも一方は、前記撮像装置の本体部に対して回動可
能に設けられており、
　前記撮像装置は、前記本体部に対する前記表示部又は前記撮像部の回動状態を検出する
回動検出部をさらに備え、
　前記制御部は、前記回動検出部により検出された前記回動状態に基づいて、前記表示部
に前記撮像画像を反転して表示する反転表示機能を有し、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記反転表示機能を
無効化する、撮像装置。
【請求項２】
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　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部と、
　前記撮像部に対して前記アダプタが装着されているか否かを検出する装着検出部と、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、撮像装置の設定を制御する制御部と、
を備え、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されていない場合、前記制御部は、前記一方向の被写
体を撮像する通常撮像動作の設定を、前記撮像光学系の特性に応じて制御し、前記アダプ
タが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記全周囲の被写体を撮像する全
周囲撮像動作の設定を、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて制御し、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記撮像素子から出
力される撮像画像における露出制御の評価対象領域を、前記全周囲撮像動作により得られ
る環状画像内に制限する、撮像装置。
【請求項３】
　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部と、
　前記撮像部に対して前記アダプタが装着されているか否かを検出する装着検出部と、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、撮像装置の設定を制御する制御部と、
を備え、
　前記撮像装置は、前記撮像部による撮像動作を補助するための撮像補助機能を有し、
　前記制御部は、前記アダプタが前記撮像部に装着されているか否かに基づいて、前記撮
像補助機能の設定を変更する、撮像装置。
【請求項４】
　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部と、
　前記撮像部に対して前記アダプタが装着されているか否かを検出する装着検出部と、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、撮像装置の設定を制御する制御部と、
を備え、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記全周囲撮像光学
系の特性に応じて制御された前記撮像装置の設定を変更するユーザ操作を無効化する、撮
像装置。
【請求項５】
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記全周囲撮像光学
系の特性に応じて、前記全周囲撮像動作により得られる撮像画像の画角を制御する、請求
項２に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記アダプタが前記撮像部に装着されているか否かに基づいて、前記撮
像光学系の焦点位置の制御方式を変更する、請求項２に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記撮像補助機能は、撮像中の手振れを補正する手振れ補正機能を含む、請求項３に記
載の撮像装置。
【請求項８】
　前記撮像補助機能は、撮像画像中の人物の顔を検出する顔検出機能を含む、請求項３に
記載の撮像装置。
【請求項９】
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　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部と、前記撮像素子から出力される撮像画像を表示
する表示部とを備えた撮像装置において、前記撮像部に前記アダプタが装着されているか
否かを検出するステップと、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、前記撮像装置の設定を制御するステップと、
を含み、
　前記表示部又は前記撮像部の少なくとも一方は、前記撮像装置の本体部に対して回動可
能に設けられており、
　前記撮像装置は、前記本体部に対する前記表示部又は前記撮像部の回動状態を検出する
回動検出部により検出された前記回動状態に基づいて、前記表示部に前記撮像画像を反転
して表示する反転表示機能を有し、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記反
転表示機能を無効化する、撮像装置の制御方法。
【請求項１０】
　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着されているか否かを検出
するステップと、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、撮像装置の設定を制御するステップと、
を含み、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されていない場合、前記制御するステップでは、前記
一方向の被写体を撮像する通常撮像動作の設定を、前記撮像光学系の特性に応じて制御し
、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記全
周囲の被写体を撮像する全周囲撮像動作の設定を、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて
制御し、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記撮
像素子から出力される撮像画像における露出制御の評価対象領域を、前記全周囲撮像動作
により得られる環状画像内に制限する、撮像装置の制御方法。
【請求項１１】
　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着されているか否かを検出
するステップと、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、撮像装置の設定を制御するステップと、
を含み、
　前記撮像装置は、前記撮像部による撮像動作を補助するための撮像補助機能を有し、
　前記制御するステップでは、前記アダプタが前記撮像部に装着されているか否かに基づ
いて、前記撮像補助機能の設定を変更する、撮像装置の制御方法。
【請求項１２】
　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着されているか否かを検出
するステップと、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、撮像装置の設定を制御するステップと、
を含み、
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　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記全
周囲撮像光学系の特性に応じて制御された前記撮像装置の設定を変更するユーザ操作を無
効化する、撮像装置の制御方法。
【請求項１３】
　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部と、前記撮像素子から出力される撮像画像を表示
する表示部とを備えた撮像装置に、
　前記撮像部に前記アダプタが装着されているか否かを検出するステップと、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、前記撮像装置の設定を制御するステップと、
を実行させるためのプログラムであって、
　前記表示部又は前記撮像部の少なくとも一方は、前記撮像装置の本体部に対して回動可
能に設けられており、
　前記撮像装置は、前記本体部に対する前記表示部又は前記撮像部の回動状態を検出する
回動検出部により検出された前記回動状態に基づいて、前記表示部に前記撮像画像を反転
して表示する反転表示機能を有し、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記反
転表示機能を無効化する、プログラム。
【請求項１４】
　撮像装置に、
　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着されているか否かを検出
するステップと、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、前記撮像装置の設定を制御するステップと、
を実行させるためのプログラムであって、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されていない場合、前記制御するステップでは、前記
一方向の被写体を撮像する通常撮像動作の設定を、前記撮像光学系の特性に応じて制御し
、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記全
周囲の被写体を撮像する全周囲撮像動作の設定を、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて
制御し、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記撮
像素子から出力される撮像画像における露出制御の評価対象領域を、前記全周囲撮像動作
により得られる環状画像内に制限する、プログラム。
【請求項１５】
　撮像装置に、
　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着されているか否かを検出
するステップと、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、前記撮像装置の設定を制御するステップと、
を実行させるためのプログラムであって、
　前記撮像装置は、前記撮像部による撮像動作を補助するための撮像補助機能を有し、
　前記制御するステップでは、前記アダプタが前記撮像部に装着されているか否かに基づ
いて、前記撮像補助機能の設定を変更する、プログラム。
【請求項１６】
　撮像装置に、
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　全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり
、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体
像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着されているか否かを検出
するステップと、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じ
て、前記撮像装置の設定を制御するステップと、
を実行させるためのプログラムであって、
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記全
周囲撮像光学系の特性に応じて制御された前記撮像装置の設定を変更するユーザ操作を無
効化する、プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮像装置の制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　回転対称な形状の反射面を有する全周囲撮像光学系を用いて、全周囲（３６０°）の被
写体を撮像可能な全周囲撮像装置が知られている（特許文献１、２参照。）。該全周囲撮
像装置は、全周囲撮像光学系の反射面に入射する全周囲の被写体像を集光して、撮像素子
により該被写体像を撮像する。このように全周囲撮像光学系を用いて撮像された画像は、
撮像装置の全周囲の被写体像を写した環状画像となる（特許文献３参照。）。かかる全周
囲撮像装置は、１台で全周囲の画像を撮像できるという利点があるため、従来では、例え
ば監視カメラ、内視鏡カメラ等の業務用カメラとして主に用いられていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭５９－１９２２２０号公報
【特許文献２】特開２０００－１３１７３８号公報
【特許文献３】特開２００３－３０４５３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の全周囲撮像装置は、監視カメラなどの業務用途において、さ
らに全周囲の被写体のみを撮像するという固定的な目的のみで使用されており、その用途
が特定用途に限られていた。つまり、１台の撮像装置で、一方向の被写体を撮像する通常
撮像と全周囲撮像とを使い分けることはできなかった。
【０００５】
　ところが近年では、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラなどといった一般消
費者向けの通常の撮像装置においても、撮像方式を多様化するために、全方位撮像のニー
ズが高まっている。このため、一方向の被写体を撮像する通常の撮像装置において、簡易
な手法で、全周囲撮像を実現できるようにすることが望まれている。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ユーザが特に難しい設定操
作を行うことなく、通常の撮像装置において全周囲撮像を実現させることができるように
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、全周囲の被写体を撮像するた
めの全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり、一方向の被写体を撮像するた
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めの撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体像を撮像する撮像素子とを有す
る撮像部と、前記撮像部に対して前記アダプタが装着されているか否かを検出する装着検
出部と、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性
に応じて、撮像装置の設定を制御する制御部と、を備え、前記撮像装置は、前記撮像素子
から出力される撮像画像を表示する表示部をさらに備え、前記表示部又は前記撮像部の少
なくとも一方は、前記撮像装置の本体部に対して回動可能に設けられており、前記撮像装
置は、前記本体部に対する前記表示部又は前記撮像部の回動状態を検出する回動検出部を
さらに備え、前記制御部は、前記回動検出部により検出された前記回動状態に基づいて、
前記表示部に前記撮像画像を反転して表示する反転表示機能を有し、前記アダプタが前記
撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記反転表示機能を無効化する、撮像装置
が提供される。
　また、全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能
であり、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された
被写体像を撮像する撮像素子とを有する撮像部と、前記撮像部に対して前記アダプタが装
着されているか否かを検出する装着検出部と、前記アダプタが前記撮像部に装着されてい
る場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて、撮像装置の設定を制御する制御部と、を
備え、前記アダプタが前記撮像部に装着されていない場合、前記制御部は、前記一方向の
被写体を撮像する通常撮像動作の設定を、前記撮像光学系の特性に応じて制御し、前記ア
ダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記全周囲の被写体を撮像す
る全周囲撮像動作の設定を、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて制御し、前記アダプタ
が前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記撮像素子から出力される撮像画
像における露出制御の評価対象領域を、前記全周囲撮像動作により得られる環状画像内に
制限する、撮像装置が提供される。
　また、全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能
であり、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された
被写体像を撮像する撮像素子とを有する撮像部と、前記撮像部に対して前記アダプタが装
着されているか否かを検出する装着検出部と、前記アダプタが前記撮像部に装着されてい
る場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて、撮像装置の設定を制御する制御部と、を
備え、前記撮像装置は、前記撮像部による撮像動作を補助するための撮像補助機能を有し
、前記制御部は、前記アダプタが前記撮像部に装着されているか否かに基づいて、前記撮
像補助機能の設定を変更する、撮像装置が提供される。
　また、全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能
であり、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された
被写体像を撮像する撮像素子とを有する撮像部と、前記撮像部に対して前記アダプタが装
着されているか否かを検出する装着検出部と、前記アダプタが前記撮像部に装着されてい
る場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて、撮像装置の設定を制御する制御部と、を
備え、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記全周囲撮像
光学系の特性に応じて制御された前記撮像装置の設定を変更するユーザ操作を無効化する
、撮像装置が提供される。
 
【０００８】
　前記撮像装置は、前記撮像素子から出力される撮像画像を表示する表示部をさらに備え
、前記表示部又は前記撮像部の少なくとも一方は、前記撮像装置の本体部に対して回動可
能に設けられており、前記撮像装置は、前記本体部に対する前記表示部又は前記撮像部の
回動状態を検出する回動検出部をさらに備え、前記制御部は、前記回動検出部により検出
された前記回動状態に基づいて、前記表示部に前記撮像画像を反転して表示する反転表示
機能を有し、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記反転
表示機能を無効化するようにしてもよい。
【０００９】
　前記アダプタが前記撮像部に装着されていない場合、前記制御部は、前記一方向の被写
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体を撮像する通常撮像動作の設定を、前記撮像光学系の特性に応じて制御し、前記アダプ
タが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記全周囲の被写体を撮像する全
周囲撮像動作の設定を、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて制御するようにしてもよい
。
【００１０】
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記全周囲撮像光学
系の特性に応じて、前記全周囲撮像動作により得られる撮像画像の画角を制御するように
してもよい。
【００１１】
　前記制御部は、前記アダプタが前記撮像部に装着されたときに、前記撮像光学系が備え
るズームレンズを、前記全周囲撮像光学系の特性に応じた所定位置に移動させることによ
って、前記撮像画像の画角を制御するようにしてもよい。
【００１２】
　前記制御部は、前記アダプタが前記撮像部に装着されたときに、前記撮像素子から出力
される前記撮像画像の画像サイズを、前記全周囲撮像光学系の特性に応じた画像サイズに
制御することによって、前記撮像画像の画角を制御するようにしてもよい。
【００１３】
　前記制御部は、前記アダプタが前記撮像部に装着されているか否かに基づいて、前記撮
像光学系の焦点位置の制御方式を変更するようにしてもよい。
【００１４】
　前記全周囲撮像光学系が、該全周囲撮像光学系から任意の距離にある被写体の焦点が前
記全周囲撮像光学系の内部又は近傍に位置するような光学特性を有する場合、前記アダプ
タが前記撮像部に装着されたときに、前記制御部は、前記全周囲撮像光学系の内部又は近
傍に焦点が合うように前記撮像光学系の焦点位置を制御するようにしてもよい。
【００１５】
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、オートフォーカス機
能による前記撮像光学系の焦点位置の調整範囲を、前記撮像光学系の近傍に制限するよう
にしてもよい。
【００１６】
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記撮像素子から出
力される撮像画像における露出制御の評価対象領域を、前記全周囲撮像動作により得られ
る環状画像内に制限するようにしてもよい。
【００１７】
　前記撮像装置は、前記撮像部による撮像動作を補助するための撮像補助機能を有し、前
記制御部は、前記アダプタが前記撮像部に装着されているか否かに基づいて、前記撮像補
助機能の設定を変更するようにしてもよい。
【００１８】
　前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御部は、前記全周囲撮像光学
系の光学特性に応じて制御された前記撮像装置の設定を変更するユーザ操作を無効化する
ようにしてもよい。
【００１９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、全周囲の被写体を撮像
するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり、一方向の被写体を撮像
するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体像を撮像する撮像素子と
を有する撮像部と、前記撮像素子から出力される撮像画像を表示する表示部とを備えた撮
像装置において、前記撮像部に前記アダプタが装着されているか否かを検出するステップ
と、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応
じて、前記撮像装置の設定を制御するステップと、を含み、前記表示部又は前記撮像部の
少なくとも一方は、前記撮像装置の本体部に対して回動可能に設けられており、前記撮像
装置は、前記本体部に対する前記表示部又は前記撮像部の回動状態を検出する回動検出部



(8) JP 5287706 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

により検出された前記回動状態に基づいて、前記表示部に前記撮像画像を反転して表示す
る反転表示機能を有し、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御する
ステップでは、前記反転表示機能を無効化する、撮像装置の制御方法が提供される。
　また、全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能
であり、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された
被写体像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着されているか否か
を検出するステップと、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮
像光学系の特性に応じて、撮像装置の設定を制御するステップと、を含み、前記アダプタ
が前記撮像部に装着されていない場合、前記制御するステップでは、前記一方向の被写体
を撮像する通常撮像動作の設定を、前記撮像光学系の特性に応じて制御し、前記アダプタ
が前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記全周囲の被写体を
撮像する全周囲撮像動作の設定を、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて制御し、前記ア
ダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記撮像素子か
ら出力される撮像画像における露出制御の評価対象領域を、前記全周囲撮像動作により得
られる環状画像内に制限する、撮像装置の制御方法が提供される。
　また、全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能
であり、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された
被写体像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着されているか否か
を検出するステップと、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮
像光学系の特性に応じて、撮像装置の設定を制御するステップと、を含み、前記撮像装置
は、前記撮像部による撮像動作を補助するための撮像補助機能を有し、前記制御するステ
ップでは、前記アダプタが前記撮像部に装着されているか否かに基づいて、前記撮像補助
機能の設定を変更する、撮像装置の制御方法が提供される。
　また、全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能
であり、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された
被写体像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着されているか否か
を検出するステップと、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮
像光学系の特性に応じて、撮像装置の設定を制御するステップと、を含み、前記アダプタ
が前記撮像部に装着されている場合、前記制御するステップでは、前記全周囲撮像光学系
の特性に応じて制御された前記撮像装置の設定を変更するユーザ操作を無効化する、撮像
装置の制御方法が提供される。
 
【００２０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、全周囲の被写体を撮像
するための全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能であり、一方向の被写体を撮像
するための撮像光学系と、前記撮像光学系から入射された被写体像を撮像する撮像素子と
を有する撮像部と、前記撮像素子から出力される撮像画像を表示する表示部とを備えた撮
像装置に、前記撮像部に前記アダプタが装着されているか否かを検出するステップと、前
記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて、
前記撮像装置の設定を制御するステップと、を実行させるためのプログラムであって、前
記表示部又は前記撮像部の少なくとも一方は、前記撮像装置の本体部に対して回動可能に
設けられており、前記撮像装置は、前記本体部に対する前記表示部又は前記撮像部の回動
状態を検出する回動検出部により検出された前記回動状態に基づいて、前記表示部に前記
撮像画像を反転して表示する反転表示機能を有し、前記アダプタが前記撮像部に装着され
ている場合、前記制御するステップでは、前記反転表示機能を無効化する、プログラムが
提供される。
　また、撮像装置に、全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプ
タを着脱可能であり、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系か
ら入射された被写体像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着され
ているか否かを検出するステップと、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、
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前記全周囲撮像光学系の特性に応じて、前記撮像装置の設定を制御するステップと、を実
行させるためのプログラムであって、前記アダプタが前記撮像部に装着されていない場合
、前記制御するステップでは、前記一方向の被写体を撮像する通常撮像動作の設定を、前
記撮像光学系の特性に応じて制御し、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、
前記制御するステップでは、前記全周囲の被写体を撮像する全周囲撮像動作の設定を、前
記全周囲撮像光学系の特性に応じて制御し、前記アダプタが前記撮像部に装着されている
場合、前記制御するステップでは、前記撮像素子から出力される撮像画像における露出制
御の評価対象領域を、前記全周囲撮像動作により得られる環状画像内に制限する、プログ
ラムが提供される。
　また、撮像装置に、全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプ
タを着脱可能であり、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系か
ら入射された被写体像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着され
ているか否かを検出するステップと、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、
前記全周囲撮像光学系の特性に応じて、前記撮像装置の設定を制御するステップと、を実
行させるためのプログラムであって、前記撮像装置は、前記撮像部による撮像動作を補助
するための撮像補助機能を有し、前記制御するステップでは、前記アダプタが前記撮像部
に装着されているか否かに基づいて、前記撮像補助機能の設定を変更する、プログラムが
提供される。
　また、撮像装置に、全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系を備えたアダプ
タを着脱可能であり、一方向の被写体を撮像するための撮像光学系と、前記撮像光学系か
ら入射された被写体像を撮像する撮像素子とを有する撮像部に、前記アダプタが装着され
ているか否かを検出するステップと、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、
前記全周囲撮像光学系の特性に応じて、前記撮像装置の設定を制御するステップと、を実
行させるためのプログラムであって、前記アダプタが前記撮像部に装着されている場合、
前記制御するステップでは、前記全周囲撮像光学系の特性に応じて制御された前記撮像装
置の設定を変更するユーザ操作を無効化する、プログラムが提供される。
【００２１】
　上記構成によれば、全周囲撮像光学系を備えたアダプタを着脱可能な撮像部に、アダプ
タが装着されているか否かが検出され、アダプタが撮像部に装着されている場合、全周囲
撮像光学系の特性に応じて、撮像装置の設定が制御される。これにより、アダプタを撮像
部に装着したときに、撮像装置の設定が、全周囲撮像光学系の特性に適した設定に自動制
御される。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように本発明によれば、ユーザが特に難しい設定操作を行うことなく、通
常の撮像装置において全周囲撮像を実現させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る撮像装置の外観構成を示す斜視図である。
【図２】同実施形態に係る撮像装置の外観構成を示す斜視図である。
【図３】同実施形態に係る撮像装置の外観構成を示す斜視図である。
【図４】同実施形態に係るアダプタと撮像装置の外観構成を示す斜視図である。
【図５】同実施形態に係るアダプタが装着された撮像装置を示す背面図である。
【図６】同実施形態に係る二回反射タイプの全周囲撮像光学系を示す断面図である。
【図７】同実施形態に係る撮像装置のハードウェア構成を示す模式図である。
【図８】同実施形態に係る撮像装置の撮像部を示す拡大斜視図である。
【図９】同実施形態に係る撮像装置の制御方法を示すフローチャートである。
【図１０】同実施形態に係る通常撮像時における反転表示機能の有効状態を示す説明図で
ある。
【図１１】同実施形態に係る全周囲撮像時における反転表示機能の無効状態を示す説明図
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である。
【図１２】同実施形態に係る撮像装置の撮像部の回動状態を示す斜視図である。
【図１３】同実施形態に係る通常撮像時のフォーカス制御を示す説明図である。
【図１４】同実施形態に係る通常撮像時のフォーカス制御を示す説明図である。
【図１５】同実施形態に係る全周囲撮像時のフォーカス制御を示す説明図である。
【図１６】本発明の第２の同実施形態に係る撮像装置の表示部の回動状態を示す斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２５】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．撮像装置の外観構成
　２．全周囲撮像光学系の構成
　３．撮像装置の構成
　４．回動検出部、装着検出部の構成
　５．撮像装置の制御方法
　６．表示動作の設定の最適化
　７．撮像動作の設定の最適化
　　７．１．画角の最適化
　　７．２．フォーカス制御の最適化
　　７．３．露出制御の最適化
　　７．４．撮像補助機能の無効化
　８．操作制御の設定の最適化
　９．撮像装置の他の実施形態
　１０．まとめ
【００２６】
　［１．撮像装置の外観構成］
　まず、図１～図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る撮像装置１０の外観構成
について詳細に説明する。図１～図５は、本実施形態に係る撮像装置１０の外観構成を示
す斜視図、正面図である。本発明の撮像装置は、例えば、図１に示す撮像装置１０のよう
なデジタルカメラで具現されるが、かかる例に限定されず、撮像機能を備えた任意の電子
機器に適用可能である。
【００２７】
　図１～図３に示すように、本実施形態に係る撮像装置１０は、例えば、静止画及び／又
は動画を撮像可能なデジタルカメラ（例えばデジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメ
ラ）で構成される。この撮像装置１０は、被写体を撮像して、当該撮像により得られた静
止画又は動画をデジタル方式の画像データとして記録媒体に記録する。撮像装置１０は、
ユーザが携帯及び撮像するのに便利な小型で縦長の装置構成となっている。
【００２８】
　本実施形態に係る撮像装置１０は、装置の大半を占める本体部１００と、該本体部１０
０の上端に回動自在に設けられた撮像部１１０とから構成される。本体部１００は、撮像
装置１０の制御部、記録部、電源部などが内蔵されており、本体部１００の背面１０２側
に、撮像画像を表示するための表示部１３０や、ユーザが撮像装置１０を操作するための
操作部１６０が設けられている。操作部１６０は、例えば、上下左右の指定や決定操作を
行うための操作キー１６１、プレビューボタン１６２、メニューボタン１６３、静止画（
写真）を撮像及び記録するためのレリーズボタン１６４、動画の撮像及び記録を開始／終
了するためのレコードボタン１６５、Ｔｅｌｅ端とＷｉｄｅ端の間でズームポジションを
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調整するためのズームスイッチ１６６などを含む。
【００２９】
　撮像部１１０は、被写体を撮像する機能を有しており、撮像部１１０のハウジングの内
部には、レンズ、絞り等の光学部品からなる撮像光学系１１１と、撮像素子１１２（図７
参照。）などが内蔵されている。この撮像部１１０は、不図示の回動機構により本体部１
００に対して回動自在に設けられる。撮像部１１０の回動軸１１６は、表示部１３０の表
示画面に対して平行であり、かつ、本体部１００の上下方向に対して垂直な軸である。か
かる回動軸１１６を中心に撮像部１１０を回動させることによって、撮像部１１０を撮像
装置１０の正面１０１の方向及び背面１０２の方向に向けることが可能である。この撮像
部１１０の回動状態を、回動角θで表す。回動角θは、撮像部１１０の撮像光学系１１１
の光軸１０３と、表示部１３０の表示画面に対して垂直な方向（本体部１００の厚み方向
）との成す角度である。なお、本実施形態に係る撮像装置１０の正面１０１は、表示部１
３０の設置面とは反対側の面であり、撮像装置１０の背面１０２は、表示部１３０の設置
面である。また、撮像部１１０の回動方向は、図示の例に限定されず、任意に設計変更可
能であり、回動軸の数も、図示の１軸の例に限られず、２軸、３軸など任意の複数個の回
動軸を設けてもよい。
【００３０】
　図１は、撮像部１１０の回動角θ＝０°の状態を示す。図１に示すように、撮像部１１
０を回動させて、撮像部１１０の撮像光学系１１１の光軸１０３を撮像装置１０の正面１
０１の方向（以下、正面方向）に向けたときには、該正面方向を撮像方向として、撮像装
置１０の正面方向に存在する被写体を撮像できる。このとき、ユーザは、本体部１００の
背面１０２の表示部１３０に表示される撮像画像（スルー画像）を見ながら、画角等を調
整して、撮像を行うことができる。
【００３１】
　また、図２は、０°＜θ＜１８０°の状態を示す。図２に示すように、撮像部１１０は
、撮像部１１０を本体部１００に対して回動させることで、本体部１００の向きを変える
ことなく、撮像方向を任意の方向（正面方向、上方向、背面方向など）に変更することが
できる。
【００３２】
　図３は、θ＝１８０°の状態を示す。図３に示すように、撮像部１１０の撮像光学系１
１１の光軸１０３を撮像装置１０の背面１０２の方向（ユーザと対向する方向。以下、背
面方向）に向けることで、撮像方向を背面方向にして、ユーザは自身を撮像することがで
きる（自分撮像機能）。この自分撮像時には、ユーザは、本体部１００の背面１０２の表
示部１３０に表示された自身の顔などを見ながら、画角等を調節して所望のタイミングで
撮像することができる。
【００３３】
　このように本実施形態に係る撮像装置１０は、撮像部１１０が本体部１００に対して回
動可能となっており、撮像方向を自由に変更可能である。なお、図示はしないが、撮像部
１１０を本体部１００の中心に向かうように回動させてθ＝－９０°としたときには、撮
像装置１０の電源が自動的にオフとなり、一方、θ＞－９０°としたときには、撮像装置
１０の電源が自動的にオンとなる。
【００３４】
　次に、図４及び図５を参照して、本実施形態に係る撮像装置１０に対して着脱可能なア
ダプタ２０について説明する。
【００３５】
　図４及び図５に示すように、本実施形態に係る撮像装置１０では、全周囲撮像用のアタ
ッチメントとして、着脱式のアダプタ２０を撮像部１１０に装着可能である。このアダプ
タ２０は、全周囲の被写体を撮像するための全周囲撮像光学系２１（図６、図７参照。）
と、全周囲撮像光学系２１を覆う円筒形のカバー２２と、アダプタ２０を撮像装置１０に
装着するための嵌合部２３とを備える。嵌合部２３は、撮像部１１０のハウジング前面に
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設けられた取付部１１７に嵌合可能な形状を有している。嵌合部２３の両端部から内側に
向けて突設された２つの係止爪２４（図７参照。）を、撮像部１１０の取付部１１７の両
側面に形成された陥没部１１５に嵌合させることで、アダプタ２０を撮像部１１０に装着
・固定できる。
【００３６】
　図４及び図５に示すように、上記全周囲撮像光学系２１を備えたアダプタ２０を撮像部
１１０に装着することで、全周囲撮像光学系を内蔵していない通常の撮像装置１０を用い
て、全周囲撮像動作を実現できる。この全周囲撮像動作は、撮像装置１０の全周囲（０°
～３６０°）に存在する被写体を撮像する動作である。アダプタ２０を撮像部１１０に装
着したときには、アダプタ２０の全周囲撮像光学系２１により集めた全周囲の被写体像が
、撮像部１１０の撮像光学系１１１に入射されて、撮像素子１１２上に結像される。
【００３７】
　このように、アダプタ２０の装着時には、アダプタ２０の全周囲撮像光学系２１と撮像
部１１０の撮像光学系１１１の双方を用いて、撮像装置１０の全周囲（全方位）の被写体
像が撮像される。かかる全周囲撮像光学系２１を用いた全周囲撮像により、図５に示すよ
うに、撮像装置１０の全周囲の被写体を撮像した環状画像３０が得られ、該環状画像３０
が表示部１３０にスルー画像として表示される。
【００３８】
　なお、図４及び図５の例では、撮像部１１０を真上に向けた状態（θ＝９０°）でアダ
プタ２０が装着されている。この場合、ユーザは、本体部１００の表示部１３０が鉛直方
向に対して略平行となる状態で撮像装置１０を持って、該ユーザの周囲の水平面内３６０
°にある被写体を全周囲撮像することができる。また、撮像部１１０は、アダプタ２０が
装着されたままの状態で、本体部１００に対して任意の回動角θまで回動可能である（図
１～図３参照。）。例えば、アダプタ２０を装着した撮像部１１０を、図３に示した回動
状態（θ＝１８０°）まで回動させ、表示部１３０を上向きにした状態で撮像装置１０を
机上に載置してもよい。これにより、例えば当該机の周囲に複数人が着席して会議を行っ
ている風景を、撮像装置１０により好適に全周囲撮像できる。
【００３９】
　一方、アダプタ２０を撮像部１１０に装着しないときには（図１～図３参照。）、撮像
装置１０は、光学系として、内蔵された通常の撮像光学系１１１のみを用いて、通常撮像
動作を行う。この通常撮像動作は、通常の撮像光学系１１１のみを用いて、撮像装置１０
から見て特定の一方向（撮像光学系１１１の光軸１０３が向けられた撮像方向）に存在す
る被写体を撮像する動作である。この通常撮像では、上記一方向の被写体像が、撮像装置
１０が元々具備する通常の撮像光学系１１１を介して入射されて、撮像素子１１２上に結
像される。
【００４０】
　以上のように本実施形態に係るアダプタ２０は撮像装置１０の撮像部１１０に対して着
脱自在に構成されている。これにより、ユーザは、アダプタ２０を撮像部１１０に装着す
るだけで、通常の撮像装置１０を用いて全周囲撮像を簡単に実現できる。
【００４１】
　［２．全周囲撮像光学系の構成］
　次に、図６を参照して、本実施形態に係るアダプタ２０が具備する全周囲撮像光学系２
１の構成例について説明する。図６は、本実施形態に係る二回反射タイプの全周囲撮像光
学系２１を示す断面図である。
【００４２】
　図６に示すように、全周囲撮像光学系２１（全周囲撮像レンズ）は、中心軸２１１に対
して回転対称な形状を有する凸面鏡及び凹面鏡から構成される。該中心軸２１１は、上記
撮像部１１０の撮像光学系１１１の光軸１０３と同一線上に配置される。全周囲撮像光学
系２１は、下方に位置する環状の第１反射面２１２と、第１反射面２１２に対向配置され
る円錐面状の第２反射面２１３と、第２反射面２１３の外周に配置される環状の入光部２



(13) JP 5287706 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

１４と、第１反射面２１２の内周に配置される出光部２１５とからなる。第１反射面２１
２は、鏡面仕上げされた環状の凹面鏡からなり、第２反射面２１３は、鏡面仕上げされた
凸面鏡からなる。入光部２１４と出光部２１５は、透明なガラス板から構成されており、
光を透過する。
【００４３】
　かかる構造の全周囲撮像光学系２１では、入射光２１６は、入光部２１４から入射して
、第１反射面２１２で反射し、次いで、第２反射面２１３で反射して、出光部２１５から
出射する。出光部２１５からの出射光は、撮像部１１０の撮像光学系１１１に入射して撮
像素子１１２上に投影される。かかる構成の全周囲撮像光学系２１は、中心軸２１１を中
心とした３６０°の範囲の被写体像を写し出すことができる。従って、全周囲撮像光学系
２１は、その周囲にある全周囲（３６０°）の被写体像を集光して、撮像光学系１１１に
導くことができる。
【００４４】
　なお、図６に示した二回反射タイプの全周囲撮像光学系２１においては、全周囲撮像光
学系２１から任意の距離にある全ての被写体の焦点２１８が、第１反射面２１２と第２反
射面２１３の間に位置するように、該全周囲撮像光学系２１の光学特性が設計されている
。また、図６では二回反射タイプの全周囲撮像光学系２１の例を挙げたが、一回反射タイ
プの全周囲撮像光学系を用いてもよい。
【００４５】
　以上、本実施形態に係る全周囲撮像光学系２１と、該全周囲撮像光学系２１を備えたア
ダプタ２０について説明した。上記着脱式のアダプタ２０を撮像部１１０に装着すること
により、通常の撮像装置１０を用いて全周囲撮像を実現できる。
【００４６】
　しかし、通常の撮像装置１０は、該撮像装置１０に予め搭載された撮像光学系１１１の
特性に応じて、ズーム、フォーカス、露出等を制御するための撮像パラメータの設定が最
適化されている。また、撮像装置１０の表示動作の設定や操作制御の設定も、該撮像光学
系１１１の特性に応じて設計されている。このため、上記アダプタ２０をオプションとし
て撮像装置１０に装着したときには、該アダプタ２０に搭載された全方位撮像光学系２１
の特性に応じて、上記撮像パラメータの設定を変更したり、表示動作や操作制御の設定を
切り替えたりする必要がある。
【００４７】
　このように、通常の撮像装置１０に全方位撮像用のアダプタ２０を装着した場合には、
全方位撮像光学系２１の特性に応じて、撮像パラメータ等を適切な値に設定変更する必要
がある。さもなければ、全方位撮像により得られる環状画像３０の再生時に、該環状画像
３０が歪んだり、ぼけたりするので、ユーザは意図通りの環状画像３０を得ることができ
ない。しかし、不慣れなユーザにとっては、全方位撮像光学系２１の特性に応じて各種の
撮像パラメータを手動で適切に設定する操作は、困難かつ煩雑なものである。また、ユー
ザの利便性の観点からは、全方位撮像時の表示動作や操作制御の設定も、全方位撮像アダ
プタ２０の装着の有無に応じて自動的に切り替わることが好ましい。
【００４８】
　そこで、かかる事情に鑑み、本実施形態に係る撮像装置１０は、撮像部１１０に対して
アダプタ２０が装着された場合に、全周囲撮像光学系２１の特性に応じて、撮像装置１０
の各種の設定を自動制御するように構成されている。なお、かかる撮像装置１０の設定の
自動制御の詳細については後述する。
【００４９】
　［３．撮像装置の構成］
　次に、図７を参照して、本実施形態に係る撮像装置１０の構成について詳細に説明する
。図７は、本実施形態に係る撮像装置１０のハードウェア構成を示す模式図である。
【００５０】
　図７に示すように、本実施形態に係る撮像装置１０は、概略的には、撮像部１１０と、
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ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１２０と、表示部１３０
と、操作部１６０と、を備える。なお、ＤＳＰ１２０は、信号処理部１２２、記録再生部
１４０及び制御部１５０として機能する。
【００５１】
　撮像部１１０は、被写体を撮像して、撮像画像を出力する機能を有する。撮像部１１０
は、撮像光学系１１１と、撮像素子１１２と、タイミングジェネレータ１１３と、光学部
品駆動部１１４とを備える。
【００５２】
　撮像光学系１１１は、一方向の被写体を撮像するために光学設計された通常の光学系で
ある。かかる撮像光学系１１１は、フォーカスレンズ、ズームレンズ等の各種レンズや、
不要な波長を除去する光学フィルタ、絞り等の光学部品からなる。被写体から入射された
光学像（被写体像）は、撮像光学系１１１における各光学部品を介して、撮像素子１１２
の露光面に結像される。撮像素子１１２（イメージセンサ）は、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈａ
ｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）又はＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　
Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）などの固体撮像素子で構成され
る。この撮像素子１１２は、撮像光学系１１１から導かれた光学像を光電変換し、撮像画
像を表す電気信号（アナログ画像信号）を出力する。
【００５３】
　撮像光学系１１１には、該撮像光学系１１１の光学部品を駆動するための光学部品駆動
部１１４が機械的に接続されている。この光学部品駆動部１１４は、例えば、ズームモー
タ１１４ａ、フォーカスモータ１１４ｂなどであり、ズームレンズ、フォーカスレンズを
移動させたり、絞りを調整したりする。光学部品駆動部１１４は、後述する制御部１５０
の指示に従って、撮像光学系１１１の光学部品を駆動させる。また、ＴＧ（Ｔｉｍｉｎｇ
　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）１１３は、制御部１５０の指示に従って、撮像素子１１２に必要
な動作パルスを生成する。例えば、ＴＧ１１３は、垂直転送のための４相パルス、フィー
ルドシフトパルス、水平転送のための２相パルス、シャッタパルスなどの各種パルスを生
成し、撮像素子１１２に供給する。このＴＧ１１３により撮像素子１１２を駆動させるこ
とで、被写体像が撮像される。また、ＴＧ１１３が、撮像素子１１２のシャッタースピー
ドを調整することで、撮像画像の露光量や露光期間が制御される（電子シャッタ機能）。
【００５４】
　ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１２０は、撮像画像の
画像処理や、撮像装置１０の動作制御を行うための演算処理装置である。該ＤＳＰ１２０
は、信号処理部１２２を備える。上記の撮像素子１１２が出力した画像信号は、ＤＳＰ１
２０の信号処理部１２２に入力される。信号処理部１２２は、撮像素子１１２から出力さ
れる撮像画像の画像信号に対して所定の信号処理を実行し、当該信号処理後の画像信号を
表示部１３０や記録再生部１４０に出力する。信号処理部１２２は、例えば、不図示のア
ナログ信号処理部、アナログ／デジタル変換部、デジタル信号処理部を備える。
【００５５】
　アナログ信号処理部は、画像信号を前処理する所謂アナログフロントエンドである。ア
ナログ信号処理部は、例えば、撮像素子１１２から出力される画像信号に対して、ＣＤＳ
（ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　ｄｏｕｂｌｅ　ｓａｍｐｌｉｎｇ：相関２重サンプリング）処
理、プログラマブルゲインアンプ（ＰＧＡ）によるゲイン処理などを行う。Ａ／Ｄ変換部
は、アナログ信号処理部から入力されたアナログ画像信号をデジタル画像信号に変換して
、デジタル信号処理部に出力する。デジタル信号処理部は、入力されたデジタル画像信号
に対して、例えば、ノイズ除去、ホワイトバランス調整、色補正、エッジ強調、ガンマ補
正等のデジタル信号処理を行って、表示部１３０及び記録再生部１４０等に出力する。な
お、ここでは信号処理部１２２がアナログ及びデジタル信号処理を行う例について説明し
たが、本発明は係る例に限定されない。例えば、撮像素子１１２がデジタル画像信号を出
力し、信号処理部１２２がデジタル信号処理のみを行うようにしてもよい。
【００５６】



(15) JP 5287706 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

　表示部１３０は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ
　Ｄｉｓｐｌａｙ）、有機ＥＬディスプレイなどで構成される。表示部１３０は、制御部
１５０による制御に従って、入力された各種の画像データを表示する。例えば、表示部１
３０は、信号処理部１２２から撮像中にリアルタイムで入力される撮像中の撮像画像（ス
ルー画像）を表示する。これにより、ユーザは、表示部１３０で撮像中の画像を見ながら
、撮像装置１０を操作することができる。また、メモリカード１６７に記録されている撮
像画像を記録再生部１４０により再生したときに、表示部１３０は、記録再生部１４０か
ら入力された再生画像を表示する。これにより、ユーザは、メモリカード１６７に記録さ
れた撮像画像の内容を確認することができる。
【００５７】
　記録再生部１４０は、上記撮像画像のデータやそのメタデータなどの各種のデータを、
メモリカード１６７等の記録媒体に記録し、また、該記録媒体に記録されているデータを
再生する。図７の例では、記録媒体として、撮像装置１０に着脱可能なメモリカード１６
７を例示している。しかし、記録媒体は、例えば、その他の半導体メモリ、光ディスク、
ハードディスク等のディスク状記録媒体などを使用できる。なお、光ディスクは、例えば
、ブルーレイディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒ
ｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）等を含む。なお、記録媒
体は撮像装置１０に内蔵されてもよいし、撮像装置１０に着脱可能なリムーバブルメディ
アであってもよい。
【００５８】
　制御部１５０は、ＤＳＰ１２０に設けられたマイクロコントローラなどの演算処理装置
で構成され、撮像装置１０の全体の動作を制御する。制御部１５０は、例えば、ＤＲＡＭ
（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１５２やフラッシュＲ
ＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１５４を用いて、制御機能を実行する。
【００５９】
　フラッシュＲＯＭ１５４には、制御部１５０の各種の制御処理を実行させるためのプロ
グラムが格納されている。制御部１５０は、該プログラムに基づいて動作して、ＤＲＡＭ
１５２を用いながら、上記各制御のための必要な演算・制御処理を実行する。該プログラ
ムは、撮像装置１０に内蔵された記憶装置（例えばフラッシュＲＯＭ１５４等）に予め格
納しておくことができる。また、当該プログラムは、ディスク状記録媒体、メモリカード
などのリムーバブル記録媒体に格納されて、撮像装置１０に提供されてもよいし、ＬＡＮ
、インターネット等のネットワークを介して撮像装置１０にダウンロードされてもよい。
【００６０】
　ここで、制御部１５０による制御の具体例について説明する。制御部１５０は、上記撮
像部１１０のＴＧ１１３や光学部品駆動部１１４を制御して、撮像部１１０による撮像動
作を制御する。例えば、制御部１５０は、上記撮像光学系１１１の絞りの調整、撮像素子
１１２の電子シャッタースピードの設定、信号処理部１２２のＡＧＣのゲイン設定などに
より、自動露光制御を行う（ＡＥ機能）。また、制御部１５０は、上記撮像光学系１１１
のフォーカスレンズを移動させて、特定の被写体に対して撮像光学系１１１の焦点を自動
的に合わせるオートフォーカス制御を行う（ＡＦ機能）。また、制御部１５０は、上記撮
像光学系１１１のズームレンズを移動させて、撮像画像の画角を調整する。また、制御部
１５０は、記録再生部１４０による撮像画像データの記録・再生処理を制御する。さらに
、制御部１５０は、表示部１３０に各種の表示データを表示させるための表示制御を行う
。
【００６１】
　操作部１６０は、撮像装置１０を操作するためのユーザインターフェースとして機能す
る。該操作部１６０は、例えば、撮像装置１０の外装に設けられた各種の操作ボタン、タ
ッチパネル、リモートコントローラ等で構成され、ユーザ操作に応じた指示信号を制御部
１５０に出力する。操作部１６０は、例えば、図１～図５に示した操作キー１６１、プレ
ビューボタン１６２、メニューボタン１６３、レリーズボタン１６４、レコードボタン１
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６５、ズームスイッチ１６６などを含む。
【００６２】
　次に、以上のような構成の撮像装置１０の動作について説明する。制御部１５０は、フ
ラッシュＲＯＭ１５４に記録されているプログラムを実行することにより、撮像装置１０
の各部を制御する。これにより、以下に説明するような撮像装置１０の各種の動作が実行
される。
【００６３】
　（１）オートフォーカス（ＡＦ）制御
　撮像光学系１１１を介して撮像素子１１２に被写体像が入射すると、撮像素子１１２は
、撮像範囲内の被写体像を撮像する。即ち、撮像素子１１２は、撮像光学系１１１により
撮像面に結像された光学像を光電変換して、撮像画像を表すアナログ画像信号を出力する
。この撮像時には、制御部１５０は、撮像画像における所定のＡＦ検波枠内の画像信号を
処理することによって、撮像光学系１１１の焦点が該ＡＦ検波枠内の特定の被写体に合焦
するような焦点位置（フォーカスポジション）を計算し、光学部品駆動部１１４に指示す
る。光学部品駆動部１１４は、制御部１５０の指示に基づき、フォーカスモータ１１４ｂ
を駆動して、フォーカスレンズを移動させることによって、撮像光学系１１１の焦点を上
記特定の被写体に自動的に合焦させる。
【００６４】
　（２）自動露出（ＡＥ）制御
　上記撮像時には、制御部１５０は、撮像画像における所定のＡＥ検波枠内の画像信号の
信号レベルに基づいて、撮像中の撮像画像に適した露光量を計算し、光学部品駆動部１１
４又はＴＧ１１３に指示する。光学部品駆動部１１４は、制御部１５０の指示に基づき、
撮像光学系１１１の絞りの開度を調整して、撮像素子１１２に入射される被写体像の露光
量を調整する。また、ＴＧ１１３は、制御部１５０の指示に基づいて、タイミング信号を
撮像素子１１２に供給し、このタイミング信号により撮像素子１１２におけるシャッター
スピードが制御される。この結果、撮像画像の明るさが適切となるように、撮像画像の露
出が自動的に制御される。
【００６５】
　（３）画像信号処理
　信号処理部１２２は、制御部１５０の制御に基づいて、撮像素子１１２から出力された
アナログ画像信号に対してアナログ信号処理（増幅等）を行い、その後、デジタル画像信
号にＡ／Ｄ変換する。さらに、信号処理部１２２は、制御部１５０の制御に基づいて、デ
ジタル画像信号に対して、ノイズ除去、ホワイトバランス調整、色補正、エッジ強調、ガ
ンマ補正等のデジタル信号処理を施す。
【００６６】
　（４）撮像画像の表示処理
　信号処理部１２２が上記信号処理後の画像信号を表示部１３０に出力すると、表示部１
３０は、制御部１５０の制御に基づいて、該画像信号が表す撮像中の撮像画像（スルー画
像）を表示する。このスルー画像（動画）を表示することによって、ユーザは、撮像方向
や画角、被写体の撮像状態などを視認して、所望のシャッターチャンスで所望の被写体の
撮像画像を記録できるようになる。また、表示部１３０は、制御部１５０の制御に基づい
て、記録媒体に記録されている画像データを再生することによって得られた画像も表示す
る。
【００６７】
　（５）記録処理
　記録再生部１４０は、制御部１５０の制御に基づいて、撮像画像の圧縮記録処理を行う
。例えば、動画撮像モードにおいて、レコードボタン１６５が押下された場合、記録再生
部１４０は、撮像画像（動画）を表す画像信号を例えばＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔ
ｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）等の所定の圧縮符号化方式で圧縮する
。さらに、記録再生部１４０は、該圧縮した画像信号を、動画データとして記録媒体に記
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録する。また、静止画撮像モードにおいて、レリーズボタン１６４が押下された場合、記
録再生部１４０は、レリーズボタン１６４からのレリーズ信号に応じて、撮像画像（静止
画）を表す画像信号を所定の圧縮符号化方式で圧縮して、静止画データとして記録媒体に
記録する。
【００６８】
　（６）再生処理
　記録再生部１４０は、制御部１５０の制御に基づいて、メモリカード１６７などの記録
媒体に記録された画像の再生処理を行う。再生モードにおいて、操作部１６０から再生指
示が入力された場合、記録再生部１４０は、記録媒体に記録されている圧縮画像データを
伸張し、得られた再生画像信号を表示部１３０に出力して表示させる。
【００６９】
　（７）各種の設定処理
　撮像装置１０は、各種のセンサで検出された外部環境や、操作部１６０に対するユーザ
操作に基づいて、撮像装置１０が有する各種の機能や、撮像装置１０の動作の設定処理を
行う。撮像装置１０の機能としては、例えば、ズーム機能、ＡＦ機能、ＡＥ機能、フラッ
シュ機能、セルフタイマ機能、連写撮像機能、撮像画像の画質や画像サイズ、シャッター
スピード、ホワイトバランス等の調整機能、撮像補助機能、表示機能などがある。
【００７０】
　［４．回動検出部、装着検出部の構成］
　次に、さらに図７を参照しながら、本実施形態に係る撮像部１１０の回動状態を検出す
る回動検出部１７０について説明する。
【００７１】
　図７に示すように、ＤＳＰ１２０、表示部１３０、操作部１６０、電源部（図示せず。
）など、撮像装置１０の構成要素の大部分は、撮像装置１０の本体部１００のハウジング
内に設けられる。一方、撮像部１１０は、回動軸１１６を中心として本体部１００に対し
て回動自在に設けられる（図１～図３参照。）。
【００７２】
　本実施形態に係る撮像装置１０は、本体部１００に対する撮像部１１０の回動状態、例
えば上記回動角θを検出するための回動検出部１７０を備えている。この回動検出部１７
０は、例えば、本体部１００に設けられる回動状態検出用ホールセンサ１７２と、撮像部
１１０に設けられる磁石１７４とで具現される。
【００７３】
　回動状態検出用ホールセンサ１７２は、本体部１００の上端であって、撮像部１１０に
隣接する箇所に配設されている。該ホールセンサ１７２は、撮像部１１０に設けられた磁
石１７４により生じる磁場の磁束密度を検出する。一方、磁石１７４は、撮像部１１０の
回動軸１１６からずれた箇所に設けられている。
【００７４】
　かかる構成により、回動軸１１６を中心として撮像部１１０が回動すると、ホールセン
サ１７２と磁石１７４との相対位置が変化し、ホールセンサ１７２による検出される磁石
１７４からの磁場の大きさや向きも変化する。従って、ホールセンサ１７２により、磁石
１７４からの磁場の大きさや向きを検出することによって、本体部１００に対する撮像部
１１０の回動状態（例えば、撮像部１１０の回動角θ、相対位置など）を検出することが
可能である。ホールセンサ１７２は、検出した磁場の大きさや向きを表す信号を、制御部
１５０に出力し、制御部１５０は、該磁場の大きさや向きに基づいて、撮像部１１０の回
動状態を判別する。なお、制御部１５０は、検出した撮像部１１０の回動状態に応じて、
表示部１３０における撮像画像の上下及び左右を判定して表示する反転表示機能を制御す
るが、詳細は後述する。
【００７５】
　次に、図７及び図８を参照しながら、本実施形態に係る撮像部１１０に対してアダプタ
２０が装着されているか否か（以下「撮像部１１０に対するアダプタ２０の装着の有無」
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とも称する。）を検出する装着検出部１８０について説明する。
【００７６】
　上述したように本実施形態では、全周囲撮像するためのアダプタ２０を、撮像装置１０
の撮像部１１０に対して着脱可能である（図４参照）。図７に示したように、アダプタ２
０の嵌合部２３を、撮像部１１０の撮像方向前面に設けられた取付部１１７に嵌合するこ
とで、アダプタ２０が撮像部１１０に着脱可能に装着される。このとき、アダプタ２０の
嵌合部２３の両端に内側に向けて突設された２つの係止爪２４を、撮像部１１０のハウジ
ング両側面に形成された陥没部１１５に嵌合させることで、アダプタ２０を撮像部１１０
の前面に簡単に固定できる。
【００７７】
　本実施形態に係る撮像装置１０は、撮像部１１０に対してアダプタ２０が装着されてい
るか否かを検出するための装着検出部１８０を備えている。この装着検出部１８０は、例
えば、図７及び図８に示すように、撮像装置１０の撮像部１１０に設けられる装着検出用
ホールセンサ１８２と、アダプタ２０に設けられる磁石１８４とで具現される。磁石１８
４は、アダプタ２０の嵌合部２３の一側に埋設されている。装着検出用ホールセンサ１８
２は、撮像部１１０の前面側（撮像方向前方側）であって、アダプタ２０の磁石１８４に
隣接する箇所に配設されている。該ホールセンサ１８２は、アダプタ２０に設けられた磁
石１８４により生じる磁場の磁束密度を検出する。
【００７８】
　かかる構成により、アダプタ２０を撮像部１１０に装着すると（図４Ｂ参照。）、ホー
ルセンサ１８２の近傍に磁石１８４が配置されるので、ホールセンサ１８２は、当該磁石
１８４から所定の磁束密度以上の磁場を検出する。一方、アダプタ２０の非装着時には（
図４Ａ参照。）、ホールセンサ１８２が、アダプタ２０の磁石１８４から所定の磁束密度
以上の磁場を検出することはない。従って、ホールセンサ１８２により検出される磁場強
度によって、撮像部１１０に対してアダプタ２０が装着されているか否かを検出すること
が可能である。ホールセンサ１７２は、検出した磁場強度を表す信号を、制御部１５０に
出力し、制御部１５０は、該磁場強度に基づいて、撮像部１１０に対するアダプタ２０の
装着状態（アダプタ２０の装着の有無）を判別する。そして、制御部１５０は、アダプタ
２０の装着の有無に応じて、撮像装置１０の各種の動作設定を切り替える。
【００７９】
　以上のように、本実施形態に係る撮像装置１０は、回動検出部１７０により、撮像装置
１０の本体部１００に対する撮像部１１０の回動状態を検出し、装着検出部１８０により
、撮像部１１０に対するアダプタ２０の装着の有無を検出する。これにより、制御部１５
０は、撮像部１１０の回動状態、又は、アダプタ２０の装着の有無に基づいて、撮像装置
１０の動作設定を制御することが可能となる。ここで、撮像装置１０の動作設定は、例え
ば、撮像部１１０による撮像動作の設定（例えば、撮像動作に関わる撮像パラメータの設
定）、表示部１３０による表示動作の設定、操作部１６０を用いたユーザ操作の制御の設
定などを含む。
【００８０】
　このように制御部１５０は、アダプタ２０の装着の有無に基づいて、全周囲撮像光学系
２１の光学特性に応じて、撮像装置１０の各種の動作設定を切り替える。これにより、撮
像装置１０に撮像部１１０にアダプタ２０を装着して全周囲撮像する場合には、撮像装置
１０の動作設定を、全周囲撮像光学系２１の光学特性に適した設定に自動的に切り替える
ことができる。よって、ユーザが、撮像装置１０に対して特別な設定操作をすることなく
、アダプタ２０を撮像装置１０に装着するだけで、撮像装置１０は、全周囲撮像に合わせ
て最適化された動作設定に自動制御される。なお、上記のように、全周囲撮像光学系２１
の光学特性に応じて、撮像装置１０の動作設定を制御する具体例については、後述する。
【００８１】
　［５．撮像装置の制御方法］
　次に、図９を参照して、本実施形態に係る撮像装置１０の制御方法について説明する。
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図９は、本実施形態に係る撮像装置１０の制御方法を示すフローチャートである。
【００８２】
　図９に示すように、まず、撮像部１１０にアダプタ２０が装着されていないときには、
撮像装置１０は、通常撮像に応じた動作設定に設定されており、通常の撮像光学系１１１
を用いた通常撮像動作を行う（Ｓ１００）。この通常撮像動作時には、撮像装置１０の装
着検出部１８０は、撮像部１１０にアダプタ２０が装着されたか否かを常に検出している
（Ｓ１０２）。この結果、撮像部１１０に対するアダプタ２０の装着が検出されたときに
は、以下のＳ１０４～Ｓ１０８において、撮像装置１０の制御部１５０は、撮像装置１０
の動作設定を、通常撮像に適した設定から、全周囲撮像に適した設定に切り替える。
【００８３】
　まず、制御部１５０は、表示部１３０による表示動作の設定を、通常撮像動作に適した
設定から、全周囲撮像動作に適した設定に切り替える（Ｓ１０４）。撮像装置１０は、上
記回動検出部１７０により検出された撮像部１１０の回動状態に基づいて、表示部１３０
に表示される撮像画像を上下左右反転して表示する反転表示機能を有している。この反転
表示機能により、撮像部１１０の撮像方向と表示部１３０の表示画面とが同一方向を向い
たとき（例えば自分撮像時）には、撮像画像の上下及び左右が反転して表示される。撮像
部１１０にアダプタ２０が装着されていない通常撮像時には、制御部１５０は、当該反転
表示機能を有効化している。このため、制御部１５０は、撮像部１１０の回動状態に応じ
て、表示部１３０に表示される撮像画像を反転表示する。
【００８４】
　これに対し、Ｓ１０２でアダプタ２０の装着が検出されたときには、制御部１５０は、
当該反転表示機能を無効化して、表示部１３０に撮像画像が反転表示されないように設定
する。全周囲撮像により得られる環状画像３０は、通常撮像により得られる矩形の画像と
は異なり、基準となる表示方向が存在しないので、環状画像３０を反転表示する必要はな
い。そこで、アダプタ２０の装着時に、全周囲撮像に不適切な反転表示機能を自動的に無
効化することにより、全周囲撮像光学系２１を用いた全周囲撮像時に、ユーザにとって不
要な反転表示が生じないようになる。
【００８５】
　次いで、制御部１５０は、撮像部１１０による撮像動作の設定を、通常撮像動作に適し
た設定から、全周囲撮像動作に適した設定に切り替える（Ｓ１０６）。ここで、撮像動作
の設定切替は、例えば、撮像動作で使用される撮像パラメータの設定変更、又は、撮像補
助機能の設定変更（例えば有効化／無効化）により実現される。撮像パラメータは、例え
ば、画角の設定値（例えばズーム位置）、ＡＦ制御の設定値（例えばフォーカスポジショ
ン）、ＡＥ制御の設定値（例えば目標輝度レベル）などである。また、撮像補助機能は、
撮像中の手振れを補正する手振れ補正機能や、撮像画像中の人物の顔を検出する顔検出機
能などである。上記通常撮像動作（Ｓ１００）を行うときには、撮像パラメータは、通常
の撮像光学系１１１の光学特性に適した設定値に設定されており、撮像補助機能も有効化
されている。しかし、アダプタ２０を装着して全周囲撮像動作を行うときには、撮像パラ
メータを全周囲撮像光学系２１の特性に適した設定値に変更し、撮像補助機能の設定を全
周囲撮像光学系２１の特性に適した設定に変更することが好ましい。
【００８６】
　そこで、Ｓ１０２でアダプタ２０の装着が検出されたときには、制御部１５０は、撮像
パラメータを全周囲撮像光学系２１の光学特性に適した設定値に変更する。これにより、
ユーザが手動で設定変更しなくても、撮像パラメータを全周囲撮像に適した設定値に自動
的に設定変更することができる。また、制御部１５０は、撮像補助機能の設定を全周囲撮
像光学系２１の光学特性に適した設定に変更する。例えば、制御部１５０は、全周囲撮像
光学系２１の光学特性に応じて、手振れ補正のアルゴリズムを変更したり、不適切な撮像
補助機能を無効化したりする。これにより、アダプタ２０の装着時に、撮像補助機能の設
定を全周囲撮像に適した設定に自動的に変更できる。このように撮像装置１０は、アダプ
タ２０の装着に応じて、撮像部１１０による全周囲撮像動作の設定を、全周囲撮像光学系
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２１の光学特性に応じて自動的に最適化できる。
【００８７】
　さらに、制御部１５０は、ユーザ操作を制御するための操作制御の設定を、通常撮像動
作に適した設定から、全周囲撮像動作に適した設定に切り替える（Ｓ１０８）。通常撮像
時に、ユーザは、操作部１６０を用いて、撮像装置１０の各種機能や動作設定を手動で設
定変更可能である。しかし、全周囲撮像時に、ユーザが、上記Ｓ１０６で全周囲撮像に合
わせて設定された撮像パラメータを勝手に変更したり、全周囲撮像に不適な機能（例えば
、上記反転表示機能、撮像補助機能など）を有効化したりすると、撮像画像の品質劣化等
を引き起こす。
【００８８】
　そこで、Ｓ１０２でアダプタ２０の装着が検出されたときには、制御部１５０は、ユー
ザ操作制御の設定を、全周囲撮像に適した操作制御の設定に切り替える。これにより、ユ
ーザが、上記Ｓ１０６で設定された撮像パラメータを変更したり、全周囲撮像に不適な機
能を有効化、若しくは、全周囲撮像に適した機能を無効化したりできないようになる。従
って、全周囲撮像時に、意図的な或いは不用意なユーザ操作によって、全周囲撮像により
得られる撮像画像が劣化することを防止できる。
【００８９】
　以上のように、Ｓ１０４～Ｓ１０８にて、制御部１５０は、撮像装置１０の動作設定を
、全周囲撮像に適した設定に切り替える。従って、ユーザが、難しい設定操作を行わなく
ても、撮像部１１０にアダプタ２０を装着するだけで、撮像装置１０の動作設定を、通常
撮像に適した設定から、全周囲撮像に適した設定に自動的に切り替えることができる。な
お、上記Ｓ１０４、Ｓ１０６、Ｓ１０８の実行順は図示の例に限定されず、任意の順序で
実行してよい。
【００９０】
　その後は、撮像装置１０は、当該切替後の動作設定に従って、全周囲撮像動作を遂行す
る（Ｓ１１０）。この全周囲撮像動作は、撮像部１１０からアダプタ２０が取り外される
か（Ｓ１１２）、或いは、撮像装置１０の電源がオフとなる（Ｓ１１４）まで継続される
。
【００９１】
　Ｓ１１０での全周囲撮像動作時には、撮像装置１０の装着検出部１８０は、撮像部１１
０からアダプタ２０が取り外されたか否かを常に検出している（Ｓ１１２）。この結果、
アダプタ２０の取り外しが検出されたときには、制御部１５０は、上記Ｓ１０４～Ｓ１０
８で切り替えた撮像装置１０の動作設定を、全周囲撮像に適した設定から通常撮像に適し
た設定に戻す（Ｓ１１６）。その後、Ｓ１００に戻り、撮像装置１０は、通常撮像に適し
た動作設定に従って、通常撮像動作を遂行する。従って、ユーザが、難しい設定操作を行
わなくても、撮像部１１０からアダプタ２０を取り外すだけで、撮像装置１０の動作設定
を、全周囲撮像に適した設定から、通常撮像に適した設定に自動的に切り替えることがで
きる。
【００９２】
　［６．表示動作の設定の最適化］
　次に、図１０及び図１１を参照して、アダプタ２０の装着の有無に応じて、表示部１３
０による表示動作の設定を制御する方法の具体例について詳述する。図１０は、本実施形
態に係る通常撮像時における反転表示機能の有効状態を示す説明図であり、図１１は、本
実施形態に係る全周囲撮像時における反転表示機能の無効状態を示す説明図である。
【００９３】
　上述したように本実施形態に係る撮像装置１０は、撮像部１１０を本体部１００に対し
て回動可能であり、撮像部１１０の向き（撮像方向）と、表示部１３０の表示画面の向き
とを変えることができる。このような回動機構を有する撮像装置１０では、図３に示した
ように撮像部１１０と表示部１３０を同一方向に向けることで、ユーザ（撮像者）は、表
示部１３０に表示されたユーザ自身のスルー画像を見ながら、該ユーザ自身を撮像するこ
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とができる（自分撮像）。かかる自分撮像機能を有する撮像装置１０では、ユーザ自身を
撮像するときに、表示部１３０に撮像画像の上下及び左右を反転させて表示することで、
撮像画像をユーザにとって自然な方向で表示させる手法がとられる。
【００９４】
　この通常撮像時の反転表示機能について図１０を参照して説明する。図１０Ａに示すよ
うに、撮像部１１０を撮像装置１０の正面方向に向けた状態では（回動角θ＝０°）、撮
像装置１０の正面方向に位置する被写体である富士山が撮像され、表示部１３０には、富
士山の撮像画像１３２が表示される。この場合、撮像部１１０の回動角θが基準角度θ０

未満（例えばθ０＝１２０°）であるため、制御部１５０は反転表示機能を無効化する。
従って、撮像画像１３２は、上下及び左右とも反転表示されない。
【００９５】
　一方、図１０Ｂに示すように、撮像部１１０を回動させて撮像装置１０の背面方向に向
けたときには（回動角θ＝１８０°）、撮像装置１０の背面方向に位置するユーザ自身の
顔が撮像され、表示部１３０には、ユーザ自身の撮像画像１３４が表示される。この場合
、撮像部１１０の回動角θが基準角度θ０（例えば、θ０＝１２０°）以上となるので、
制御部１５０は反転表示機能を有効化する。従って、該反転表示機能により、撮像画像１
３４は、上下及び左右とも反転表示される。なお、図１０Ｂには、参考のために、反転表
示しなかった場合の撮像画像１３６も示してある。このように、回動角θが１８０°前後
となる自分撮像時には、上下及び左右を反転させた撮像画像１３４を表示部１３０に表示
することで、表示部１３０にはユーザ自身の顔が鏡に映ったように表示されるので、ユー
ザは画角を調整しやすい。
【００９６】
　しかし、上記のような撮像部１１０の回動機構と反転表示機能を有する撮像装置１０に
おいて、撮像部１１０にアダプタ２０を装着して全周囲撮像する場合には、次の問題が生
じる。即ち、全周囲撮像では、図１１に示すように、撮像画像として、撮像装置１０の全
周囲（３６０°）の被写体が撮像された環状画像３０が得られる。この全周囲撮像による
環状画像３０は、基準となる表示方向を有しておらず、撮像者にとって自然な方向性が存
在していない。つまり、図１０に示した通常撮像による撮像画像１３２、１３４は、基準
となる表示方向を有している（即ち、被写体の鉛直方向下方が、表示画像の下方向と一致
することが好ましい。）。しかし、図１１に示した環状画像３０は、水平面内の全周囲を
撮像した画像であるので、基準となる表示方向が存在しない。
【００９７】
　このような環状画像３０が得られる全周囲撮像では、上述した反転表示機能は不要とな
る。つまり、全周囲撮像時に、図１０の通常撮像と同様に、撮像部１１０の回動状態に応
じて反転表示機能がオン／オフされるような設定であると、撮像部１１０の回動角θの変
更に応じて、環状画像３０がそれまでの表示方向とは異なる方向に反転表示されてしまう
。この結果、ユーザは、環状画像３０の反転により、撮像方向が変化したと感じることに
なり、撮像装置１０の表示動作がユーザにとって不自然な挙動となる。
【００９８】
　例えば、図１１Ａ及び図１２Ａに示すように、ユーザが撮像装置１０を縦持ちして、ア
ダプタ２０が装着された撮像部１１０の回動角θを９０°として、全周囲撮像している場
合を考える。この場合、ユーザが、同じ風景を全周囲撮像するために、図１１Ｂ及び図１
２Ｂに示すように、撮像装置１０を水平に寝かせるように持ち替え、かつ、撮像部１１０
を手前に回動させて回動角θを１８０°としたとする。このとき、表示反転機能が有効化
されると、表示部１３０上で環状画像３０の上下左右が反転表示されてしまう。すると、
ユーザは、同一方向を向いて同一風景を撮像しているにもかかわらず、当該環状画像３０
が反転表示されることに対して、違和感を覚えてしまう。
【００９９】
　そこで、上記反転表示の問題を解決するために、本実施形態に係る撮像装置１０によれ
ば、上記装着検出部１８０によりアダプタ２０の装着を検出しているときには、制御部１
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５０は、反転表示機能を無効化する。これにより、全周囲撮像中に撮像部１１０を回動さ
せて撮像部１１０の向き（撮像方向）を変化させた場合でも、表示部１３０上の環状画像
３０の表示方向が突然変動するような、不自然な挙動を防止できる。よって、ユーザは、
アダプタ２０付きの撮像装置１０を用いて、違和感なく、全周囲撮像を行うことができる
。
【０１００】
　なお、上記の反転表示機能は、撮像画像の上下及び左右を反転させるものであったが、
本発明は、かかる例に限定されない。例えば、反転表示機能は、撮像画像の上下のみを反
転させるものであってもよい。或いは、撮像部１１０の回動方向が本体部１００に対して
水平方向である場合には、反転表示機能は、撮像画像の左右のみを反転させるものであっ
てもよい。
【０１０１】
　［７．撮像動作の設定の最適化］
　次に、撮像部１１０にアダプタ２０を装着して全周囲撮像するときに、全周囲撮像光学
系２１の光学特性に応じて、撮像部１１０による撮像動作の設定を制御する方法の具体例
について詳述する。
【０１０２】
　［７．１．画角の最適化］
　まず、全周囲撮像時の撮像画像の画角の最適化について説明する。撮像装置１０の制御
部１５０は、アダプタ２０が撮像部１１０に装着されたことを検出すると、アダプタ２０
の全周囲撮像光学系２１の光学特性に応じて、全周囲撮像により得られる撮像画像（即ち
、環状画像３０）の画角を制御する。全周囲撮像に適した画角の制御方法としては、以下
に詳述するように、例えば、（１）ズーム位置による画角制御と、（２）画像サイズによ
る画角制御がある。
【０１０３】
　（１）ズーム位置による画角制御
　撮像部１１０に装着されたアダプタ２０の全周囲撮像光学系２１の光学特性設計によっ
て、撮像素子１１２の撮像面に投影される被写体像のサイズは一意に決定する。しかし、
撮像装置１０がズーム機構を有している場合、撮像光学系１１１のズームレンズの位置（
以下、ズーム位置又はズームポジションという。）によって撮像素子１１２に投影される
被写体像のサイズが変化してしまう。
【０１０４】
　全周囲撮像光学系２１から撮像光学系１１１を介して撮像素子１１２に投影される被写
体像は、通常撮像のような矩形状ではなく、環状となり、かかる環状の被写体像を撮像す
ることで、図５に示したような環状画像３０が得られる。かかる全周囲撮像時には、例え
ば、ズームポジションが、撮像画像の画角を狭めるような望遠側の位置（例えば、Ｔｅｌ
ｅ端）にあると、撮像素子１１２に投影される被写体像が大きくなるため、全周囲撮像に
より得られる環状画像３０の外周部が欠けてしまう。このため、全周囲撮像により得られ
る環状画像３０が欠けてしまわないようにするためには、全周囲撮像光学系２１の光学特
性に合わせて、ズームポジションを制御して、撮像画像の画角を最適化する必要がある。
【０１０５】
　そこで、本実施形態に係る撮像装置１０の制御部１５０は、撮像部１１０に対するアダ
プタ２０の装着が検出されたときに、撮像光学系１１１が備えるズームレンズを、全周囲
撮像光学系２１の光学特性に適した所定位置に自動的に移動させる。つまり、制御部１５
０は、撮像光学系１１１のズームポジションを、全周囲撮像光学系２１の光学特性に合わ
せて最適化する。これによって、全周囲撮像により得られる撮像画像（即ち、環状画像３
０）の画角を適正な画角に制御できる。この適正な画角とは、環状画像３０のサイズが最
大となり、かつ、該環状画像３０が欠けることないような画角である。かかるズーム位置
の制御手法の具体例について次に説明する。
【０１０６】
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　　（１．１）ズーム位置の制御手法の具体例１
　アダプタ２０装着時に、最大画角となるようにズームポジションを移動させる画角制御
方法について説明する。まず、撮像光学系１１１のズーム機構により撮像画像が最大画角
となるときのズームポジション（例えばＷｉｄｅ端）において、全周囲撮像光学系２１及
び撮像光学系１１１を介して撮像素子１１２に投影される被写体像が欠けることなく、か
つ、該被写体像のサイズが最大になるように、アダプタ２０の全周囲撮像光学系２１の光
学特性を予め設計しておく。そして、撮像部１１０に対するアダプタ２０の装着が検出さ
れたとき、制御部１５０は、ズームモータ１１４ａを制御して、ズームレンズの位置（ズ
ームポジション）をＷｉｄｅ端に移動させる。これによって、その全周囲撮像光学系２１
の光学特性に応じて、環状画像３０の画角を最適化（最大画角）できる。
【０１０７】
　　（１．２）ズーム位置の制御手法の具体例２
　次に、アダプタ２０装着時に、予め設定した最適な画角となるようにズームポジション
を移動させる画角制御方法について説明する。まず、全周囲撮像光学系２１及び撮像光学
系１１１を介して撮像素子１１２に投影される被写体像が欠けることなく、かつ、該被写
体像のサイズが最大になるようなズームポジションを、予め撮像装置１０の記憶部に記憶
しておく。当該ズームポジションは、全周囲撮像光学系２１の光学特性に応じた最適なズ
ームポジションである。そして、撮像部１１０に対するアダプタ２０の装着が検出された
とき、制御部１５０は、ズームモータ１１４ａを制御して、ズームレンズの位置（ズーム
ポジション）を、上記の予め記憶されたズームポジションに移動させる。これによって、
その全周囲撮像光学系２１の光学特性に応じて、環状画像３０の画角を最適化できる。
【０１０８】
　　（１．３）ズーム位置の制御手法の具体例３
　次に、アダプタ２０装着時に、撮像画像の画像処理により最適画角を求める画角制御方
法について説明する。まず、撮像部１１０に対するアダプタ２０の装着が検出されたとき
、制御部１５０は、ズームポジションをＴｅｌｅ端からＷｉｄｅ端へ徐々に移動させなが
ら、撮像画像に対する画像処理技術を用いて、全周囲撮像光学系２１及び撮像光学系１１
１を介して撮像素子１１２に投影される被写体像のサイズを評価する。そして、制御部１
５０は、当該被写体像のサイズが最大となり、かつ、当該被写体像が欠けないようなズー
ムポジションを求め、当該ズームポジションに固定する。例えば、制御部１５０は、全周
囲撮像により得られる環状画像３０のサイズが画枠いっぱいの状態（欠けている状態）か
ら、当該画枠内に収まったところで、ズームポジションを固定する。このように実際に撮
像された環状画像３０を画像処理することによって、装着される全周囲撮像光学系２１の
種類にかかわらず、環状画像３０が最大となり、かつ、欠けることがないように、撮像画
像の画角を最適化できる。
【０１０９】
　（２）画像サイズによる画角制御
　デジタルスチルカメラ等の撮像装置１０は、記録部により記録される撮像画像の画像サ
イズを変更可能であり、複数の画像サイズの記録に対応している。ここで、画像サイズは
、撮像画像のピクセル数（例えば、画像全体のピクセル数、画像の縦横のピクセル数）で
表される。例えば、撮像画像（動画）の縦横のピクセル数は、１９２０×１０８０ピクセ
ル、１２８０×７２０等がある。撮像装置１０の制御部１５０は、記録する撮像画像の画
像サイズを、複数の画像サイズの中から、ユーザにより指定された１の画像サイズ、若し
くは、自動的に選択した１の画像サイズに設定する。
【０１１０】
　かかる撮像装置１０は、当該画像サイズの変更に応じて、撮像素子１１２から読み出さ
れる画像サイズを変更する場合がある。例えば、画素数が５Ｍピクセルで４：３画角であ
る撮像素子１１２を用いて、１９２０×１０８０ピクセルの撮像画像を生成する場合、撮
像素子１１２の中央部分を切り出す。また、同一の撮像素子１１２を用いて、１２８０×
７２０ピクセルの撮像画像を生成する場合、縦横それぞれ２ピクセル、合計４ピクセルの
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出力を合成して１ピクセルとする手法が用いられる。それぞれの場合における撮像素子１
１２上のイメージサイズは、１９２０×１０８０ピクセルと、２５６０ｘ１４４０ピクセ
ルになり、両者は異なる。従って、画像サイズを変更した場合、撮像素子１１２から出力
される撮像画像の画角が異なることとなる。
【０１１１】
　そこで、本実施形態に係る撮像装置１０の制御部１５０は、アダプタ２０が撮像部１１
０に装着されたときに、画像サイズの設定を、全周囲撮像光学系２１の光学特性に適した
特定の画像サイズに自動的に切り替える。かかる画像サイズの設定の切り替えによって、
撮像画像の画角を、全周囲撮像に適した画角に制御することができる。
【０１１２】
　具体的には、まず、アダプタ２０の全周囲撮像光学系２１の光学特性を、特定の画像サ
イズに合わせて設計しておく。そして、撮像部１１０に対するアダプタ２０の装着が検出
されたとき、制御部１５０は、設定変更可能な複数の画像サイズの中から、全周囲撮像光
学系２１の光学特性に応じた特定の画像サイズを選択し、画像サイズの設定を、全周囲撮
像光学系２１の光学特性に適した特定の画像サイズに自動的に切り替える。これにより、
撮像画像の画角が、装着されたアダプタ２０の全周囲撮像光学系２１に応じて自動的に最
適化される。この結果、当該特定の画像サイズで記録される撮像画像内で、上記環状画像
３０が欠けることなく、かつ、該環状画像３０のサイズが最大になる。
【０１１３】
　［７．２．フォーカス制御の最適化］
　次に、全周囲撮像時のフォーカスポジションの最適化と、オートフォーカス制御につい
て説明する。撮像装置１０の制御部１５０は、アダプタ２０が撮像部１１０に装着された
ことを検出すると、アダプタ２０の全周囲撮像光学系２１の光学特性に応じて、撮像光学
系１１１の焦点位置（フォーカスポジション）を制御して、全周囲撮像により得られる撮
像画像（即ち、環状画像３０）のピントを合わせる。本実施形態に係る撮像装置１０のフ
ォーカス制御方法は、以下に詳述するように、例えば、（１）通常撮像時、（２）全周囲
撮像時とで異なる。
【０１１４】
　（１）通常撮像時（アダプタ非装着時）のフォーカス制御
　まず、撮像装置１０の撮像部１１０にアダプタ２０を装着せずに、通常の撮像光学系１
１１のみを用いて通常撮像するときのオートフォーカス制御について説明する。
【０１１５】
　図１３に示すように、通常のオートフォーカス制御では、制御部１５０は、遠距離、近
距離又は極近傍などの広範囲の被写体に撮像光学系１１１の焦点が合うように、フォーカ
スレンズの位置を制御している。そのため、制御部１５０は、現在撮像中の被写体に対し
て焦点が合っていないと判断した場合、広範囲にわたって焦点が合う位置を探るようにオ
ートフォーカス制御を行う。従って、制御対象範囲が広範囲であるが故に、焦点を誤判定
する可能性が存在する。
【０１１６】
　また、図１４に示すように、遠距離、近距離、極近傍などの被写体が混在する一般的な
風景を撮像するときには、撮像画像１３８の下段に近い被写体が集まり、撮像画像１３８
の上段に遠くの被写体が多く集まる。また、ユーザが所望する被写体は、撮像画像１３８
の中段付近１３９にあることが多い。かかる事情を考慮して、通常撮像時のオートフォー
カス制御では、中段付近１３９にある被写体に対してより重点的に焦点が合うように、フ
ォーカス制御している。これにより、ユーザの意図する被写体に焦点が合う確率が高まる
。
【０１１７】
　（２）全周囲撮像時（アダプタ装着時）のフォーカス制御
　撮像装置１０の撮像部１１０にアダプタ２０を装着して、アダプタ２０の全周囲撮像光
学系２１及び通常の撮像光学系１１１の双方を用いて全周囲撮像するときのフォーカス制
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御について説明する。
【０１１８】
　（２．１）一回反射タイプの全周囲撮像光学系を用いた全周囲撮像時
　全周囲撮像光学系の種類としては、例えば、図６で示したような二回反射タイプの全周
囲撮像光学系２１と、図１５に示すような一回反射タイプの全周囲撮像光学系２５がある
。後者の一回反射タイプの全周囲撮像光学系２５は、被写体からの光を反射する反射面２
６を１つだけ具備しており、当該反射面２６は、中心軸に対して回転対称な形状を有する
凸面鏡で構成される。
【０１１９】
　図１５に示すように、一回反射タイプの全周囲撮像光学系２５を用いて全周囲撮像した
場合、鏡に映された被写体を撮影するがごとく、撮像光学系１１１の焦点距離はアダプタ
２０の非装着時とほぼ同じ距離である。
【０１２０】
　しかし、全周囲の被写体を撮像した環状（円形のドーナツ状）の撮像画像（即ち、環状
画像３０）が得られるため、環状画像３０の被写体の内側にはアダプタ２０自身の一部分
が写ってしまう。同様に、環状画像３０における被写体の外側にも、アダプタ２０自身の
一部分が撮像される。従って、これらの部分に対して焦点が合わないように、フォーカス
制御のための画像評価の対象エリアから、当該部分を除外する必要がある。
【０１２１】
　また、環状画像３０の内側に近距離の被写体、外側に遠距離の被写体が多く集まること
になる。このため、図１５の環状画像３０において、図１４の通常撮像時の撮像画像１３
８の中段付近１３９に相当する部分は、環状画像３０の中央付近にある環状部分３２とな
る。従って、一回反射タイプの全周囲撮像光学系２５を備えたアダプタ２０を用いて全周
囲撮像するときには、撮像画像内のオートフォーカス制御の評価対象領域を、通常撮像時
とは異なる範囲に変更する必要がある。
【０１２２】
　そこで、本実施形態に係る撮像装置１０の制御部１５０は、全周囲撮像時には、オート
フォーカス制御の評価対象領域を、環状画像３０の中央付近の環状部分３２に制限し、当
該環状部分３２に写っている被写体に焦点が合うように、オートフォーカス制御する。具
体的には、制御部１５０は、環状画像３０内の環状部分３２に写っている被写体に合焦す
るような焦点位置（フォーカスポジション）を計算し、光学部品駆動部１１４に指示する
。光学部品駆動部１１４は、制御部１５０の指示に基づき、フォーカスモータ１１４ｂを
駆動して、フォーカスレンズを移動させることによって、全周囲撮像光学系及び撮像光学
系１１１の焦点を、上記環状部分３２に写っている被写体に自動的に合焦させる。
【０１２３】
　かかるオートフォーカス制御により、アダプタ２０自身が写っておらず、かつ、ユーザ
が所望する被写体が存在する環状部分３２に対して焦点を合わせた環状画像３０を自動的
得ることができる。
【０１２４】
　（２．２）二回反射タイプの全周囲撮像光学系を用いた全周囲撮像時
　次に、図６で示したような二回反射タイプの全周囲撮像光学系２１を具備するアダプタ
２０を用いた場合のフォーカス制御について説明する。
【０１２５】
　二回反射タイプの全周囲撮像光学系２１は、該全周囲撮像光学系２１から任意の距離に
ある全ての被写体の焦点が、該全周囲撮像光学系２１の内部又は近傍に集まるような光学
特性を有する。例えば、図６に示した二回反射タイプの全周囲撮像光学系２１は、全周囲
撮像光学系２１内の２つの反射面２１２、２１３の間に、当該全ての被写体の焦点２１８
が位置するように光学設計されている。かかる二回反射タイプの全周囲撮像光学系２１を
撮像部１１０に装着した場合、全周囲撮像光学系２１と、撮像装置１０の撮像光学系１１
１との距離は極近傍となる。従って、アダプタ２０の装着時には、撮像光学系１１１の焦
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点位置を撮像光学系１１１の極近傍（マクロ位置）に合わせる必要がある。
【０１２６】
　そこで、アダプタ２０が撮像部１１０に装着されたときに、制御部１５０は、撮像光学
系１１１の焦点位置（フォーカスポジション）を、近距離側の特定の位置又はその近傍（
例えば、全周囲撮像光学系２１の内部の焦点２１８の位置又はその近傍）に制御する。通
常撮像時の焦点位置の調整範囲は広い（マクロ位置から無限遠まで）が、全周囲撮像時の
焦点位置の調整範囲は上記特定の位置又はその近傍（例えば、全周囲撮像光学系２１内の
焦点２１８の位置又はその近傍。例えば、撮像光学系１１１からの距離が約数センチ）の
みの限られた範囲となる。例えば、全周囲撮像時には、制御部１５０は、撮像光学系１１
１の焦点位置を、撮像装置１０のフォーカス制御機構が調整可能な範囲のうち、最も近距
離側の位置（マクロ位置）に固定してもよい。或いは、制御部１５０は、撮像光学系１１
１の焦点位置を、上記特定の位置又はその近傍の範囲内で調整してもよい。
【０１２７】
　かかるフォーカス制御により、撮像光学系１１１のフォーカスポジションを、上述した
全周囲撮像光学系２１内における全ての被写体の焦点２１８に合わせることができる。よ
って、全周囲撮像光学系２１の光学特性に応じてフォーカスポジションを最適化して、全
周囲撮像される被写体に合焦した環状画像３０を自動的に得ることができる。
【０１２８】
　また、アダプタ２０を装着しない通常撮像時のオートフォーカス制御では、図１３に示
したように、オートフォーカス機能による撮像光学系１１１の焦点位置の調整範囲（ＡＦ
機能によって被写体に合焦する焦点距離を探索する範囲）は、マクロ位置から無限遠まで
広範囲にわたる。しかし、アダプタ２０を装着した全周囲撮像時は、上記のように適切な
焦点位置が全周囲撮像光学系２１の内部又は近傍に限定されるので、フォーカスポジショ
ンを遠距離に合わせる必要はない。従って、アダプタ２０を用いた全周囲撮像時に、通常
撮像時と同様に広範囲のオートフォーカス制御を行うと、誤制御の可能性が増大する。
【０１２９】
　そこで、アダプタ２０が撮像部１１０に装着されている場合、制御部１５０は、ＡＦ機
能による焦点位置の調整範囲を、撮像光学系１１１の近傍の所定範囲のみに制限する。該
撮像光学系１１１の近傍の所定範囲は、例えば、全周囲撮像光学系２１内の焦点２１８の
位置又はその近傍の範囲、又は、マクロ位置周辺の範囲である。このように、全周囲撮像
時に、撮像光学系１１１の焦点位置の調整範囲を撮像光学系１１１の近傍だけに制限して
オートフォーカス制御を行うことで、誤判別の可能性を排除して、オートフォーカス機能
の誤制御を防止することができる。
【０１３０】
　以上、二回反射タイプの全周囲撮像光学系２１を用いた全周囲撮像時のフォーカス制御
について説明した。なお、全周囲撮像光学系は、該全周囲撮像光学系から任意の距離にあ
る全ての被写体の焦点が、該全周囲撮像光学系の内部又は近傍に位置するような光学特性
を有するものであれば、被写体光を三回以上反射させるタイプであってもよい。
【０１３１】
　［７．３．露出制御の最適化］
　次に、全周囲撮像時の露出制御の最適化について説明する。撮像装置１０の露出制御と
しては、自動露出（ＡＥ）制御が一般的である。このＡＥ制御では、撮像される被写体や
、撮像装置１０の周辺環境に応じて、ＡＥ制御のパラメータを変更する変えることによっ
て、被写体に合った露出制御を実行される。
【０１３２】
　アダプタ２０を用いた全周囲撮像時には、図５に示したように、全周囲の被写体を撮像
した環状画像３０が得られる。この環状画像３０は、撮像素子１１２から出力される矩形
状の撮像画像の中央部分にのみ存在する。このように、全周囲撮像時には、矩形状の撮像
画像上で被写体が写っている領域は、中央部の環状領域（環状画像３０）に限られており
、通常撮像時に被写体が写っている領域とは異なる。従って、全周囲撮像時には、自動露
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出制御の評価対象領域を、通常撮像時の評価対象範囲（例えば、矩形状の撮像画像の全領
域）から変更し、撮像画像内の環状画像３０以外の領域を、露出制御の評価対象範囲外と
することが好ましい。
【０１３３】
　そこで、アダプタ２０が撮像部１１０に装着されているときには、撮像装置１０の制御
部１５０は、撮像画像における自動露出制御の評価対象領域を、環状画像３０内の領域に
制限し、撮像画像内の環状画像３０以外の領域（図５の黒べたの領域）を該評価対象領域
から除外する。これにより、自動露出制御の評価対象領域が、全周囲の被写体が写ってい
る環状画像３０の領域のみとなり、制御部１５０は、該環状画像３０内の画素の輝度値を
用いて環状画像３０の露出を自動制御する。これにより、環状画像３０以外の領域の影響
を受けずに、環状画像３０の明るさを適切に制御できるようになる。
【０１３４】
　［７．４．撮像補助機能の無効化］
　次に、全周囲撮像時の撮像補助機能の無効化について説明する。撮像補助機能は、撮像
部１１０による撮像動作を補助するための機能である。この撮像補助機能は、例えば、撮
像中のユーザの手振れによる撮像画像の乱れを補正する補正手振れ補正機能や、撮像画像
中の人物の顔を検出する顔検出機能などを含む。
【０１３５】
　手振れ補正機能を有する通常の撮像装置１０において、手振れの検出及び補正処理は、
通常の撮像光学系１１１のみを用いた通常撮像に合わせて制御されており、全周囲撮像光
学系２１を用いた全周囲撮像に適した制御が行われている訳ではない。従って、アダプタ
２０を装着した全周囲撮像時に、通常撮像に合わせて制御される手振れ補正機能をそのま
ま維持すると、適切な環状画像３０が得られない可能性がある。
【０１３６】
　そこで、アダプタ２０が撮像部１１０に装着されているときには、撮像装置１０の制御
部１５０は、手振れ補正機能を無効化する。これにより、全周囲撮像時には、環状画像３
０に対して不適切な手振れ補正処理を行わないので、適切な環状画像３０を得ることがで
きる。
【０１３７】
　また、通常撮像時には、顔検出機能を利用したフォーカス制御や露出制御が行われてい
る。これにより、撮像画像中の人物の顔に焦点を合わせたり、撮像画像中の人物の顔が適
切な輝度となるように露出を制御したりすることができる。しかし、アダプタ２０を用い
た全周囲撮像時には、被写体が歪んだ状態や、上下又は横に回転した状態で撮像されるた
め、正確な顔検出がなされない場合が多くなる。むしろ、被写体が歪んでいることによっ
て、誤検出の可能性も発生する。
【０１３８】
　そこで、アダプタ２０が撮像部１１０に装着されているときには、撮像装置１０の制御
部１５０は、顔検出機能を無効化する。これにより、全周囲撮像時には、被写体が歪んで
いる環状画像３０に対して不適切な顔検出処理を行わないので、誤検出を防止でき、誤検
出に伴うフォーカス制御や露出制御の不具合も解消できる。
【０１３９】
　以上のように、アダプタ２０が撮像部１１０に装着されている場合、制御部１５０は、
通常撮像時に使用される撮像補助機能のうち、全周囲撮像に不適切な撮像補助機能を無効
化する。これにより、全周囲撮像時に、当該不適切な撮像補助機能による不具合を防止し
て、適切な画質の環状画像３０を得ることができる。
【０１４０】
　［８．操作制御の設定の最適化］
　次に、全周囲撮像時に、操作部１６０に対するユーザ操作を制御する操作制御の設定の
最適化について説明する。上述したように、本実施形態に係る撮像装置１０は、アダプタ
２０が装着されたときに、撮像動作の設定（画角、フォーカス、露出等の撮像パラメータ
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）や表示動作の設定を、全周囲撮像光学系２１の光学特性に合わせて最適化する。しかし
、このように各種の設定を最適化したにもかかわらず、ユーザの誤操作により、当該最適
な設定を維持できなくなる場合も考えられる。
【０１４１】
　そこで、アダプタ２０が撮像部１１０に装着されているときには、撮像装置１０の制御
部１５０は、上記全周囲撮像動作の設定や表示動作の設定を自動的に最適化した後、当該
最適化された設定を変更するようなユーザ操作を無効化する。例えば、ユーザが、撮像装
置１０の操作部１６０を操作しても、制御部１５０は、最適化された画角、フォーカス、
露出等の撮像パラメータや、表示反転機能のオン／オフを設定変更できないように、ユー
ザ操作を制御する。これにより、アダプタ２０の装着に応じて自動的に最適化した動作設
定をユーザが手動で変更できないようになり、ユーザの誤操作を防止できるので、全周囲
撮像時の撮像装置１０の最適な動作設定を維持できる。
【０１４２】
　[９．撮像装置の他の実施形態]
　次に、図１６を参照して、本発明の第２の実施形態に係る撮像装置１１について説明す
る。図１６は、本発明の第２の実施形態に係る撮像装置１１を示す斜視図である。
【０１４３】
　第２の実施形態に係る撮像装置１１は、上記第１の実施形態に係る撮像装置１０と比べ
て、撮像部１１０の代わりに表示部１３０を回動させる回動機構を具備する点で相違し、
その他の機能構成は、第１の実施形態と実質的に同一であるので、その詳細説明は省略す
る。
【０１４４】
　図１６に示すように、第２の実施形態に係る撮像装置１１は、本体部１００に対して表
示部１３０を回動させる回動機構を具備している。この回動機構により表示部１３０を回
動させることで、表示部１３０の表示画面を、撮像装置１１の正面１０１側（撮像方向側
）、背面１０２側（撮像者側）、上側など所望の方向に向けることができる。通常の撮像
では、表示部１３０の表示画面を撮像装置１１の背面１０２側に向けることで、ユーザ（
撮像者）は、表示部１３０に表示される撮像画像を見ながら、被写体を撮像できる。また
、自分撮像時には、表示部１３０の表示画面を撮像装置１１の正面１０１側に向けること
で、ユーザは、表示部１３０に表示される自分の撮像画像を見ながら、ユーザ自身を撮像
できる。
【０１４５】
　撮像装置１１は、図１０で説明したような反転表示機能を有しており、上記自分撮像時
には、該反転表示機能により、表示部１３０により表示される撮像画像の上下左右が反転
して表示される。上記の第１の実施形態に係る回動検出部１７０（図７参照）は、本体部
１００に対する撮像部１１０の回動状態を検出したが、第２の実施形態に係る回動検出部
１７０は、本体部１００に対する表示部１３０の回動状態（回動角θ）を検出する。制御
部１５０は、表示部１３０の回動状態に基づいて、撮像画像を反転表示させる。例えば、
表示部１３０の表示画面が撮像方向と反対方向を向いているときには（θ＝０°）、制御
部１５０は、表示部１３０に撮像画像を反転表示させない。一方、表示部１３０の表示画
面が撮像方向を向いているときには（θ＝１８０°）、自分撮像であるので、制御部１５
０は、表示部１３０に撮像画像を反転表示させる。
【０１４６】
　次に、上記の撮像装置１１を用いた全周囲撮像について説明する。図１６に示す撮像装
置１１の撮像部１１０は、回動しない固定式であるが（図１６Ａ参照。）、当該撮像部１
１０に対しても、第１の実施形態と同様に着脱式のアダプタ２０を装着することができる
（図１６Ｂ、Ｃ参照。）。このようにアダプタ２０を撮像部１１０に装着することで、撮
像装置１１は、アダプタ２０の全周囲撮像光学系２１を用いて全周囲撮像光学系２１する
ことが可能となる。この全周囲撮像時には、図１６に示すように、撮像光学系１１１の光
軸１０３の方向（撮像方向）が上向きとなるように撮像装置１０を配置することで、アダ
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プタ２０を含む水平面内の全周囲（３６０°）の被写体を撮像できる。
【０１４７】
　ここで、アダプタ２０の装着の有無に基づく、反転表示機能の制御について説明する。
図１６Ｂに示したように、撮像部１１０にアダプタ２０が装着されている全周囲撮像時に
は、制御部１５０は、反転表示機能を無効化する。これにより、図１６Ｂ及び図１６Ｃに
示すように、本体部１００に対して表示部１３０が回動したとしても、表示部１３０に表
示される環状画像３０は反転されず、表示方向が不変である。
【０１４８】
　以上のように、第２の実施形態に係る撮像装置１１は、アダプタ２０が装着されていな
いときには、表示部１３０の回動状態に応じて、表示部１３０上の撮像画像を反転表示す
るが、アダプタ２０が装着されたときには、表示部１３０の回動状態に関わらず、表示部
１３０上の撮像画像を反転表示しない。これにより、アダプタ２０を用いた全周囲撮像時
に、表示部１３０の回動に伴って環状画像３０の表示方向が変化するような不自然な挙動
を防止できる。
【０１４９】
　なお、図１６の例の反転表示機能は、撮像画像の上下及び左右を反転させたが、本発明
の反転表示機能は、かかる例に限定されない。例えば、表示部１３０を反転させて本体部
１００に対して起立させた場合（図１６Ｃの自分撮像モード）は、撮像画像の上下及び左
右を反転させるが、表示部１３０を反転させて本体部１００に対して寝かした場合（表示
パネル反転閉じモード）は、撮像画像の上下のみを反転させるようにしてもよい。また、
撮像装置１１の本体部に対する表示部の取付構造によって、反転表示機能の態様（撮像画
像の左右のみの反転、又は、上下のみの反転など）を適宜変更してもよい。
【０１５０】
　[１０．まとめ]
　以上、本発明の好適な実施形態に係る撮像装置１０、１１と、その制御方法について説
明した。本実施形態によれば、撮像装置１０、１１の撮像部１１０に対して、全周囲撮像
光学系２１を備えた着脱式のアダプタ２０を着脱自在である。従って、アダプタ２０を装
着しないときには、撮像装置１０、１１は、撮像光学系１１１を用いて、一方向の被写体
を撮像する通常撮像動作を行うことができる。一方、アダプタ２０を装着したときには、
撮像装置１０、１１は、全周囲撮像光学系２１及び撮像光学系１１１を用いて、全方向（
撮像装置１０、１１の周囲の全方向）の被写体を撮像する全周囲撮像動作を行うことがで
きる。
【０１５１】
　さらに、撮像装置１０、１１の装着検出部１８０は、撮像部１１０に対するアダプタ２
０の装着の有無を検出する。そして、部制御部１５０は、アダプタ２０の装着の有無に基
づいて、撮像装置１０の動作設定（撮像動作、表示動作、操作制御などの設定）を切り替
えることで、全周囲撮像光学系２１又は撮像光学系１１１の光学特性に合わせて最適な動
作設定に自動的に制御する。つまり、アダプタ２０が装着されていない通常撮像時には、
制御部１５０は、撮像装置１０、１１の動作設定を、通常撮像に適した設定（通常の撮像
光学系１１１の光学特性に応じた設定）に制御する。一方、アダプタ２０が装着されてい
る全周囲撮像光学系２１時には、制御部１５０は、撮像装置１０の動作設定を、全周囲撮
像に適した設定（全周囲撮像光学系２１の光学特性に応じた設定）に制御する。
【０１５２】
　例えば、アダプタ２０が装着されていないときには、制御部１５０は、撮像部１１０の
回動状態に応じて撮像画像を反転表示する反転表示機能を有効化し、アダプタ２０が装着
されているときには、制御部１５０は、該反転表示機能を無効化する。これにより、アダ
プタ２０を用いた全周囲撮像時には、撮像部１１０を回動させて撮像方向を変えた場合に
おいても、全周囲撮像により得られる環状画像３０が反転表示されない。従って、表示画
面上で環状画像３０の表示方向が変化するといった不自然な挙動をすることなく、全周囲
撮像できる。このように、自分撮像機能を有する撮像装置１０、１１において、自分撮像
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時の表示制御（反転表示機能）が、全周囲撮像時の使い易さを阻害することがない。
【０１５３】
　また、アダプタ２０が装着されていないときには、制御部１５０は、通常の撮像光学系
１１１の光学特性に応じて、撮像部１１０による通常撮像動作の設定を最適化する。一方
、アダプタ２０が装着されているときには、制御部１５０は、全周囲撮像光学系２１の光
学特性に応じて、全周囲撮像動作の設定を最適化する。ここで、撮像動作の設定は、上述
した画角の設定、フォーカス制御の設定、露出制御の設定、撮像補助機能のオン／オフ設
定などを含み、ズーム位置、焦点位置、露出制御などの撮像パラメータの設定で実現でき
る。上記のように、アダプタ２０の装着時に、制御部１５０は、全周囲撮像動作の設定を
、全周囲撮像光学系２１の光学特性に適した設定に自動的に変更する。これにより、ユー
ザは、着脱式のアダプタ２０を撮像装置１０、１１に装着するだけで、特に難しい設定操
作を行うことなく、通常の撮像装置１０、１１を用いて簡単に全周囲撮像を行うことが可
能となる。また、全周囲撮像時にズーム位置、焦点位置、露出などが自動的に最適化され
るので、全周囲撮像により得られた環状画像３０の再生時に、ユーザは、意図通りに環状
画像３０を楽しむことができる。
【０１５４】
　さらに、アダプタ２０が装着されているときには、制御部１５０は、上記全周囲撮像に
合わせて自動的に最適化された動作設定（撮像パラメータの設定など）を手動で変更する
ようなユーザ操作を無効化する。これにより、撮像装置１０の取り扱いに不慣れなユーザ
が、誤操作により、全周囲撮像光学系２１に不適切な動作設定に変更してしまうことを防
止できる。
【０１５５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１５６】
　例えば、上記実施形態では、二回反射タイプの全周囲撮像光学系２１と、一回反射タイ
プの全周囲撮像光学系２５の例について説明したが、本願発明の全周囲撮像光学系は、か
かる例に限定されない。例えば、被写体からの光を三回以上反射させるタイプの全周囲撮
像光学系２１であってもよい。また、全周囲撮像光学系の反射面、透過面等の形状は図示
の例に限定されず、任意に設計変更可能である。
【０１５７】
　また、上記実施形態に係る装着検出部１８０は、例えば、ホールセンサ１８２等の磁気
センサを用いて、アダプタ２０の装着の有無を検出した。しかし、本発明の装着検出部の
構成は、かかる例に限定されず、例えば、物理的なスイッチ、光学センサなどの任意の検
出装置を用いてもよい。例えば、物理的なスイッチを用いた装着検出部の例について説明
する。アダプタ２０の嵌合部２３の撮像装置１０側に突起を設け、撮像装置１０の撮像部
１１０には、アダプタ２０を装着したときに、上記嵌合部２３の突起によって押下される
電気的スイッチを設けておく。該電気的スイッチの出力は制御部１５０に電気的に接続さ
れる。かかる構成の装着検出部によっても、撮像部１１０に対するアダプタ２０の装着の
有無を物理的に検出できる。また、上述した回動検出部１７０についても、同様に、磁気
センサ以外に、例えば、物理的なスイッチ、光学センサなどの任意の検出装置を用いても
よい。
【符号の説明】
【０１５８】
　１０、１１　　撮像装置
　２０　　アダプタ
　２１、２５　　全周囲撮像光学系
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　２２　　カバー
　２３　　嵌合部
　２４　　係止爪
　３０　　環状画像
　３２　　環状部分
　１００　　本体部
　１１０　　撮像部
　１１１　　撮像光学系
　１１２　　撮像素子
　１１３　　ＴＧ
　１１４　　光学部品駆動部
　１１５　　陥没部
　１１６　　回動軸
　１１７　　取付部
　１２０　　ＤＳＰ
　１２２　　信号処理部
　１３０　　表示部
　１４０　　記録再生部
　１５０　　制御部
　１６０　　操作部
　１７０　　回動検出部
　１７２　　ホールセンサ
　１７４　　磁石
　１８０　　装着検出部
　１８２　　ホールセンサ
　１８４　　磁石
　２１１　　中心軸
　２１２　　第１反射面
　２１３　　第２反射面
　２１４　　入光部
　２１５　　出光部
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