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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像レンズと、
　前記撮像レンズの結像面に配置されたレンズアレイと、
　互いに異なる第１および第２の方向に沿って２次元配置された複数の画素を有する撮像
素子とを備え、
　前記レンズアレイは、それぞれが前記撮像素子におけるｍ×ｎ（ｍ，ｎは互いに異なる
１以上の整数）の画素領域に割り当てられて設けられたレンズ部を複数含み、
　光入射側の面において前記第１の方向に沿って延在すると共に、前記第２の方向に沿っ
て画素幅のｎ倍の幅を有する複数の第１の突条レンズと、
　光出射側の面において前記第２の方向に沿って延在すると共に、前記第１の方向に沿っ
て画素幅のｍ倍の幅を有する複数の第２の突条レンズとを有し、
　前記複数のレンズ部はそれぞれ、前記第１および第２の突条レンズの交差部に対応する
領域に形成されている
　撮像装置。
【請求項２】
　前記レンズアレイにおいて、前記第１および第２の突条レンズの各焦点面が、前記撮像
素子の受光面上に一致するように配置されている
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
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　前記第１の突条レンズの焦点距離をｆ１、前記第２の突条レンズの焦点距離をｆ２とし
たとき、前記レンズアレイの厚みおよび位置は、以下の式（１）を満足するように設定さ
れている
　請求項２に記載の撮像装置。
　ｆ１＝（ｎ／ｍ）×ｆ２　………（１）
【請求項４】
　前記複数のレンズ部はそれぞれトロイダルレンズである
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記レンズアレイは、前記撮像素子と一体的に設けられている
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記撮像素子の受光面に、複数の画素のうち隣り合う画素同士の間で互いに異なる色が
配列してなるカラーフィルタが配置されている
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズアレイを用いた撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、様々な撮像装置が提案され、開発されている。また、撮像して得られた撮像デー
タに対し、所定の画像処理を施して出力するようにした撮像装置も提案されている。例え
ば、特許文献１および非特許文献１には、「Light Field Photography」と呼ばれる手法
を用いた撮像装置が提案されている。この撮像装置は、撮像レンズの焦点面にレンズアレ
イを配置し、更にこのレンズアレイの焦点面にイメージセンサを設けたものである。これ
により、レンズアレイ上に結像する被写体の映像を、イメージセンサにおいて、各視点方
向の光線に分割しつつ受光し、同時刻に多視点の画像を取得することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第０６／０３９４８６号パンフレット
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ren.Ng、他７名，「Light Field Photography with a Hand-Held Pleno
ptic Camera」，Stanford Tech Report CTSR 2005-02
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のような撮像装置では、レンズアレイにおける１つのレンズに、イメージセンサ上
の複数の画素が割り当てられ（各レンズの縦横の寸法がそれぞれ、画素ピッチの整数倍に
等しく）、そのレンズに割り当てられた画素数分の視点画像を取得可能である。また、レ
ンズに割り当てられた画素の縦方向および横方向の数（レンズの縦横の寸法）が互いに等
しくなっている。例えば、１つのレンズが３×３の画素に割り当てられており（縦横の寸
法がそれぞれ３画素分のピッチに等しく）、縦方向および横方向にそれぞれ３視点の画像
（合計９視点分の画像）を取得可能である。このようにして撮影された各視点方向からの
画像（以下、視点画像という）を所定のディスプレイを用いて表示することにより、例え
ば立体映像表示を実現できる。
【０００６】
　ところが、複数の視点画像を表示可能なディスプレイでは、一般に、縦方向と横方向の
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視点数が一致していないものが多い。例えば、横方向では２つ以上の視点数となるが、縦
方向では視点数が１つであることが多い。このようなディスプレイでは、上記３×３の視
点分の画像の中から適当な視点画像を選択して表示することになる。例えば、ディスプレ
イにおいて縦方向１視点、横方向３視点の画像（１×３の視点画像）を選択的に表示させ
る場合には、縦方向３視点のうち２視点分は使用しないこととなる。従って、上記のよう
な撮像装置を用いて撮影された複数の視点画像のうち、一部が無駄となってしまう。
【０００７】
　また、各視点画像における解像度は、イメージセンサの解像度（画素数）を視点数（レ
ンズアレイのレンズ数）で割ったものに等しくなるので、即ち、取得される視点画像の視
点数と、その解像度とは互いにトレードオフの関係となる。このため、使用しない視点画
像があると、各視点画像の解像度を低下させてしまうという問題がある。
【０００８】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、解像度の低下を抑制しつ
つ所望の視点画像を取得可能な撮像装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の撮像装置は、撮像レンズと、撮像レンズの結像面に配置されたレンズアレイと
、互いに異なる第１および第２の方向に沿って２次元配置された複数の画素を有する撮像
素子とを備えたものである。レンズアレイは、それぞれが撮像素子におけるｍ×ｎ（ｍ，
ｎは互いに異なる１以上の整数）の画素領域に割り当てられて設けられたレンズ部を複数
含み、光入射側の面において第１の方向に沿って延在すると共に、第２の方向に沿って画
素幅のｎ倍の幅を有する複数の第１の突条レンズと、光出射側の面において第２の方向に
沿って延在すると共に、第１の方向に沿って画素幅のｍ倍の幅を有する複数の第２の突条
レンズとを有するものである。複数のレンズ部はそれぞれ、第１および第２の突条レンズ
の交差部に対応する領域に形成されている。
【００１０】
　本発明の撮像装置では、撮像レンズを通過した被写体からの光線は、レンズアレイによ
って視点方向毎に分割された後、撮像素子において受光される。レンズアレイが、ｍ×ｎ
の画素領域に割り当てられたレンズ部を複数含むことにより、第１の方向ではｍ個、第２
の方向ではｎ個の視点画像がそれぞれ取得される（計ｍ×ｎ個の視点画像が取得される）
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の撮像装置によれば、撮像レンズと２次元配置された複数の画素を有する撮像素
子とを備えると共に、撮像レンズの結像面に、ｍ×ｎの画素領域に割り当てられたレンズ
部を複数含むレンズアレイを備えるようにしたので、必要数の視点画像だけを過不足なく
取得可能となる。視点画像では、その視点数と解像度とが互いにトレードオフの関係にあ
るため、不要な視点画像を減らすことにより、解像度の低下を抑制することができる。即
ち、解像度の低下を抑制しつつ所望の視点画像を取得可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態に係る撮像装置の全体構成を表す図である。
【図２】レンズアレイとイメージセンサの斜視構成を表す模式図である。
【図３】図２における（Ａ）Ａ方向からみた側面図と、（Ｂ）Ｂ方向からみた側面図であ
る。
【図４】レンズアレイのＸＹ平面構成を表す模式図である。
【図５】カラーフィルタの色配列の一例を表す模式図である。
【図６】視点方向毎の光線分割について説明するための模式図である。
【図７】図１に示した撮像装置により取得される撮像データの模式図である。
【図８】図７に示した撮像データから得られる各視点画像データの模式図である。
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【図９】比較例１に係るレンズおよびイメージセンサの配置構成についての模式図である
。
【図１０】比較例２に係るレンズおよびイメージセンサの配置構成についての模式図であ
る。
【図１１】カラーフィルタ配列による効果を説明するための模式図である。
【図１２】変形例１に係るレンズアレイの概略構成を表す模式図である。
【図１３】変形例２に係るレンズアレイおよびイメージセンサの斜視構成を表す模式図で
ある。
【図１４】図１３における（Ａ）Ａ方向からみた側面図と、（Ｂ）Ｂ方向からみた側面図
である。
【図１５】変形例３に係るカラーフィルタの色配列を表す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。

１．実施の形態（レンズ割り当て画素を１×３とし、レンズアレイの光入射面および光出
射面に突条レンズを有する例）
２．変形例１（レンズアレイをトロイダルレンズとした例）
３．変形例２（レンズアレイをイメージセンサに直に形成した例）
４．変形例３（レンズ割り当て画素１×２の場合のカラーフィルタ例）
　
【００１４】
＜実施の形態＞
［全体構成］
　図１は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置（撮像装置１）の全体構成を表すもので
ある。撮像装置１は、被写体２を撮像して、所定の画像処理を施すことにより、画像デー
タＤoutを出力するものである。この撮像装置１は、撮像レンズ１１と、レンズアレイ１
２と、イメージセンサ１３と、画像処理部１４と、イメージセンサ駆動部１５と、制御部
１６とを備える。尚、以下では、光軸をＺとし、光軸Ｚに直交する面内において、水平方
向（横方向）をＸ、垂直方向（縦方向）をＹとする。
【００１５】
　撮像レンズ１１は、被写体２を撮像するためのメインレンズであり、例えば、ビデオカ
メラやスチルカメラ等で使用される一般的な撮像レンズにより構成されている。この撮像
レンズ１１の光入射側（または光出射側）には、開口絞り１０が配設されている。
【００１６】
（レンズアレイ１２の構成）
　レンズアレイ１２は、撮像レンズ１１の焦点面（結像面）に配置され、例えばガラスな
どの基板上に複数のレンズ部（後述のレンズ部１２Ｌ）を有するものである。これらの複
数のレンズ部はそれぞれ、イメージセンサ１３における所定の画素領域、具体的にはｍ×
ｎの画素領域に割り当てられて配置されている。ｍ，ｎは互いに異なる１以上の整数であ
り、以下では、縦方向Ｙに沿ってｍ＝１個、横方向Ｘに沿ってｎ＝３個の画素が配列して
なる画素領域に対応してレンズ部が設けられているものとして説明する。このレンズアレ
イ１２の焦点面には、イメージセンサ１３が配設されている。
【００１７】
　図２は、レンズアレイ１２の斜視構成について、イメージセンサ１３と共に示したもの
である。レンズアレイ１２は、光入射側（撮像レンズ１１側）の面と、光出射側（イメー
ジセンサ１３側）の面とにそれぞれ、互いに直交して設けられると共に焦点距離の異なる
突条レンズ１２Ａ，１２Ｂを複数有している。図３（Ａ）は、図２におけるＡの方向から
みたレンズアレイ１２およびイメージセンサ１３の側面図、図３（Ｂ）は、図２における
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Ｂの方向からみたレンズアレイ１２およびイメージセンサ１３の側面図である。尚、図３
（Ａ）では突条レンズ１２Ｂ、図３（Ｂ）では突条レンズ１２Ａの図示をそれぞれ省略し
ている。
【００１８】
　このように、突条レンズ１２Ａは、例えば、縦方向Ｙに沿って延在すると共に、横方向
Ｘに沿って３画素（３ｐ）分の幅を有している。突条レンズ１２Ｂは、例えば、横方向Ｘ
に沿って延在すると共に、縦方向Ｙに沿って１画素（１ｐ）分の幅を有している。本実施
の形態では、レンズアレイ１２のＸＹ面内における突条レンズ１２Ａと突条レンズ１２Ｂ
との交差部に対応する領域が、上記ｍ×ｎ（１×３）の画素領域に割り当てられたレンズ
部１２Ｌに相当する（図４）。このように、レンズ部１２Ｌは、ＸＹ平面において縦横比
（縦：横＝１：３）の異なる矩形状となる。
【００１９】
　上記のような突条レンズ１２Ａ，１２Ｂは、フォトレジスト等の樹脂材料よりなり、ガ
ラスやプラスチック等よりなる基板の両面に、例えばレジストリフロー法やナノインプリ
ント法を用いて、形成することができる。この他にも、金型を用いた成形法によっても形
成可能である。
【００２０】
　これらの突条レンズ１２Ａ，１２Ｂは、レンズアレイ１２の互いに異なる面に配置され
、かつ焦点距離も異なるため、これらのことを考慮してレンズアレイ１２の位置（イメー
ジセンサ１３に対する相対的位置）およびレンズアレイ１２の厚み（基板の厚み）が設定
されている。詳細には、撮像レンズ１１のＦナンバーをＦ、画素幅（画素ピッチ）をｐ、
突条レンズ１２Ａの焦点距離をｆ１、突条レンズ１２Ｂの焦点距離をｆ２としたとき、焦
点距離ｆ１，ｆ２はそれぞれ以下の式（２），（３）ように表され、これより式（１）が
導かれる。
　ｆ１＝Ｆ×ｎ×ｐ　　　　………（２）
　ｆ２＝Ｆ×ｍ×ｐ　　　　………（３）
　ｆ１＝（ｎ／ｍ）×ｆ２　………（１）
【００２１】
　従って、式（１）を満足するように、レンズアレイ１２の位置および厚みが設定されて
いればよい。ここでは、ｍ×ｎ＝１×３なので、焦点距離ｆ１を焦点距離ｆ２の３倍とな
るように位置および厚みが設定されている。
【００２２】
　イメージセンサ１３は、レンズアレイ１２からの光線を受光して撮像データＤ０を取得
するものである。このイメージセンサ１３は、複数の画素がマトリクス状に（縦方向Ｙお
よび横方向Ｘに沿って）２次元配列したものである。各画素は、ＣＣＤ（Charge Coupled
 Device：電荷結合素子）またはＣＭＯＳ（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）
などの固体撮像素子により構成されている。イメージセンサ１３では、レンズアレイ１２
におけるマイクロレンズの２次元座標に対応する画素領域に、被写体２の像が開口絞り１
０の開口形状（例えば円形状）に相似形の像として結像するようになっている。
【００２３】
　上記複数の画素のうち、ｍ×ｎの配列よりなる画素領域に、上記レンズアレイ１２にお
ける１つのレンズ部１２Ｌ（突条レンズ１２Ａ，１２Ｂの交差部）が割り当てられている
。このｍ×ｎの値が大きくなるに従って、即ち１つのマイクロレンズに割り当てられる画
素（以下、レンズ割り当て画素という）の数が多くなるに従って、例えば後述する視点画
像における視点数が多くなる。一方、レンズ割り当て画素数が少なくなる（ｍ×ｎの値が
小さくなる）に従って、各視点画像における画素数（解像度）が高くなる。このように、
視点画像における視点数と解像度とはトレードオフの関係となっている。
【００２４】
　このイメージセンサ１３の受光面上には、カラーフィルタが設けられている。図５（Ａ
），（Ｂ）に、そのカラーフィルタにおける色配列の一例を模式的に示す。カラーフィル
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タとしては、例えば、赤（Ｒ：Red）、緑（Ｇ：Green）および青（Ｂ：Blue）の各色のフ
ィルタが例えば１：２：１の比率で配列（ベイヤー配列）してなるものが挙げられる。具
体的には、図５（Ａ）に示したように、１×３の画素領域毎に、Ｒ，Ｇ，Ｂのいずれかを
配置する（画素領域内は全て同一色）か、あるいは、図５（Ｂ）に示したように、同一色
が隣り合わないように各色を配置してもよい。どちらの場合であっても、視点毎に画像合
成した後には、ベイヤー配列となるが、図５（Ｂ）のように同一色の画素が隣り合わない
配列とすれば、異なる視点方向からの光線同士のクロストークが抑制される。
【００２５】
　画像処理部１４は、イメージセンサ１３で得られた撮像データＤ０に対して、所定の画
像処理を施し、例えば視点画像としての画像データＤoutを出力するものである。この画
像処理部１４の具体的な画像処理動作については後述する。
【００２６】
　イメージセンサ駆動部１５は、イメージセンサ１３を駆動してその露光や読み出しの制
御を行うものである。
【００２７】
　制御部１６は、画像処理部１４およびイメージセンサ駆動部１５の動作を制御するもの
であり、例えばマイクロコンピュータなどにより構成されている。
【００２８】
［作用、効果］
（撮像データの取得）
　撮像装置１では、撮像レンズ１１およびイメージセンサ１３間の所定の位置にレンズア
レイ１２が設けられていることにより、イメージセンサ１３において、被写体２からの光
線は、その強度分布に加え進行方向（視点方向）についての情報が保持された光線ベクト
ルとして記録される。即ち、レンズアレイ１２を通過する光線は、視点方向毎に分割され
、イメージセンサ１３の異なる画素において受光される。例えば、図６に示したように、
３画素分の幅を有する突条レンズ１２Ａの通過光線のうち、ある視点方向（第１視点）か
らの光線（光束）Ｌ１は画素「１」、それとは異なる視点方向（第２，３視点）からの光
線Ｌ２，Ｌ３は、画素「２」「３」において、それぞれ受光される。尚、図６では、便宜
上、画素に番号を付している。イメージセンサ１３では、イメージセンサ駆動部１５によ
る駆動動作に応じて、例えばライン順次に読み出しが行われ、撮像データＤ０が取得され
る。図７に、撮像データＤ０のデータ配列について模式的に示す。このように、３つの視
点方向からの光線Ｌ１～Ｌ３はそれぞれ、１×３の矩形状の画素領域（単位領域）Ｕにお
ける所定の位置にある画素で受光される。
【００２９】
　他方、イメージセンサ１３の受光面側には、図５（Ａ），（Ｂ）に示したようなカラー
フィルタが配置されているため、撮像データＤ０は、このカラーフィルタの色配列に対応
したカラーデータとして記録される。上記のようにして得られた撮像データＤ０は、画像
処理部１４へ出力される。
【００３０】
（画像処理動作）
　画像処理部１４は、撮像データＤ０に基づいて、例えば３つの視点画像を生成する。具
体的には、撮像データＤ０における単位領域Ｕごとに、互いに同一の位置にある画素（こ
こでは、図７中の「１」，「２」，「３」の各位置にある画素）における画素データをそ
れぞれ抽出し、抽出した画素データ同士を合成する。即ち、「１」の位置にある画素デー
タ同士の合成により第１視点の視点画像Ｄ１（図８（Ａ））を、「２」の位置の画素デー
タ同士の合成により第２視点の視点画像Ｄ２（図８（Ｂ））を、「３」の位置の画素デー
タ同士の合成により第３視点の視点画像Ｄ３（図８（Ｃ））をそれぞれ生成する。この後
、これら３枚の各視点画像に対して、例えばデモザイク処理等のカラー補間処理を施すこ
とにより、カラーの視点画像が画像データＤoutとして出力される。尚、画像処理部１４
は、例えば欠陥検出部、クランプ処理部、欠陥補正処理部、カラー補間処理部、ノイズ低
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減処理部、輪郭強調処理部、ホワイトバランス調整処理部およびガンマ補正処理部等（い
ずれも図示せず）を備えていてもよい。
【００３１】
　ここで、図９，１０に本実施の形態の比較例（比較例１，２）に係るレンズ形状につい
て模式的に示す。比較例１では、図９（Ａ）～（Ｃ）に示したように、例えば３×３の画
素領域に対して１つのレンズ１０２が割り当てられている。尚、図９（Ａ）は、レンズ１
０２のＸＹ平面形状、図９（Ｂ）は、縦方向におけるレンズ１０２およびイメージセンサ
１０３の配置構成、図９（Ｃ）は、横方向におけるレンズ１０２およびイメージセンサ１
０３の配置構成をそれぞれ表すものである。即ち、比較例１では、縦横の寸法が同一のレ
ンズを用いて、視点方向毎の光線分割を行っている。このような構成によれば、縦方向に
３視点、横方向に３視点を有する計３×３＝９つの視点画像を取得可能である。
【００３２】
　ところが、一般に複数の視点画像を表示するディスプレイでは、縦方向と横方向とにお
ける視点数が異なることが多く、例えば縦方向では１視点、横方向に２視点以上の視点画
像を表示することが多い。このため、比較例１では、取得した９つの視点画像のうちの選
択的な視点画像（例えば１×３の視点画像）のみが使用されて、残りの視点画像（例えば
６つ分の視点画像）については、使用されないことになる。ここで、上述のように、視点
画像における視点数（この場合９つ）と、解像度についてはトレードオフの関係にあるか
ら、視点数が増えるほど、解像度が低下してしまう。従って、不要な視点画像はできるだ
け少ないことが望ましい。
【００３３】
　そこで、図１０（Ａ）～（Ｃ）に示したように、縦方向の視点数を減らすために、レン
ズ１０４としてシリンドリカルレンズを用いることも考えられる。図１０（Ａ）は、レン
ズ１０４のＸＹ平面形状、図１０（Ｂ）は、縦方向におけるレンズ１０４およびイメージ
センサ１０３の配置構成、図１０（Ｃ）は、横方向におけるレンズ１０４およびイメージ
センサ１０３の配置構成をそれぞれ表すものである。この場合、横方向については、上記
比較例１と同様３つの視点方向に分割されるが、縦方向については、屈折しない（あるい
は屈折作用が弱い）ために、受光面上においてデフォーカスしたような画像となってしま
う。
【００３４】
　これに対し、本実施の形態では、レンズアレイ１２が、その光入射面に突条レンズ１２
Ａ、光出射面に突条レンズ１２Ｂを有し、これらのうち突条レンズ１２Ａが縦方向Ｙに延
在すると共に横方向Ｘにおいては画素幅のｎ倍（ここでは３倍）の幅を有する（横方向Ｘ
において、焦点距離ｆ１のレンズ機能を発揮する）。一方、突条レンズ１２Ｂが横方向Ｘ
に延在すると共に縦方向Ｙにおいては画素幅のｍ倍（ここでは１倍）の幅を有する（縦方
向Ｙにおいて、焦点距離ｆ２のレンズ機能を発揮する）。また、上述の所定の条件式（１
）を満足するようにレンズアレイ１２の位置および厚みが設定されている。これにより、
レンズアレイ１２を通過する光線は、横方向Ｘでは、突条レンズ１２Ａの作用により、３
視点に分割されてイメージセンサ１３の３つの画素においてそれぞれ受光される。一方、
縦方向Ｙでは、突条レンズ１２Ｂの作用により、１視点方向からの光線として１画素で受
光される。即ち、レンズアレイ１２における各レンズ部１２Ｌ（突条レンズ１２Ａ，１２
Ｂの交差部）を通過した光線は、１×３の画素領域でそれぞれ受光される。そして、図７
および図８に示したように、取得された撮像データＤ０に基づき、縦１視点、横３視点の
視点画像を過不足なく生成することができる。
【００３５】
　以上のように、本実施の形態では、撮像レンズ１１とイメージセンサ１３との間にレン
ズアレイ１２を配置したので、被写体２からの光線を、視点方向毎に分割しつつ受光する
ことができる。ここで、レンズアレイ１２では、各レンズ部１２Ｌがｍ×ｎの画素領域に
割り当てられている（突条レンズ１２Ａがｎ画素分、突条レンズ１２Ｂがｍ画素分の幅を
それぞれ有する）。これにより、レンズアレイ１２の通過光線は、イメージセンサ１３の
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ｍ×ｎの画素領域において受光される。即ち、本実施の形態では、ディスプレイ等で必要
とされる視点数が、例えば縦１視点、横３視点等、縦横で異なる場合であっても、過不足
なく視点画像を取得することができ、不要な視点画像による解像度の低下を防ぐことがで
きる。よって、解像度の低下を抑制しつつ所望の視点画像を取得可能となる。
【００３６】
　また、イメージセンサ１３の受光面上に、図５（Ｂ）に示したような隣接画素間で互い
に色が異なるように配列したカラーフィルタを設けることにより、次のような効果がある
。即ち、図１１に示したように、設計波長光Ｓａにおいては所望の領域に集光するが、レ
ンズは色収差を有するために、設計波長以外の光Ｓｂでは、十分に集光せず広がってしま
うことがある。図５（Ｂ）に示したような色配列とすることにより、このような設計波長
外の光Ｓｂが生じた場合であっても、隣接画素への光線漏れを抑制（異なる視点画像間で
の色のクロストークを抑制）することができる。
【００３７】
　以下、上記実施の形態の変形例（変形例１～３）について説明する。以下では、上記実
施の形態と同様の構成要素については同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００３８】
＜変形例１＞
　図１２は、変形例１に係るレンズアレイ（レンズアレイ１７）の概略構成を表す模式図
である。レンズアレイ１７は、上記実施の形態におけるレンズアレイ１２と異なり、光入
射面（または光出射面）側にのみ、複数のレンズ部としてのトロイダルレンズ１２Ｌ１が
設けられている。各トロイダルレンズ１２Ｌ１は、横方向に画素幅ｐのｎ倍（ここでは３
倍）、縦方向Ｙに画素幅ｐのｍ倍（ここでは１倍）の寸法を有している。また、横方向Ｘ
においては焦点距離ｆ１、縦方向Ｙでは焦点距離ｆ２の互いに異なる屈折力を発揮するよ
うになっている。レンズアレイ１７は、このようなトロイダルレンズ１２Ｌ１をアレイ状
に配列させたものである。
【００３９】
　このように、レンズアレイ１７としては、屈折力分布を有するトロイダルレンズを用い
てもよく、その場合であっても、上記実施の形態と同等の効果を得ることができる。
【００４０】
＜変形例２＞
　図１３は、変形例２に係るレンズアレイ１２とイメージセンサ１３との配置関係につい
て表すものである。図１４（Ａ）は、図１３におけるＡの方向からみたレンズアレイ１２
およびイメージセンサ１３の側面図、図１４（Ｂ）は、図１３におけるＢの方向からみた
レンズアレイ１２およびイメージセンサ１３の側面図である。尚、図１４（Ａ）では突条
レンズ１２Ｂ、図１４（Ｂ）では突条レンズ１２Ａの図示をそれぞれ省略している。本変
形例では、イメージセンサ１３の受光面側にレンズアレイ１２が一体的に形成されている
。具体的には、本変形例では、レンズアレイ１２が、樹脂層１８を介してイメージセンサ
１３上に積層されている。このような積層構造は、例えば次のようにして作製することが
できる。即ち、まず、イメージセンサ１３上に樹脂層１８を成膜した後、突条レンズ１２
Ｂを上述の手法を用いて形成する。一方、ガラス等の基板上に突条レンズ１２Ａを上述の
手法により形成する。そして、この突条レンズ１２Ａが形成されたガラス基板を、突条レ
ンズ１２Ｂ上にアライメントして貼り合わせることにより上記積層構造を作製する。ある
いは、次のようにして作製することもできる。即ち、イメージセンサ１３の受光側には、
一般に画素毎にオンチップレンズが形成されるため、このオンチップレンズの製造プロセ
スを応用して、イメージセンサ１３上に直接、突条レンズ１２Ａ，１２Ｂを形成するよう
にしてもよい。
【００４１】
　このように、レンズアレイ１２とイメージセンサ１３とは一体的に設けられていてもよ
く、この場合であっても上記実施の形態と同等の効果を得ることができる。但し、本変形
例では、両者が一体化されているため、経時劣化等による位置ずれが起こりにくく、上記
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ができる。尚、上記変形例１のようなトロイダルレンズを複数配列させてなるレンズアレ
イ１７についても、本変形例２を適用することができる。即ち、レンズアレイ１７をイメ
ージセンサ１３の受光面上に一体的に設けるようにしてもよい。
【００４２】
＜変形例３＞
　図１５（Ａ），（Ｂ）は、変形例３に係るカラーフィルタにおける色配列の一例を模式
的に表すものである。上記実施の形態では、１×３の画素領域に対応するカラーフィルタ
の例を挙げたが、ここでは、１×２の画素領域に対応するカラーフィルタの一例を挙げる
。即ち、縦１視点、横２視点の視点画像を取得する場合のベイヤー配列は、例えば図１５
（Ｂ）に示したような、１×２の画素領域毎に、Ｒ，Ｇ，Ｂのいずれかを配置する（画素
領域内は全て同一色）か、あるいは、図１５（Ａ）に示したように、同一色が隣り合わな
いように各色を配置してもよい。どちらの場合であっても、視点毎に画像合成した後には
、ベイヤー配列となるが、図１５（Ａ）のように同一色の画素が隣り合わない配列とすれ
ば、異なる視点方向からの光線同士のクロストークを抑制することができる。
【００４３】
　以上、実施の形態および変形例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態
に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態では、レ
ンズ割り当て画素（画素領域）ｍ×ｎ＝１×３（または１×２）である場合を例に挙げて
説明したが、各レンズに割り当てられる画素領域は、これに限定されず、例えばｍが１で
ｎが４以上であってもよいし、ｍが２でｎが３以上であってもよい。また、このように縦
方向よりも横方向において視点数が多い場合に限らず、横方向よりも縦方向において視点
数が多くなるように設定してもよい。
【００４４】
　また、上記実施の形態等では、撮像装置が視点画像を生成する画像処理部を備えている
場合について説明したが、この画像処理部については必ずしも内部に備えている必要はな
い。加えて、視点画像生成処理についても上述のものに限定されず、他の画像処理手法に
より視点画像を生成してもよい。
【符号の説明】
【００４５】
　１…撮像装置、１１…撮像レンズ、１２，１７…レンズアレイ、１２Ａ，１２Ｂ…突条
レンズ、１２Ｌ…レンズ部、１２Ｌ１…トロイダルレンズ、１３…イメージセンサ、１４
…画像処理部、１５…イメージセンサ駆動部、１６…制御部、１８…樹脂層、２…撮像対
象物、Ｄ０…撮像データ、Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３…視点画像データ、Ｄout…画像データ。



(10) JP 5672989 B2 2015.2.18

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(11) JP 5672989 B2 2015.2.18

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(12) JP 5672989 B2 2015.2.18

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(13) JP 5672989 B2 2015.2.18

10

フロントページの続き

    審査官  内田　勝久

(56)参考文献  特表２００３－５２３６４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２５２２７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００７／００１４０１９（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００８－０１５３９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２９０２６８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／３０　　～　　５／３７８
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２２　～　　５／２５７
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１４　　～　２７／１４８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

