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The imaging technology called "Computational Imaging" or "Computational Photography" is developed as new 
evolution of digital camera technology. Using these new imaging technique, we can take a picture of the situation for 
which photography was very difficult with a conventional camera. These new technology would expand a chance of 
photography and invent much new applications. We review some "Computational Imaging" technology in the first 
half. After that we introduce a new "2in1 camera". 
 
１． はじめに 

デジタルカメラの進化形として「Computational Imaging」あるいは「Computational Photography」と

呼ばれる技術が注目されている。この技術では、計算機での画像処理と組み合わせることを前提に、カメ

ラの結像特性やセンシング特性を設計する。例えば、ライトフィールドカメラ「Lytro」はその代表的なも

のであり、合焦位置を撮影後に変更する・選び直すことができる｢リフォーカス｣を可能としている。この

ような新しい撮像技術の開発によって、従来のカメラでは実現が難しかった撮像が可能となる。撮像チャ

ンスの広がりは、カメラの活躍する場面の拡大に繋がり、新しい応用や産業が生まれることが期待される。

本稿では、前半でいくつかの「Computational Imaging」技術を振り返り、後半で我々が開発した新しい撮

像技術「2in1 カメラ」を紹介する。 

 

２． 「Computational Imaging」技術 

（１）点像分布を均一化する焦点深度拡大技術（EDOF） 

従来のレンズでは合焦面を挟んでその前後で点像は広がるが、撮像レンズ系の結像特性を意図的にコン

トロールして、点像分布を広げる代わりに分布形状が一定となる範囲を伸長することができる。撮影後に

点像復元の画像処理を施すことで実質的に深い焦点深度を実現する。レンズ特性のみでおこなう方法とし

ては瞳符号化法（１）や波面符号化法（２）が知られている。また、露光時の Z 軸走査によって撮影像の点像

広がりを一定化するフォーカススイープ法（３）も提案されている。 

 

   
 

      図１ 波面符号化法（文献(2)より引用）     図２ フォーカススイープ法（文献(3)より引用） 

 

（２）ライトフィールド撮影によるリフォーカス 

従来のイメージセンサによる撮像では、センサへの入射光線の角度情報は受光時に失われる。さまざま

な方向から飛来する光の「強度の総和」が検出されるからである。マイクロレンズアレイをセンサ前面に

配置し、マイクロレンズひとつあたり多数の素子を配して受光することで、光線の角度情報を失うことな

く、光強度と進行方向の４次元の情報「ライトフィールド情報」を撮影できる。この撮影データはいわば



 

「結像直前の光線情報」であり、「結像」に相当する信号の選択と加算をコンピュータの処理で実行するこ

とで、結像の結果＝ 終像を作り出すことができる（４）。この仕掛けをピント合わせに適用したのが「リフ

ォーカス」で、撮影時にとりあえずライトフィールド撮影しておき、あとで(コンピュータ処理時に)撮像

面の位置を設定する。この技術によれば、撮影時にはピント合わせの工程を省略できるので、撮影チャン

スの獲得に大きな効果がある。 

 
図３ ライトフィールド撮影の光学系（文献(4)より引用） 

 

 
図４ リフォーカス処理の例（文献(4)より引用） 

（３）マルチアパーチャカメラ 

多数の撮像レンズを並べて撮影する（５）。並べるレンズの特性をいろいろ用意しておくことで、異なる

条件での撮影画像を同時に得ることができる。視差情報はもちろん、高解像画像も得られる。 

 

 
 

図５ 多眼撮像システム TOMBO （文献(5)より引用） 

 

・・・上述のように、計算機処理を前提として撮像システムを考えることで、従来は困難だった撮像特

性を実現することが可能になってきた。今後さらなる技術の進化と応用分野の開拓が期待される分野であ

ることは間違いない。ただ、演算デバイスの進化には著しいものがあるとはいえ、計算処理への依存率が

高くなれば、計算コストが増加するというデメリットが生じる。 
 



 

３． 2in1 カメラ 

撮像レンズ側に新しい発想を入れることで、計算処理の比重を上げることなく、撮影チャンスを拡大す

るアプローチとして、我々は「2in1 カメラ」を考案し、試作機を開発した（６）（７）。「瞳分割撮像レンズ」

と「瞳選択性センサ」という２つのハードウェアと、簡単な画像処理とを組み合わせて、１台のカメラで

２種の画像を同時撮像することができる。センサに合わせた緻密なレンズ設計が必要ではあるが、センサ

以降のカメラボディはそのままで、撮像レンズを交換するだけでさまざまな「2in1 カメラ」として利用可

能なシステムである。 
 

（１） 「2in1 カメラ」の原理と構成 

「2in1 カメラ」は、レンズ・センサ・画像処理の３つの要素技術の組み合わせで構成される。① １つ

の鏡筒内に２種の光学系を干渉しないように配置し、イメージセンサ上に２種の画像を結像させる。その

ままでは２つの像が重なった状態となるので、② 瞳選択性イメージセンサで２つの像を分離して取り出す。

③ 瞳選択性イメージセンサで分離しきれなかった混信成分を画像処理で除去し、 終的な像を出力する。

こうして２種のレンズの像を、「1 台のカメラで」「同時に」撮影することができる。もちろんレンズの集

光力と画素数が減るという弱点はある。しかし、光学系は２分割されるだけなので、目減りはたかだか 1/2

で済むともいえる。近年のセンサの感度向上や画素数増大の進化には目を見張るものがあるので、この点

は用途次第で大きなデメリットにはならないと考えている。 

 

図６ 「2in1 カメラ」のシステム構成 

 

（２） 「2in1」撮像レンズ 

試作開発した「2in1 レンズ」について紹介する。原理的にはさまざまな「２種のレンズ」を考えうるが、

① 撮影倍率の切り替え時間短縮、② ピント合わせの時間短縮、の２つが「撮影チャンスを拡大する」と

いう観点でユーザ価値が大きいと考え、原理確認を主な目的として、それぞれを設計開発した。 

①に対しては、広角と望遠の｢2in1 レンズ｣を新規開発した。広角と望遠はそれぞれ固定焦点距離である。

ズームレンズのような無段階の焦点距離の変更はできないが、まったく同じタイミングで広角像と望遠像

を撮像できるので、切り替え時間はゼロである。②に対しては、異なる瞳領域でレンズパワーが異なるよ

うなレンズ構成の｢2in1 レンズ｣とした。こちらは、合焦面が２面あるレンズである。EDOF のように連続的

にピントが合うわけではないが、大きな距離差があっても、合焦像を得ることができる。 

 

（２－１） 広角・望遠「2in1」レンズ 

大きく焦点距離が異なる２種のレンズを 1つの鏡筒に収めるために、望遠レンズには反射ミラー式を採

用した。光路を折り返すことで全長を大幅に縮めつつ、開口をドーナツ状とすることで、穴部に広角レン

ズを置くスペースを確保した。それぞれのレンズは、お互いの光路を遮らないよう配置している。望遠と

広角の画角比率は約 13 倍である。イメージセンサへの光の入射角度は、後述する瞳選択センサの入射角度

感度特性に合わせて、広角は±10 度以下、望遠は 15 度から 25 度となるように設計した。（これらの入射

光の角度差を利用して、センサでの受光時に 2つの光を分離する。） 



 

   

   図７ 広角・望遠 2in1 レンズのレイアウト         図８ 広角・望遠レンズの外観 

 

（２－２） 近・遠「2in1」レンズ 

遠・近の２合焦レンズは、既存の撮像レンズの改造で製作した。改造内容は、絞り近傍に小径の凸レン

ズを一枚挿入するだけという簡易的な方法をとった。この改造によって、改造ベースの撮影レンズの瞳領

域が中央部と円周部とに分割され、中央部のほうがレンズパワーが大きいので、より近くの被写体にピン

トが合うことになる。 

 

  

   図９ 近・遠 2in1 レンズのレイアウト         図１０ 近・遠レンズの外観 

 

試作した２種の「2in1 レンズ」はいずれも各光線の入射角をセンサの特性に合わせてあるので、同じセ

ンサ(カメラボディ)に対して、レンズ交換しての撮像が可能である。 

 

（３） 瞳選択イメージセンサ 

 2in1 カメラ試作機用に瞳選択性センサを開発した。通常、集光効率を上げるためにイメージセンサの受

光面には微細なマイクロレンズが敷き詰められている。2in1 カメラ用の瞳選択性センサでは、これらのオ

ンチップマイクロレンズの焦点距離を、撮像レンズ瞳とセンサ受光部とが結像関係になるように設定する。

さらにイメージセンサ受光部に２種類の遮光マスクを設け、垂直入射光に感度のある画素と、斜め入射光

に感度のある画素とを形成する。２種の画素は受光面全体に市松配置する。撮像レンズの各瞳からの光線

は、一旦センサ面で２重像となるが、各像を形成する光線は入射角に差があるので画素毎に選択的に受光

することができる。読み出された画素信号に対して市松配置を解くような再配置（並べ替え）を施すだけ

で、２種の画像を得ることができる。 

       

図１１ 瞳選択イメージセンサの入射角感度特性     図１２ ２種の画素は市松配置 



 

  図１３ 試作したセンサ 

 

なおこの試作は、従来のＣＭＯＳイメージセンサへの小改造（マイクロレンズの焦点変更や遮光マスク

追加）でおこなった。既存のイメージセンサを流用でき、一般的な製造工程を使って製作できるので、比

較的安価に製作が可能である。 
 

（４）混信除去画像処理 

 イメージセンサで分離しきれなかった漏れ信号は混信像となって他方の絵に重なって現れる。信号が線

形の範囲であれば混信像の除去は容易で処理計算も軽い。試作機では FPGA でほぼリアルタイムに全処理が

完了する。 

 

（５）撮影例 

 試作開発した「2in1 カメラ」での実写例を示す。 

 

   

図１４ 広角・望遠「2in1」カメラと同時撮影像（左：広角像、右：望遠像 画角比13倍） 

 

  

図１５ 遠・近「2in1」カメラと撮影の様子・同時撮影の例（左：遠くに合焦、右：近くに合焦） 



 

（６）応用分野 

２種の撮影条件で同時撮影ができるという特長から、以下の分野で「2in1 カメラ」は有効であろう。 

 

・防犯・防災 

対象物を画像認識して追跡する場合、望遠像だけでは対象が視界から外れてしまったときの復帰は

非常に困難である。本カメラでは同時並行で広角像も撮影し続けているので、広角像情報からすばや

く対象物を再発見することができる。また、遠方から距離の異なる場所を監視したい場合、望遠 2焦

点の構成とすれば望遠レンズ特有の被写界深度の浅さをカバーすることができる。 

・車載・ロボットの目 

広角レンズの広い視野でクルマの周囲のヒトや自転車の動きを捉えつつ、望遠レンズで遠方の信号

や道路標識情報をいち早く捉えることが可能となる。また広角・望遠の 2in1 は、ヒトの目の「中心

視と周辺視」のような情報を得ているともみなせるので、ヒト型の画像認識技術と融合させることで、

将来のロボットの目として利用される可能性がある。 

 

図１６ 車載カメラへの応用イメージ 

 
４． まとめ 

デジタルカメラの機能や性能の進化により、一般的な写真撮影だけでなく、防犯カメラや車載カメラの

ような情報取得のためのカメラへの期待が社会的に高まっている。感動を伝える写真を撮るためのこれま

でのカメラと、映像情報を得るためのカメラとでは、求められる性能や機能は異なってくるだろう。とく

に、映像情報取得の 上流に位置するカメラには「撮り逃し」は許されない。そのような要求に対して、

従来のズームレンズやオートフォーカス機能を発展させることが必ずしも有効なわけではない。 

本稿で紹介した新しい撮像技術には、撮影チャンスを拡大するという特長があり、そのようなニーズに応

えうる可能性を持っている。今後、これらの技術が映像情報社会に貢献していくことが期待される。 
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