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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して画像を出力する撮像手段を備えた撮像装置であって、
　前記撮像手段によって、合成に用いる露出量の異なる複数の画像を周期的に連続して出
力させる第１のモードと、前記第１のモードとは異なる第２のモードとを切り替え可能な
制御手段と、
　被写体の輝度変化に追従した露出量の変更をおこなわない不感帯を決定する不感帯決定
手段と、
を有し、
　前記不感帯決定手段は、前記第１のモードにおける前記不感帯の幅を前記第２のモード
における前記不感帯の幅よりも広い幅に決定することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記不感帯決定手段は、前記第１のモードにおける前記不感帯の幅を、合成に用いる露
出量の異なる複数の画像の露出差に応じて決定することを特徴とする請求項１に記載の撮
像装置。
【請求項３】
　前記第１のモードで、合成に用いる露出量の異なる複数の画像間の露出差を設定するた
めの露出差設定手段と、
　前記露出差設定手段によって設定された露出差に基づいて露出量を変更する露出変更手
段と、
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を有し、
　前記露出変更手段は、前記不感帯の幅の内部であっても、露出量の異なる複数の画像間
の露出差を前記露出差設定手段で設定した露出差に変更することを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記不感帯は、被写体の輝度変化に追従した露出量の変更をおこなわない輝度の範囲で
あって、
　前記不感帯決定手段は、前記不感帯の中心位置を、前記撮像手段を用いて撮影をおこな
うための露出である撮影露出に対応する輝度とは異なる位置に決定することを特徴とする
請求項１乃至請求項３の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記不感帯は、被写体の輝度変化に追従した露出量の変化をおこなわない露出量の範囲
であって、
　前記不感帯決定手段は、前記撮像手段を用いて撮影をおこなうための露出量である撮影
露出の位置とは異なる位置に前記不感帯の中心位置を決定することを特徴とする請求項１
乃至請求項３の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第１のモードは、合成に用いる第１の画像と、前記第１の画像より相対的に露出量
の少ない第２の画像とを周期的に連続して出力させるモードであって、
　前記不感帯決定手段は、前記第１の画像と前記第２の画像とを合成する場合に、前記不
感帯の中心位置を前記撮影露出よりも高輝度側に決定することを特徴とする請求項４、又
は請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記不感帯決定手段は、前記第１の画像と前記第１の画像よりも相対的に露出量の多い
第３の画像とを連続して出力する場合の前記不感帯の中心位置とは異なる位置に、前記第
１の画像と前記第２の画像とを周期的に連続して出力する場合の前記不感帯の中心位置を
決定することを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記不感帯決定手段は、前記第１の画像と前記第３の画像とを周期的に連続して出力す
る場合の前記不感帯の中心位置を前記撮影露出よりも低輝度側に決定することを特徴とす
る請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記不感帯は、被写体の輝度変化に追従した露出量の変更をおこなわない時間であって
、
　前記不感帯決定手段は、前記不感帯を被写体の輝度変化が開始した後の所定の時間に決
定し、前記第１のモードにおける前記不感帯を、前記第２のモードにおける不感帯よりも
長い時間に決定することを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記第２のモードは、前記撮像手段によって、合成のために露出量を異ならせずに撮像
した画像を周期的に連続して出力し、被写体の輝度変化に追従して露出量を変化させるこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項９の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　被写体を撮像して画像を出力する撮像工程を備えた撮像装置であって、
　前記撮像工程によって、合成に用いる露出量の異なる複数の画像を周期的に連続して出
力させる第１のモードと、前記第１のモードとは異なる第２のモードとを切り替え可能な
制御工程と、
　被写体の輝度変化に追従した露出量の変更をおこなわない不感帯を決定する不感帯決定
工程と、
を有し、
　前記不感帯決定工程は、前記第１のモードにおける前記不感帯の幅を前記第２のモード
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における前記不感帯の幅よりも広い幅に決定することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の撮像装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのコンピュー
タで読み取り可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、露出の異なる複数の画像を合成することでダイナミックレンジの拡大処理を
おこなう撮像装置とその制御方法およびプログラムに関し、特に、ダイナミックレンジ拡
大処理を適用した動画の取得に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像装置において、ダイナミックレンジを拡大する技術として、同一シーンで露
出量が異なる複数の画像を取得し、該複数の画像を合成するＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａ
ｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）合成という技術が一般的に知られている。
【０００３】
　このＨＤＲ合成のための処理（以下、ＨＤＲ合成処理と称す）としては、まず、被写体
の測光結果に応じた露出（適正露出）条件の画像を取得する。そして、該適正露出の露出
量より相対的に露出量の少ない露出（アンダー露出）条件、及び相対的に露出量の多い露
出（オーバー露出）条件で撮影した画像の一方、若しくはその双方を取得する。その後、
取得した露出量の異なる画像同士を合成することで広いダイナミックレンジを有する画像
を取得することが出来る。
【０００４】
　以上の構成を動画に適用した、いわゆる動画ＨＤＲの技術として、特許文献１には露出
量の異なる画像を周期的に取得し、各画像を撮像装置内部で合成し連続的に出力すること
が可能な撮像装置について提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特公平０７－０９７８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１には、被写体の輝度が変化した場合に、該輝度の変化に追従
するための露出制御（以下、被写体の輝度変化に応じた露出制御と称す）については記載
されていない。
【０００７】
　更に、動画ＨＤＲでは、露出量の異なる複数の画像（以下、被合成画像と称す）同士を
合成するために、被合成画像間に露出差を生じさせる制御（以下、露出差制御と称する）
をおこなう。
【０００８】
　以上説明した、被写体の輝度変化に応じた露出制御と露出差制御は、絞り値、蓄積時間
、ＩＳＯ感度のパラメータの内の何れかを変化させることでおこなわれる。
【０００９】
　この際、撮影後の動画に求める品質によって、それぞれの露出制御に使用するパラメー
タの使用頻度は異なる。例えば、被写界深度が頻繁に変わることを抑制したい場合、絞り
値を変化させることによる露出制御の頻度を減らすことが望ましい。
【００１０】
　即ち、撮影したい動画の品質によって、動画撮影中に変化させたくないパラメータは異
なる。
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【００１１】
　ここで、動画ＨＤＲにおいて、絞りと蓄積時間を極力変化させずに、ＩＳＯ感度によっ
て露出差制御をおこなう場合を考える。
【００１２】
　この場合、露出差制御に使用したＩＳＯ感度の分だけ、ＩＳＯ感度によって被写体の輝
度変化に応じた露出制御が可能な範囲（以下、露出制御範囲と称す）は減少してしまう。
【００１３】
　そして、ＩＳＯ感度による露出制御範囲が減少した分、輝度変化に応じた露出制御にお
いて絞りや蓄積時間を変化させて露出制御をおこなう頻度が増加する可能性がある。
【００１４】
　即ち、被合成画像間の露出差制御に使用しないパラメータによって輝度変化に応じた露
出制御をおこなう頻度が動画ＨＤＲ時には増加してしまうため、意図した品質の動画が取
得できない可能性がある。
【００１５】
　本発明の目的は、ダイナミックレンジ拡大処理を適用する動画の撮影中に、被合成画像
間の露出差制御に使用しないパラメータによって、輝度変化に応じた露出制御をおこなう
頻度が増加することを抑制することが可能な撮像装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するための本発明としての撮像装置は、被写体を撮像して画像を出力す
る撮像手段を備えた撮像装置であって、前記撮像手段によって、合成に用いる露出量の異
なる複数の画像を周期的に連続して出力させる第１のモードと、前記第１のモードとは異
なる第２のモードとを切り替え可能な制御手段と、被写体の輝度変化に追従した露出量の
変更をおこなわない不感帯を決定する不感帯決定手段と、を有し、前記不感帯決定手段は
、前記第１のモードにおける前記不感帯の幅を前記第２のモードにおける前記不感帯の幅
よりも広い幅に決定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ダイナミックレンジ拡大処理を適用した動画撮影中に、被合成画像間
の露出差のための露出制御に使用しないパラメータによって、被写の輝度変化に応じた露
出制御をおこなう頻度が増加することを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の構成例を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る映像信号処理部の構成例を示す図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の撮影処理の例を説明するフローチャート
である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の露出制御に関するプログラムを例示的に
説明するプログラム線図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の露出差制御によって出力される画像を例
示的に説明する図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の露出制御における輝度不感帯を例示的に
説明する図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る撮像装置の通常動画モード時での、所定の時刻にお
ける被写体輝度と露出量の変化を例示的に説明した図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る撮像装置の動画ＨＤＲモードでの、所定の時刻にお
ける被写体輝度と露出量の変化を例示的に説明した図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る撮像装置の撮影処理の例を説明するフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の実施形態について図１、図２を参照して説明する。図１は本実施形態に
係る撮像装置であるカメラ１００の構成例を示したブロック図である。
【００２０】
　本実施形態においてカメラ１００は、被写体の光学像をカメラ１００内の各部へと導く
レンズと、該レンズを取り外し可能に設けられたカメラ本体とからなる撮像装置である。
尚、カメラ１００は上述のものに限定されるものではなく、例えば、レンズとカメラ本体
とが一体構造となっているような撮像装置であってもよい。
【００２１】
　レンズ１０１は、フォーカスレンズやズームレンズなどを含む複数のレンズからなるレ
ンズ群であり、入射した被写体の光学像を撮像素子１０５へと導く。
【００２２】
　絞り１０２はレンズ１０１を介して入射する光量を調節する光量調節部材である。
【００２３】
　レンズ制御部１４１は、レンズ１０１、絞り１０２の駆動を制御することにより、ズー
ム、フォーカス、絞りなどの制御を実行する。また、レンズ１０１は、レンズマウント１
０３を介してレンズとカメラ本体とがそれぞれ取り外し可能に設けられている。
【００２４】
　シャッタ１０４は、撮像素子１０５の状態を露光状態と遮光状態とに適宜切換え可能な
シャッタである。
【００２５】
　シャッタ制御部１４２は、シャッタ１０４の駆動を制御することにより、撮像素子１０
５を前述した露光状態と遮光状態とに切り替える制御をおこなう。
【００２６】
　撮像素子１０５は、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの電荷蓄積型のイメージセンサである。ここ
で、撮像素子１０５は、レンズ１０１によって導かれた被写体の光学像に応じて、アナロ
グ画像データを出力する。更に、撮像素子１０５は、蓄積した電荷のリセットタイミング
を変更することによって、蓄積時間を調整できる。
【００２７】
　ＡＦＥ（Ａｎａｌｏｇ　Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ）１０６では、撮像素子１０５から出力さ
れたアナログ画像データに対して、ゲイン調整、サンプリング、Ａ／Ｄ変換等を行い、デ
ジタル画像データとして画像データを映像信号処理部１２１へと出力する。尚、撮像素子
１０５やＡＦＥ１０６などが本実施形態における撮像手段である。そして、後述する露出
制御のうち、絞り値と蓄積時間の変更は撮像素子１０５による電荷蓄積前に行われ、ＩＳ
Ｏ感度の変更は撮像素子１０５での電荷蓄積後にＡＦＥ１０６によってゲイン調整がされ
ることで行われる。
【００２８】
　次に、図２を参照して本実施形態に係る映像信号処理部１２１を説明する。同図は映像
信号処理部１２１の構成例を示したブロック図である。映像信号処理部１２１は、ＡＦＥ
１０６から出力されたデジタル画像データに対して種々の画像処理を実行する。以下、映
像信号処理部１２１の内部の構成と各部の動作について説明する。
【００２９】
　映像信号処理部１２１の内部には、測光演算部２０１、露出制御部２０２、現像処理部
２０３、メモリインターフェイス２０４、合成部２０５、動画エンコード処理部２０６が
備えられている。
【００３０】
　測光演算部２０１は、ＡＦＥ１０６から出力されたデジタル画像データに基づいて被写
体の明るさを測光し、被写体の輝度（被写体輝度）を算出する。
【００３１】
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　露出制御部２０２では、測光演算部２０１で求めた被写体輝度に応じて露出条件（露出
量）を算出する。尚、露出条件の算出は後述の図４のプログラム線図に基づいておこなわ
れる。算出した露出条件は、メモリインターフェイス２０４とバス１５０を介してカメラ
１００内の各部に伝達される。そして、伝達された露出条件に応じてカメラ１００内の各
部を駆動し、被写体輝度に対する露出制御をおこなうことが可能である。
【００３２】
　尚、露出制御部２０２は、本実施形態における、動画ＨＤＲモードで露出差制御をおこ
ない被合成画像間の露出量の差（露出差）の設定をおこなう露出差設定手段でもある。更
に、露出制御部２０２は、本実施形態における、動画ＨＤＲモードで被写体の輝度変化に
追従して露出条件（露出量）を変化させない範囲である不感帯の幅を決定する不感帯決定
手段でもある。以上の点については図３を参照して後述する。
【００３３】
　現像処理部２０３は、ＡＦＥ１０６によってデジタル変換された画像データに対して、
ホワイトバランス、色補間、色補正、γ変換、エッジ強調、解像度変換等の処理を実行す
る。そして、上述の処理の結果をメモリインターフェイス２０４とバス１５０を介して映
像信号処理部１２１の外部に接続されたメモリ１３２へと出力する。
【００３４】
　尚、本実施形態では後述するＨＤＲ合成処理のために、撮像素子１０５によって被合成
画像それぞれの画像データを取得する。そして、現像処理部２０３において被合成画像そ
れぞれに対して上述した各種の処理をおこないメモリ１３２へと結果が出力される。被合
成画像の取得方法については図３を参照して後述する。
【００３５】
　メモリインターフェイス２０４は、バス１５０を介してメモリ１３２と接続されており
、メモリ１３２に記憶された映像信号処理部１２１の内部で使用するデータの取得、およ
び出力を行う。
【００３６】
　メモリ１３２は本実施形態において使用される種々のデータの記憶と、図３などで後述
するカメラ１００の撮影処理に応じて出力されるデータの保存をおこなうための記憶部で
ある。例えば、タイミング発生部１４３における各部の駆動タイミングや種々の露出条件
、カメラ１００内の処理で使用する算出式、図３に示すフローと同様の動作を指示するた
めのプログラムなどのデータがメモリ１３２に記憶されている。
【００３７】
　合成部２０５は、本実施形態におけるダイナミックレンジ拡大手段であって、現像処理
部２０３が出力した露出量の異なる複数の画像データをメモリ１３２から読出し、ＨＤＲ
合成処理を行った後にメモリ１３２に合成データを出力する。
【００３８】
　動画エンコード処理部２０６は、合成部２０５が出力した合成データをメモリ１３２か
ら読出し、エンコード処理をおこない動画像データを生成し、メモリ１３２へと結果を出
力する。即ち、映像信号処理部１２１から入力されるデータ、及び出力されるデータは、
メモリインターフェイス２０４を介してメモリ１３２の内部に記憶される。以上が本実施
形態における映像信号処理部１２１の構成である。
【００３９】
　図１に戻り、タイミング発生部１４３は、撮像素子１０５、ＡＦＥ１０６、映像信号処
理部１２１それぞれについて、動作のタイミングを制御する。
【００４０】
　バス１５０には前述した構成部以外にレンズ制御部１４１、シャッタ制御部１４２、電
源１１０、メモリ１３２、表示制御部１５１、カード入出力部１７１、そして、各種のス
イッチ類が接続される。
【００４１】
　尚、上述の各種のスイッチ類とは、メインスイッチ１６１、第１レリーズスイッチ１６
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２、第２レリーズスイッチ１６３、ライブビュー開始／終了ボタン１６４、動画記録開始
／終了ボタン１６５、上下左右選択ボタン１６６、決定ボタン１６７である。
【００４２】
　電源１１０は、バス１５０を介してカメラ１００の内部に設けられている各回路に電源
供給を行う。
【００４３】
　表示制御部１５１は、バス１５０を介してタイミング発生部１４３からの信号に応じて
、メモリ１３２に保存された表示用画像データをＤ／Ａ変換部１５２においてデジタル画
像データから表示用のアナログ画像データへと変換する。変換されたアナログ画像データ
は、液晶表示素子からなるＴＦＴなどの表示部１５３、若しくはＶＩＤＥＯ出力端子１５
４、ＨＤＭＩ（登録商標）出力端子１５５などのケーブルを介して外部に設けられた外部
表示部（不図示）へと表示用のアナログ画像データを出力する。
【００４４】
　尚、デジタル画像データが記憶されているメモリ１３２内部の領域をＶＲＡＭと呼ぶ。
表示制御部１５１が、メモリ１３２のＶＲＡＭを読み出し前述の処理をおこなうことで、
表示部１５３に表示用のアナログ画像データが更新される。そして、上述の動作を連続的
におこない表示部１５３に表示画像が更新され続けることによって動画の表示が可能とな
る。
【００４５】
　カードスロット１７２は、例えばＳＤカード等の着脱可能な記録媒体１７３を差し込み
可能である。そして、記録媒体１７３は、カードスロット１７２に差し込まれた状態でカ
ード入出力部１７１と電気的に接続される。この状態で、メモリ１３２に記録されている
画像データを記録媒体１７３へと記録することが可能である。また、記録媒体１７３の内
部に記録されたデータをカメラ１００で読み出すことも可能である。
【００４６】
　ＣＰＵ１３１は、バス１５０を介して上述したようなカメラ１００内の各部へと接続さ
れており、カメラ１００内の各部を統括的に制御する制御部である。本実施形態では、Ｃ
ＰＵ１３１は、レンズ制御部１４１、シャッタ制御部１４２、タイミング発生部１４３、
映像信号処理部１２１、表示制御部１５１に対して、カメラ１００内の各部の制御を指示
する。尚、上述したような制御部や処理部を設けずに、ＣＰＵ１３１がカメラ１００内の
各部の駆動を制御するような構成であっても良い。また、ＣＰＵ１３１を設けずに上述し
た制御部や処理部がそれぞれ連動して制御（処理）をおこなうことでカメラ１００内の各
部の駆動を制御するような構成であってもよい。
【００４７】
　（装置の基本動作）
　以下、本実施形態に係る撮像装置であるカメラ１００の基本動作について図１を参照し
て説明する。まず、ユーザによりメインスイッチ１６１がオンされることで、電源１１０
はカメラ１００を構成する各部へと電源を供給する。
【００４８】
　次に、カメラ１００を構成する各部へと電源の供給がなされると、シャッタ制御部１４
２を駆動することでシャッタ１０４を開き、撮像素子１０５に、レンズ１０１によって導
かれた被写体の光学像を結像される。また、表示部１５３に各種のパラメータを設定する
ためのグラフィカルインターフェース（以下、ＧＵＩと称する）が表示する。
【００４９】
　次に、第１レリーズスイッチ１６２はレリーズボタン（不図示）の第１ストローク（半
押し状態）でオンとなり、被写体の撮影準備を開始する。ここで、撮影準備の詳細として
は、レンズ制御部１４１によるレンズ１０１と絞り１０２の駆動制御によって前述したフ
ォーカス、ズーム、絞りなどの制御を必要に応じて実行する。
【００５０】
　次に、第２レリーズスイッチ１６３は、レリーズボタン（不図示）の第２ストローク（
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全押し状態）でオンとなる。この状態で、シャッタ制御部１４２とタイミング発生部１４
３によって、メモリ１３２の内部に記憶されている蓄積の開始タイミングに基づいてシャ
ッタ１０４の駆動（開閉）を制御する。そして、シャッタ１０４の駆動（開閉）によって
、被写体の像が撮像素子１０５上に所定の蓄積時間で撮像される。
【００５１】
　次に、上下左右選択ボタン１６６、決定ボタン１６７をユーザが操作することによって
、ＧＵＩに表示された各種のパラメータの選択と設定を行うことが可能である。また、Ｈ
ＤＲ合成処理をおこなわない動画撮影モード（通常動画モード）とＨＤＲ合成処理をおこ
なう動画撮影モード（動画ＨＤＲモード）のいずれかに切替え設定することができる。
【００５２】
　尚、本実施形態において通常動画モード（第２のモード）と、動画ＨＤＲモード（第１
のモード）との切替えは、上述したスイッチ類の操作に応じて、ＣＰＵ１３１が、カメラ
１００内の各部の設定変更を指示することで実現される。
【００５３】
　次に、ユーザによりライブビュー開始／終了ボタン１６４が押されると、撮像素子１０
５から定期的（例えば１秒に６０回）に画像データが取り込まれ、各種処理を実行した後
にメモリ１３２のＶＲＡＭへ配置する。これにより、撮像素子１０５から取り込んだ画像
を表示部１５３に逐次表示（ライブビュー）することができる。尚、ライブビューは釦等
により指示するのではなく、メインスイッチ１６１のオンと同時に開始されるような構成
であっても良い。
【００５４】
　次に、ライブビュー中にユーザが動画記録開始／終了ボタン１６５を押すと、動画の記
録が開始または終了される。尚、本実施形態では、ライブビュー中に動画記録開始／終了
ボタン１６５を押すことで動画記録の開始または終了をおこなうが、これに限定されるも
のではない。例えば、ライブビューされていない状態で、動画記録開始／終了ボタン１６
５を押すことにより、表示部１５３へのライブビューを開始するとともに動画記録の開始
をおこなうような構成でも良い。以上が本実施形態におけるカメラ１００の基本動作であ
る。
【００５５】
　（撮影処理）
　以下、本実施形態に係る撮影処理を図３に示すフローを参照して説明する。尚、以下の
フローにおける各処理の結果は、メモリ１３２に一時的に保存され、必要な際にはメモリ
１３２から適宜出力されるものとする。
【００５６】
　ステップＳ１００で撮影処理が開始され、ステップＳ１０１でＣＰＵ１３１は、ユーザ
によって選択されたモードが動画ＨＤＲモード（第１のモード）であるか否かを判定する
。動画ＨＤＲモードでないと判定された場合、通常動画モード（第２のモード）であると
ＣＰＵ１３１が判定しステップＳ１０２へと進む。また、動画ＨＤＲモードであると判定
された場合、ステップＳ１１２へと進む。
【００５７】
　（通常動画モードの撮影処理）
　以下、通常動画モード（第２のモード）の撮影処理を説明する。ステップＳ１０２で露
出制御部２０２は、メモリ１３２から図４（Ａ）に示す通常動画用のプログラム線図を読
み出し、通常動画モードの撮影処理を開始する。
【００５８】
　尚、図４（Ａ）は通常動画撮影モード用のプログラム線図の例を示しており、絞り、蓄
積時間、ＩＳＯ感度による露出制御と被写体輝度との関係を示したプログラム線図である
。ここで、上側の横軸と左側の縦軸は被写体輝度、下側の横軸は蓄積時間およびゲイン（
ＩＳＯ感度）、右側の縦軸は絞り値を示している。尚、本実施形態において露出制御は前
述したように、被写体の輝度変化に応じて絞り値、蓄積時間、ＩＳＯ感度の３つのパラメ
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ータを変化させることでおこなわれる。
【００５９】
　一般的に動画では、動画の品質を維持するために絞り駆動の回数を少なくし、高速秒時
を避けた蓄積時間と、高いＩＳＯ感度の使用を避けることが望ましい。そこで、本実施形
態では図４（Ａ）のプログラム線図を用いて、露出量を多く（大きく）する場合は、実線
に沿って露出制御し、露出量を少なく（小さく）する場合は、破線に沿って露出制御をお
こなう。
【００６０】
　図３のフローに戻り、ステップＳ１０３で撮像素子１０５は、メモリ１３２から予め決
められた露出量（露出条件）で予備画像の撮像をおこなう。尚、予備画像の露出条件は一
般的なものであればどのようなものであってもよい。また、本実施形態において、予備画
像は後述する測光演算に使用するだけなので保存はしないが、メモリ１３２へ保存をする
ような構成であっても良い。
【００６１】
　次に、ステップＳ１０４で測光演算部２０１は、先に取得した予備画像の測光演算をお
こなう。そして、露出制御部２０２は、該測光演算により算出した被写体輝度に対応する
露出量である目標露出を算出する。尚、算出した被写体輝度はメモリ１３２に保存され、
該被写体輝度とメモリ１３２の内部に記憶された露出条件とを比較することで目標露出を
算出するような構成であってもよい。
ここで、本実施形態において目標露出とは、測光演算の結果から算出される被写体の平均
的な明るさに対する露出量である。本実施形態では、先に説明したように図４（Ａ）に示
すプログラム線図に基づいて目標露出の算出をおこなう。
【００６２】
　次に、ステップＳ１０５で露出制御部２０２は、露出量の輝度変化に対する不感帯（輝
度不感帯）を決定する。一般的に動画では、目標露出に実際の撮影に用いる露出量である
撮影露出を追従させて露出制御をおこなう。しかしながら、目標露出に対する撮影露出の
追従を過度におこなうことで露出量が頻繁に変化してしまう。従って、撮影される動画は
不自然なものとなり、品位も低下してしまう。
【００６３】
　そこで、本実施形態では上述の問題を防止するために撮影露出を基準とした所定範囲を
、被写体の輝度変化に追従した露出量の変更をおこなわない輝度の範囲として輝度不感帯
を設ける。そして、輝度不感帯（の幅）に目標露出に対応する輝度が含まれるか否かを判
定し、判定の結果によって被写体の輝度変化に応じた露出制御を行い撮影露出を変更する
か否かを決定する。
【００６４】
　詳細としては、撮影露出に対応する輝度を基準とした所定範囲が輝度不感帯であるが、
本実施形態では便宜的に撮影露出を基準とした所定範囲を輝度不感帯と称する。尚、本実
施形態における輝度不感帯としては、被写体の輝度変化に応じて露出量を変化させない輝
度の範囲に対応する露出量の範囲であっても良い。その場合の輝度不感帯の中心位置は撮
影露出となり、撮影露出を基準とした輝度不感帯の幅に目標露出が含まれるか否かで撮影
露出の変更をおこなう。
【００６５】
　また、本実施形態において、輝度不感帯の幅は撮像素子１０５のダイナミックレンジや
測光演算部２０１が出力する演算精度、現像処理部２０３のγ変換パラメータ等から決定
するがこれに限定されるものではない。例えば、露出量が過度に変化しないような幅であ
れば輝度不感帯の幅はどのように決定してもよい。
【００６６】
　更に、本実施形態では、撮影露出に対する輝度の位置を輝度不感帯の中心位置とする構
成であるがこれに限定されるものではなく、輝度不感帯の中心位置を撮影露出とは異なる
位置に決定するような構成であってもよい。例えば、被写体の輝度変化の指向が高輝度側



(10) JP 6223028 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

なのか低輝度側なのかを判定し、該判定の結果に応じて輝度不感帯の中心位置を決定（変
更）するような構成であってもよい。
【００６７】
　図３のフローに戻り、ステップＳ１０６で露出制御部２０２は、先に算出した目標露出
が輝度不感帯に含まれる否かを判定する。そして、目標露出が輝度不感帯内である場合は
ステップＳ１０８へと進む。目標露出が決定した輝度不感帯内でない場合、ステップＳ１
０７でＣＰＵ１３１は、カメラ１００内の各部の駆動を指示し、撮影露出を変更する。こ
の際、撮影露出の変更は、本実施形態における露出変更手段である絞り１０２やシャッタ
１０４の駆動とＡＦＥ１０６内部における処理を制御し、絞り値、蓄積時間、ＩＳＯ感度
を変更することでおこなう。
【００６８】
　次に、ステップＳ１０８で撮像素子１０５は、設定された撮影露出で被写体の撮像をお
こない画像データを出力する。
【００６９】
　次に、ステップＳ１０９で表示部１５３は、出力した画像データを表示画像として表示
することでライブビューの更新をおこなう。尚、撮影処理の開始後、初めての処理である
場合はライブビューを開始する。
【００７０】
　次に、ステップＳ１１０でＣＰＵ１３１は、撮影処理を終了するか否かの判定をおこな
い、終了する場合はＳ１１１へと進み撮影処理を終了し、ライブビューも終了する。撮影
処理を終了しない場合は、ステップＳ１０４へと戻り次の画像の撮影動作を開始する。
【００７１】
　そして、本実施形態における通常動画モードでは、撮像素子１０５によって、撮像した
画像データを周期的に連続させて出力することで動画の撮影をおこなう。以上が通常動画
モードの撮影処理についてのフローである。
【００７２】
　（動画ＨＤＲモードの撮影処理）
　以下、本実施形態に動画ＨＤＲモード（第１のモード）での撮影処理について説明する
。本実施形態では、前述したように露出量の異なる複数の被合成画像を合成することでダ
イナミックレンジ拡大処理をおこなう。
【００７３】
　ここで、被合成画像としては、被写体の明るさに対する平均的な露出量である適正露出
で撮影した適正露出画像（第１の画像）と、適正露出よりも相対的に露出量の少ないアン
ダー露出で撮影したアンダー露出画像（第２の画像）を用いる。そして、適正露出画像と
アンダー露出画像とを合成することで、適正露出画像のみを出力する場合（通常時）に比
べてダイナミックレンジが拡大された画像を取得することが出来る。
【００７４】
　尚、撮像素子１０５によって、合成に用いる適正露出画像とアンダー露出画像とは図５
に示すように周期的に連続して出力される。図５は本実施形態の動画ＨＤＲモードにおけ
る露出差制御によって、周期的に連続して出力される画像について例示的に説明した図で
ある。
【００７５】
　図５に示すように、動画ＨＤＲモードではアンダー露出画像と適正露出画像とが単位フ
レームごとに所定のタイミング（例えば、画像の読み出しタイミング）において交互に出
力される。そして、適正露出画像が出力された後のフレームで、２つの画像を合成した画
像（以下、合成画像と称する）を表示画像として表示する。
【００７６】
　以下、本実施形態における動画ＨＤＲモードの撮影処理に関するフローについて図３を
参照して説明する。尚、以下のフローにおける各処理の結果は、メモリ１３２に一時的に
保存され、必要な際にはメモリ１３２から適宜出力されるものとする。
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【００７７】
　ステップＳ１０１で、ＣＰＵ１３１の判定によって動画ＨＤＲモードが選択されている
と判定した場合は、ステップＳ１１２へと進み、動画ＨＤＲモードの撮影処理を開始する
。そして、ステップＳ１１２で露出制御部２０２は、メモリ１３２から図４（Ｂ）に示す
動画ＨＤＲ用のプログラム線図を読み出し、動画ＨＤＲモードの撮影処理を開始する。尚
、図４（Ｂ）は動画ＨＤＲモード用のプログラム線図を示している。
【００７８】
　次に、ステップＳ１１３で撮像素子１０５は、予備画像の撮像をおこなう。尚、予備画
像の撮影については前述の通常動画モードと同様なので説明は省略する。
【００７９】
　次に、ステップＳ１１４で測光演算部２０１は、先に取得した予備画像の測光演算をお
こなう。そして、露出制御部２０２は、該測光演算により算出した被写体輝度に対する露
出条件（露出量）である目標露出を算出する。ここで、動画ＨＤＲモードにおける目標露
出とは、適正露出画像を取得するための目標となる露出量である。
【００８０】
　本実施形態の動画ＨＤＲモードにおいて、アンダー露出画像は、図４（Ｂ）で示すプロ
グラム線図から所定の露出差の分だけ露出量を減らして取得する。即ち、動画ＨＤＲモー
ドでは、被合成画像間に露出差を生じさせるための露出差制御をおこなう必要がある。尚
、本実施形態で該露出差制御は蓄積時間とＩＳＯ感度を変化させることでおこなう。そし
て、被合成画像間の露出差は２段とし、アンダー露出画像を、適正露出画像より露出量が
２段分少なくなるように取得する。
【００８１】
　ここで、本実施形態において、上述した露出量の段数はＡＰＥＸ単位におけるＥｖ値で
２段分である。即ち、図４（Ｂ）のプログラム線図からＡＰＥＸ単位で２Ｅｖ（以下、単
に２Ｅｖと称す）少ない露出量となるようにアンダー露出を決定する。従って、動画ＨＤ
Ｒモードでは、アンダー露出の為の露出量を確保するために、図４（Ｂ）のプログラム線
図において、蓄積時間とＩＳＯ感度によって露出制御が可能な領域を２Ｅｖ分確保する必
要がある。
【００８２】
　詳細としては、図４（Ｂ）に示す動画ＨＤＲモード用のプログラム線図の、同一の絞り
値において、蓄積時間とＩＳＯ感度により露出制御が可能な領域を、通常動画モード時（
図４（Ａ））よりも２Ｅｖ少なくなるように設定する。上述の構成により、適正露出画像
とアンダー露出画像とで２Ｅｖ分の露出差を確保することが可能となる。
【００８３】
　しかしながら、露出差制御のために確保した分だけ、プログラム線図において、同一の
絞り値で設定可能な蓄積時間とＩＳＯ感度による露出量は減少してしまう。即ち、蓄積時
間とＩＳＯ感度によって被写体の輝度変化に応じた露出制御が可能な範囲である露出制御
範囲は減少してしまう。この場合、蓄積時間とＩＳＯ感度による露出制御範囲が減少した
分だけ、絞り値を変化させて露出制御をおこなう頻度が増加する可能性がある。即ち、動
画ＨＤＲモード時は、露出差制御に用いないパラメータによって露出制御をおこなう頻度
が増加してしまう可能性がある。
【００８４】
　一般的に、動画撮影時に絞り値を変化させることで露出制御をおこなう頻度が増加する
と、動画の単位フレーム（単位画像）間の被写界深度が頻繁に変化するため、撮影される
動画は不自然なものとなってしまう。
【００８５】
　また、絞り１０２は機械的な変化によって駆動するため、露出差制御中に絞り１０２を
駆動することで、露出差制御によって設定した被合成画像間の露出差が意図したしたもの
と異なってしまう可能性がある。即ち、被合成画像間で、露出差制御のために確保した２
Ｅｖ分の露出差を維持することが出来ない可能性がある。
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【００８６】
　この場合、絞り１０２を駆動中に撮影される動画の明るさは単位フレーム間で不均一と
なり、動画として不自然なものとなってしまう。
【００８７】
　尚、絞り値を変化させることで露出差制御をおこなう場合は、蓄積時間とＩＳＯ感度に
よって被写体の輝度変化に応じた露出制御をおこなう頻度が増加する。例えば、ＩＳＯ感
度を変化させる頻度が増えれば、単位フレーム間のノイズの量が変化してしまい、撮影後
の動画は不自然なものとなってしまう。また、蓄積時間を変化させる頻度が増える場合は
、単位フレーム間ごとに蓄積時間が異なることで画像の連続性が失われて、撮影後の動画
は不自然なものとなってしまう。
【００８８】
　ここで、通常の動画撮影では、ユーザが求める動画の品質によって、露出制御に使用す
るパラメータは異なる。例えば、上述したように単位フレーム間の被写界深度が異なるこ
とを避けたければ、絞り値を変化させることによる露出制御は極力おこなわないようにす
る。しかしながら、動画ＨＤＲモードでは、上述したように、露出差制御で使用しないパ
ラメータであっても、該パラメータによって露出制御をおこなう頻度は増加してしまう可
能性がある。即ち、撮影後の動画の品質はユーザが意図したものとは異なってしまう可能
性がある。この問題を解決するために、動画ＨＤＲモードにおいて、露出差制御に用いな
いパラメータによる露出制御の頻度が増加を極力抑制することが求められる。
【００８９】
　そこで、本実施形態における動画ＨＤＲモードでは、輝度不感帯の幅を前述した通常動
画モードよりも広い（大きい）幅に決定することで上述の問題に対応する。この点につい
て図６を参照して後述する。
【００９０】
　図３のフローに戻る。ステップＳ１１５で露出制御部２０２は、測光演算の結果から、
適正露出とアンダー露出との露出差を決定する。尚、本実施形態において、被合成画像間
の露出差は２Ｅｖ以外にしてもよい。また、予め所定の算出式をメモリ１３２に記憶させ
ておき、該算出式に従って露出差を算出するような構成でも良い。
【００９１】
　次に、ステップＳ１１６で露出制御部２０２は、動画ＨＤＲ用の輝度不感帯を決定する
。
【００９２】
　以下に、動画ＨＤＲモードにおける輝度不感帯について、図６を参照して説明する。尚
、図６は、本実施形態における通常動画モードと動画ＨＤＲモードにおけるそれぞれのダ
イナミックレンジと輝度不感帯の幅を説明した図の例である。図６で示すように、本実施
形態では、通常動画撮影モードの輝度不感帯の幅よりも動画ＨＤＲモードにおける輝度不
感帯の幅の方が広くなるように決定する。この構成によって、例えば通常動画モード時に
目標露出が輝度不感帯に収まらない（含まれない）場合でも、動画ＨＤＲモード時には目
標露出を輝度不感帯に収める（含む）ことができる。
【００９３】
　前述したように、本実施形態では、輝度不感帯に目標露出が含まれるか否かを判定して
、撮影露出を変更するか否かを決定する。従って、ＨＤＲ動画モード時の輝度不感帯の幅
を、通常動画モード時よりも広くすることで、絞り値を変化させることのよる露出制御の
頻度が増加することを抑制することが出来る。即ち、動画ＨＤＲモード時に、露出差制御
に用いないパラメータにより露出制御をおこなう頻度が増加することを抑制することが出
来る。
【００９４】
　ここで、輝度不感帯の幅を広げることで、被写体の輝度変化に応じた目標露出に対する
撮影露出の追従性が通常動画モード時よりも低下し、撮影される適正露出画像のダイナミ
ックレンジは被写体の輝度に対してずれが生じる可能性がある。例えば、ダイナミックレ
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ンジが高輝度側へずれた場合は、適正露出画像に黒つぶれが生じ、ダイナミックレンジが
低輝度側へずれた場合は、適正露出画像に白とびが生じてしまう。即ち、ダイナミックレ
ンジがずれることで、動画ＨＤＲモード時の適正露出画像は、被写体の輝度変化が同様で
ある場合の通常動画モード時の単位フレームの画像と比較して表現できない明るさの領域
が生じてしまう。
【００９５】
　しかしながら、動画ＨＤＲモードでは適正露出画像とアンダー露出画像とを合成するこ
とで合成画像のダイナミックレンジは拡大される。従って、合成画像では、適正露出画像
で表現できなかった明るさを表現することができる。即ち、合成画像の明るさが不自然に
なることは極力抑制され、ＨＤＲ合成処理後の動画が不自然になることは抑制される。
【００９６】
　尚、輝度不感帯の幅（範囲）は、適正露出画像とアンダー露出画像の露出差に連動させ
て変更することが望ましい。例えば、適正露出画像とアンダー露出画像との露出差が大き
くなった場合、被写体の輝度変化に応じて露出制御をおこなう頻度は更に増加してしまう
可能性がある。その場合、被合成画像間の露出差が大きくなった分だけ輝度不感帯の幅を
広げる。この構成によって、露出差制御に用いないパラメータによって被写体の輝度変化
に応じた露出制御をおこなう頻度を更に抑制することができる。
【００９７】
　更に、前述した通常動画モードと動画ＨＤＲモードとで不感帯の中心位置を変更するよ
うな構成であってもよい。例えば、動画ＨＤＲモードでは、輝度不感帯の幅を広くするだ
けでなく、輝度不感帯の中心位置を高輝度側（例えば、図６の上方向）へ変更させる。こ
の場合、輝度不感帯の中心位置はダイナミックレンジが拡大される指向に沿って変更され
るため、合成画像が不自然な明るさになることを抑制することができる。
【００９８】
　図３のフローに戻る。ステップＳ１１７で露出制御部２０２は、先に算出した目標露出
が輝度不感帯内であるか否かを判定する。目標露出が輝度不感帯内である場合は、ステッ
プＳ１１９へと進む。目標露出が決定した輝度不感帯内でない場合、ステップＳ１１８で
ＣＰＵ１３１は、カメラ１００内の各部の駆動を指示し、撮影露出を変更する。尚、本実
施形態では、輝度不感帯内であっても露出差制御はおこなわれる。
【００９９】
　次に、ステップＳ１１９で撮像素子１０５は、設定された撮影露出に基づいてアンダー
露出で被写体の撮像をおこないアンダー露出画像の画像データを出力する。
【０１００】
　次に、ステップＳ１２０で撮像素子１０５は、設定された撮影露出に基づいて適正露出
で被写体の撮像をおこない適正露出画像の画像データを出力する。尚、本実施形態では図
５に示したように、先にアンダー露出画像を撮影した後に適正露出画像の撮影をおこなう
。これは、撮像素子１０５からの電荷の読み出しタイミングは周期的で、蓄積の開始タイ
ミングは読み出しタイミングから逆算して設定されることに起因する。例えば適正画像か
ら撮影を行った場合、アンダー露出画像の方が適正露出画像より蓄積時間が短いため、適
正露出画像とアンダー露出画像との間で電荷の蓄積をおこなわない間隔が長くなってしま
う。従って、ＨＤＲ合成処理をおこなう場合に適正露出画像とアンダー露出画像とで被写
体のずれ量が大きくなってしまい、合成後の画像にブレが生じてしまう可能性がある。
【０１０１】
　以上より、本実施形態ではアンダー露出画像、適正露出画像の順で撮影をおこなうが、
例えば、適正露出画像、アンダー露出画像の順に撮影をおこなうような構成でも良い。特
に、被写体に所定以上の動きが生じないような場合は撮影の順序を限定する必要はない。
【０１０２】
　次に、ステップＳ１２１で合成部２０５は、アンダー露出画像と適正露出画像とを合成
してＨＤＲ合成処理（ダイナミックレンジ拡大処理）をおこなう。合成処理の詳細として
は、まず、被合成画像毎に画像を複数のブロックに分割し、該ブロック内部の所定の画素
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について、適正露出画像とアンダー露出画像とを比較することで被合成画像同士の位置合
わせをおこなう。
【０１０３】
　次に、被合成画像の所定の画素毎に輝度値を積算し平均輝度値を算出する。そして、積
算した平均輝度値が所定の閾値を超えるか否かで画像中の黒つぶれ輝度領域、および白と
び輝度領域を検出する。そして検出された黒つぶれ領域と白とび領域を合成の対象から画
素から除外する（除外処理）。以上の動作を被合成画像である適正露出画像とアンダー露
出画像の双方でおこなう。
【０１０４】
　最後に、適正露出画像の輝度レベルを基準として被合成画像の輝度レベルを合わせ、所
定の合成比率に応じての適正露出画像とアンダー露出画像の合成が実行され合成画像が出
力される。尚、本実施形態に係る撮像装置において、合成処理は前述の動作をおこなうも
のに限定されるものではなく、例えば、被合成画像同士の加算平均をおこなうだけでも良
い。
【０１０５】
　次に、ステップＳ１２２で表示部１５３は、出力した合成画像の画像データを表示して
ライブビューの更新をおこなう。尚、撮影処理の開始後、初めての処理である場合はライ
ブビューを開始する。
【０１０６】
　次に、ステップＳ１２３でＣＰＵ１３１は、撮影処理を終了するか否かの判定をおこな
い、終了する場合はＳ１２４へと進み撮影処理を終了し、ライブビューも終了する。撮影
処理を終了しない場合は、ステップＳ１１４へと戻り次の画像の撮影動作を開始する。以
上が動画ＨＤＲモードの撮影処理を示すフローである。
【０１０７】
　以上の説明より、動画ＨＤＲモード時に、被合成画像間の露出差制御に使用しないパラ
メータによって、被写体の輝度変化に応じた露出制御をおこなう頻度が増加することを抑
制することができる。即ち、ダイナミックレンジ拡大処理を適用した動画撮影中に、被合
成画像間の露出差のための露出制御に使用しないパラメータによって、輝度変化に応じた
露出制御をおこなう頻度が増加することを抑制することが可能な撮像装置を提供すること
ができる。
【０１０８】
　尚、本実施形態では、適正露出画像とアンダー露出画像とを合成することでＨＤＲ合成
処理をおこなうがこれに限定されるものではない。例えば適正露出よりも相対的に露出量
の多いオーバー露出画像を撮影し、適正露出画像とアンダー露出画像に該オーバー露出画
像を加えてＨＤＲ合成処理をおこなうような構成であってもよい。その場合、適正露出画
像とアンダー露出画像とでＨＤＲ合成処理をおこなう場合よりも更にダイナミックレンジ
を拡大することが可能である。
【０１０９】
　また、この場合の被合成画像間の露出差は、測光演算部２０１における測光結果（被写
体輝度）に応じて、本実施形態の露出差決定手段である露出制御部２０２によって自動的
に決定される。若しくは、ユーザが前述のスイッチ類を手動操作することによって決定す
るような構成であってもよい。
【０１１０】
　更に、この場合、ＨＤＲ合成処理をおこなう被合成画像の組み合わせを被写体の輝度に
応じて決定するような構成であってもよい。例えば、適正露出画像とアンダー露出画像と
で合成をおこなう場合、被写体の明るい部分は暗い部分よりも被写体輝度に対する合成画
像の明るさの表現性（以下、単に表現性と称する）が低くなってしまう。即ち、被合成画
像の組み合わせによって、表現性は変化してしまう。
【０１１１】
　そこで、被写体の輝度が全体的に暗い場合は、適正露出画像とオーバー露出画像とを合
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成する。反対に、被写体の輝度が全体的に明るい場合は適正露出画像とアンダー露出画像
とを合成する。
【０１１２】
　更に、上述した場合において、被合成画像の組み合わせに応じて、輝度不感帯の中心位
置を撮影露出よりも高輝度側か低輝度側へと変更するような構成であってもよい。例えば
、被合成画像の組み合わせを適正露出画像とアンダー露出画像とした場合の合成画像は、
通常動画モードの表示画像と比較して、高輝度側の表現性は高くなるが低輝度側の表現性
は変わらない。
【０１１３】
　そこで、不感帯の中心位置を表現性の高い高輝度側（領域）に変更する。この構成によ
って、被写体輝度が低輝度側（領域）へと変化した場合であっても、低輝度側における不
感帯の幅は通常動画モードと変わらないので、被写体輝度の変化に応じた露出制御の追従
性が低下することを抑制することができる。尚、被合成画像の組み合わせが適正露出画像
とオーバー露出画像である場合は、不感帯の中心位置を低輝度側へと変更することで、被
写体輝度の変化に応じた露出制御の追従性が低下することを抑制することができる。
【０１１４】
　上述の構成によって、被合成画像の組み合わせに応じて輝度不感帯の中心位置を、表現
性の高い領域へと移動させることが出来る。従って、ＨＤＲ合成処理によって、表現性が
変化しない領域に対しては被写体の輝度変化に追従させて露出制御をおこないつつ、表現
性が高くなる領域は露出制御の頻度が増加することを抑制することが出来る。
【０１１５】
　即ち、輝度不感帯の中心位置を撮影露出の位置とする場合よりも、被写体の輝度に対し
て、合成後に拡大されるダイナミックレンジの範囲に応じた露出制御が可能となるため、
合成画像の明るさが不自然になることを抑制することが出来る。
【０１１６】
　（第２実施形態）
　前述した第１実施形態では、動画ＨＤＲモード時の輝度不感帯の幅を、通常動画モード
より広げることで、露出差制御に用いないパラメータによって露出制御をおこなう頻度が
増加することを抑制する構成について説明した。即ち、前述した第１実施形態では、露出
量の輝度変化に対する不感帯の幅を変化させることで、露出差制御に用いないパラメータ
によって露出制御をおこなう頻度が増加することを抑制していた。
【０１１７】
　本実施形態では、同様の課題を解決するために、被写体の輝度変化に対する露出量の時
間変化に対する不感帯（時間不感帯）の幅を変化させる構成について説明する。以下、本
実施形態に係る撮像装置の構成について説明する。尚、本実施形態に係る撮像装置である
カメラ１００は前述の第１実施形態と同様であるので説明は省略する。
【０１１８】
　一般的に、動画撮影時は図７（Ａ）に示すように、被写体の輝度変化に応じて、露出制
御の開始前に露出制御おこなわない範囲（ｔ１～ｔ２の時間）の無効領域（時間不感帯）
Ｘを設けている。即ち、被写体の輝度変化に追従した露出量の変更をおこなわない時間の
範囲として無効領域（時間不感帯）Ｘを設ける。これは、例えば外部に設けられたフラッ
シュ装置の点灯などによって、被写体輝度が一時的に（輝度Ｃから輝度Ｄへと）変化する
ような場合に、露出制御をおこなう頻度が増加することを極力抑制するためである。
【０１１９】
　尚、図７は本実施形態の通常動画モード時での、所定の時刻ｔにおける被写体輝度と露
出量の変化を例示的に説明した図であり、縦軸は被写体輝度と露出量を表し、横軸は所定
の時刻ｔを表している。図７（Ａ）は被写体の輝度変化が一時的なものである場合の図の
一例であり、後述の図７（Ｂ）は、被写体の輝度変化が一時的なものでない場合の図の一
例である。
【０１２０】
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　ここで、図７（Ｂ）を参照して、被写体の輝度変化が一時的なものではない場合につい
て説明する。まず、測光により検出された当初の被写体の輝度Ｄに対する露出である露出
量Ａで被写体の撮影処理をおこなう。
【０１２１】
　その後、被写体輝度は時刻ｔ１で輝度Ｄから輝度Ｅに変化するが、無効領域Ｘ１の範囲
内では露出条件の変更はおこなわないので、撮影露出の変更はしない。尚、前述の第１実
施形態と同様に目標露出が輝度不感帯に含まれるか否かの判定は被写体の輝度変化毎にお
こなっている。
【０１２２】
　次に、無効領域Ｘ１の範囲を超えた後（時刻ｔ２以降）で、撮影露出を被写輝度Ｅに対
応する露出量Ｂへと変更する。
【０１２３】
　次に、撮影露出を変更した直後の時刻ｔ３で、被写体輝度が輝度Ｅから輝度Ｆへと変化
する。
【０１２４】
　そして、無効領域Ｘ２の範囲内では撮影露出の変更はしないが、無効領域Ｘ２を超えた
後（時刻ｔ４以降）で、撮影露出を輝度Ｅに対応する露出量Ｃへと変更する。即ち、例え
無効領域Ｘを設けていたとしても、短い期間内で被写体輝度が複数回変化する場合は、該
被写体輝度の変化に伴って撮影露出を変更する必要がある。
【０１２５】
　上述の状況を、動画ＨＤＲモードに適用した場合、前述した第１実施形態と同様に、被
写体の輝度変化に応じて、露出差制御に用いないパラメータによって露出制御をおこなう
頻度は増加してしまう可能性がある。この問題を解決するために、本実施形態では図８に
示すように、被写体輝度の変化に対して露出制御をおこなわない無効領域Ｘの範囲を通常
動画モードよりも広くする。即ち、本実施形態では、時間不感帯である無効領域Ｘの幅を
、通常動画モード時より動画ＨＤＲモード時の方が広く（広い幅に）なるように決定する
。
【０１２６】
　図８は、本実施形態の動画ＨＤＲモードでの、所定の時刻ｔにおける被写体輝度と露出
量の変化を例示的に説明した図である。ここで、図８と前述した図７（Ａ）とを比較する
と、動画ＨＤＲモードの無効領域Ｘの幅（時間）が通常動画モードの無効領域Ｘの幅（時
間）よりも広い（長い）ことがわかる。この場合、短い期間に何度も被写体輝度が変化す
る場合であっても、露出制御をおこなう頻度を減らすことが出来る。従って、無効領域Ｘ
の幅（時間）が広く（長く）なった分だけ、無効領域Ｘの範囲内で露出差制御に使用しな
いパラメータによって、被写体の輝度変化に応じた露出制御をおこなう頻度が増加をする
ことを抑制することができる。
【０１２７】
　以下より、前述した構成により実現される、本実施形態に係る撮影処理を図９に示すフ
ローを参照して説明する。尚、以下のフローにおける各処理の結果は、メモリ１３２に一
時的に保存され、必要な際にはメモリ１３２から適宜出力されるものとする。
【０１２８】
　まず通常動画モードの撮影処理について説明する。尚、ステップＳ２００からステップ
Ｓ２０４までは前述の第１実施形態と同様なので、説明は省略する。
【０１２９】
　ステップＳ２０５で露出制御部２０２は、無効領域Ｘを通常動画モード用（通常動画用
）のものに決定する。
【０１３０】
　次に、ステップＳ２０６で露出制御部２０２は、先に算出した目標露出が輝度不感帯内
か否かを判定し、目標露出が輝度不感帯内でない場合はステップＳ２０７へと進み、範囲
内の場合はステップＳ２０９へと進む。ここで、本実施形態では前述の第１実施形態とは
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異なり、通常動画モードと動画ＨＤＲモードとで輝度不感帯の幅は変更しない。従って、
本実施形態では通常動画モードと動画ＨＤＲモードとで、輝度不感帯は同様のものを用い
る。
【０１３１】
　ステップＳ２０７で測光演算部２０１は、被写体の輝度変化が無効領域Ｘの範囲外で行
われているか否かを判定する。詳細としては、図７（Ｂ）に示す被写体の輝度変化が開始
した時刻ｔ１から所定の時間が経過した時刻ｔ２までの期間（範囲）を無効領域Ｘとする
。ここで、時刻ｔ１の検出は、露出制御部２０２に、測光演算部２０１から被写体輝度の
変化を検出したタイミングが伝えられることによっておこなわれる。尚、無効領域Ｘの期
間（範囲）は一般的なものであればどのようなものでもよい。
【０１３２】
　ステップＳ２０７で、被写体の輝度変化が無効領域Ｘの範囲内で行われていると判定さ
れた場合、撮影露出は変更せずにステップＳ２０９と進む。そして、被写体の輝度変化が
無効領域Ｘの範囲外でおこなわれていると判定された場合、ステップＳ２０８で露出制御
部２０２は、カメラ１００内の各部の駆動を指示し、先に求めた目標露出に対して撮影露
出を変更する。以降の処理は、前述の第１実施形態と同様なので説明は省略する。以下、
動画ＨＤＲモードにおける撮影処理について説明する。尚、ステップＳ２１６までは前述
の第１実施形態と同様の処理をおこなうので説明は省略する。
【０１３３】
　ステップＳ２１７で露出制御部２０２は、動画ＨＤＲモード用（動画ＨＤＲ用）の無効
領域Ｘの決定をおこなう。詳細としては、図８に示すような、被写体の輝度変化が開始し
た時刻ｔ１から所定の時間が経過した時刻ｔ２までの期間（範囲）を無効領域Ｘとする。
即ち、図７（Ｂ）に示す通常動画用の無効領域Ｘの幅より、動画ＨＤＲ用の無効領域Ｘの
幅を広くする。
【０１３４】
　尚、本実施形態において、動画ＨＤＲ用の無効領域Ｘの幅は、通常動画用の無効領域の
幅よりも広いものであって、撮影した動画が不自然なものにならないようなものであれば
どのように決定しても良い。例えば、ユーザが任意に決定できるようなものであっても良
いし、被合成画像の組み合わせに応じて決定できるような構成であってもよい。
【０１３５】
　次に、ステップＳ２１８で露出制御部２０２は、先に算出した目標露出が輝度不感帯内
か否かを判定する。目標露出が輝度不感帯内にあると判定した場合はステップＳ２２０へ
と進む。尚、前述したように、輝度不感帯は通常動画モードと同様とする。
【０１３６】
　次に、ステップＳ２１８で露出制御部２０２が、目標露出が輝度不感帯内ではないと判
定した場合、ステップＳ２１９で測光演算部２０１は、被写体輝度の変化が無効領域Ｘに
含まれるか否かを判定する。ステップＳ２１９で、被写体の輝度変化が無効領域Ｘの範囲
内で行われていると判定された場合、撮影露出は変更せずにステップＳ２２１と進む。そ
して、被写体の輝度変化が無効領域Ｘの範囲外でおこなわれていると判定された場合、ス
テップＳ２２０でＣＰＵ１３１は、カメラ１００内の各部の駆動を指示し、先に算出した
目標露出に対して撮影露出を変更する。尚、本実施形態において、輝度不感帯内であって
も露出差制御は通常通りおこなわれる。そして、これは無効領域（時間不感帯）Ｘ内であ
っても同様である。
【０１３７】
　また、本実施形態では、被写体輝度の測光は無効領域Ｘ内においてもおこなわれ、無効
領域Ｘを超えた際に、無効領域Ｘ内での測光結果から撮影露出を変更するような構成であ
るが、これに限定されるものではない。例えば、無効領域Ｘ内では被写体輝度の測光をお
こなわないような構成であっても良い。以降の処理は、前述した第１実施形態と同様なの
で説明は省略する。
【０１３８】
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　以上説明したように、本実施形態における動画ＨＤＲモードでは、無効領域Ｘの幅を通
常動画モードにおける無効領域Ｘの幅よりも広くするので、被写体輝度の変化に応じて露
出制御をおこなう頻度を抑制することができる。従って、動画ＨＤＲモード時に、被合成
画像間の露出差制御に使用しないパラメータによって、輝度変化に応じた露出制御をおこ
なう頻度が増加することを抑制することができる。
【０１３９】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例えば、前述した実施
形態では、蓄積時間とＩＳＯ感度を変化させることで露出差制御をおこなうような構成で
あったが、絞り値を変更することで露出差制御をおこなうような構成であってもよい。
【０１４０】
　この場合、被写体の輝度変化に応じて露出制御をする場合に、蓄積時間とＩＳＯ感度に
よって露出制御をする頻度が増加することを抑制することが出来る。従って、動画の単位
フレーム間でのノイズの増加や減少などの弊害や、動画の連続性が失われることを抑制す
ることが出来るため、動画の品位を向上させることが可能である。
【０１４１】
　また、上述した実施形態ではカメラ１００の内部で被合成画像同士の合成処理をおこな
うような構成であるがこれに限定されるものではない。例えば、カメラ１００側で合成処
理に用いる被合成画像を連続して出力し、カメラ１００に接続された不図示の外部装置で
該被合成画像同士の合成処理を行うような構成であってもよい。
【０１４２】
　また、動画ＨＤＲモードにおいて、前述した第１実施形態と第２実施形態で説明した、
輝度不感帯と時間不感帯（無効領域Ｘ）の双方の幅を、通常動画モードよりも広げるよう
な構成であってもよい。この場合、露出差制御に用いないパラメータにより露出制御をお
こなう頻度が増加することを更に抑制することが可能である。
【０１４３】
　更に、本発明においてカメラ１００内の各部の駆動は、レンズ制御部１４１、シャッタ
制御部１４２、タイミング発生部１４３、映像信号処理部１２１、表示制御部１５１など
によって制御されるがこれに限定されるものではない。例えば、前述した図３や図９のフ
ローに従ったプログラムをメモリ１３２に記憶させておき、ＣＰＵ１３１が該プログラム
を実行することでカメラ１００内の各部の駆動を制御するような構成であってもよい。こ
の場合、輝度不感帯や時間不感帯（無効領域Ｘ）の決定や、動画ＨＤＲモードにおける露
出差制御はＣＰＵ１３１によっておこなわれる。
【０１４４】
　（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【０１４５】
　１００　カメラ（撮像装置）
　１０５　撮像素子
　１０６　ＡＦＥ
　１２１　映像信号処理部
　１３１　ＣＰＵ
　１３２　メモリ
　２０２　露出制御部
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