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(57)【要約】
【課題】煩雑な設定などを必要とせずに、適切な撮影条
件で撮影した像を容易に得ることができる撮影装置及び
撮影方法を提供する
【解決手段】デジタルカメラは、シーンポジションを選
択することで、撮影条件を自動的に適切に調節する撮影
モードとしてシーンポジションモードを備える。各シー
ンポジションには、場面ごとに各種撮影条件を定めた場
面設定パラメータが複数個予め設けられている。シーン
ポジションとして「風景」が選択された場合、レリーズ
ボタンが押圧操作されると、撮影範囲内に人物のいる風
景の撮影に適切な場面設定パラメータ６１ｂに従って、
様々な撮影条件が自動的に調節され、１回目の撮影が行
われる。これに続き、撮影範囲内に人物のいない風景の
撮影に適切な場面設定パラメータ６１ａに従って、様々
な撮影条件が自動的に調節され、２回目の撮影が行われ
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影時の制御対象要素の制御様態が複数の主撮影モードごとに予め設定されているとと
もに、選択された前記主撮影モード下で一回の撮影操作を行った際に、所定の前記制御対
象要素の前記制御様態を変えながら複数回の撮影を実行するオートブラケティング撮影機
能を備えた撮影装置において、
　複数の前記主撮影モードの一つが選択されたときに、選択された前記主撮影モードの階
層下に選択可能に設けられた複数の副撮影モードと、
　各々前記副撮影モードの階層下に設けられ、複数の前記制御対象要素の制御様態を各々
予め定めた複数の制御モードと、
を備え、
　前記副撮影モードを選択して前記オートブラケティング撮影を行うときには、前記制御
モードを変えながら複数回の撮影が実行されることを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記制御モードとして、撮影範囲内に人物がいる場合の前記制御対象要素の制御様態を
定めた人物在り制御モードと、撮影範囲内に人物がいない場合の前記制御対象要素の制御
様態を定めた人物無し制御モードと、を有する前記副撮影モードがあることを特徴とする
請求項１記載の撮影装置。
【請求項３】
　撮影範囲内の人物の顔を検出する顔検出手段を備え、
　前記顔検出手段によって、撮影範囲内に人物の顔が検出された際に、前記制御モードを
変えながら複数回の撮影が実行されることを特徴とする請求項１又は２記載の撮影装置。
【請求項４】
　前記顔検出手段の使用，不使用を撮影時に変更する切替手段を備えることを特徴とする
請求項３記載の撮影装置。
【請求項５】
　撮影時の制御対象要素の制御様態が複数の主撮影モードごとに予め設定されているとと
もに、選択された前記主撮影モード下で１回の撮影操作を行った際に、所定の前記制御対
象要素の制御様態を変えながら複数回の撮影を実行する撮影方法において、
　前記主撮影モードの階層下に設けられた複数の副撮影モードの一つを選択する第１ステ
ップと、
　各々の前記副撮影モードの階層下に設けられ、複数の前記制御対象要素の制御様態を各
々予め定めた複数の制御モードを変えながら複数回の撮影が実行されることを特徴とする
撮影方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、焦点調節や露光量などの撮影条件の調節を自動的に行う撮影装置に関し、さ
らに詳しくは、１回の撮影操作に応じて撮影条件を変更しながら複数回の撮影を実行する
オートブラケティング撮影機能を有する撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラで撮影するときには、焦点調節や露光量といった撮影条件（撮影時の制御対象要
素）の調節が行われる。こうした撮影条件の調節が適切に行われない場合には、得られる
像は不鮮明であったり、像の明るさが不適正であったりと、所望の像が得られないことが
ある。これらの焦点調節や露光量といった基本的な撮影条件の調節でさえ、必ずしも容易
であるとは言えず、特にカメラで撮影することに不慣れな初心者にとっては極めて煩雑な
作業である。さらに、カメラの扱いに不慣れであると、撮影条件を調節しているうちにシ
ャッターチャンスを逃してしまうなどの更なる弊害も生じる。
【０００３】
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　こうした事情から、誰もが容易に望む像を得られるように、自動焦点調節（以下、ＡＦ
）機能や、自動露光量調節（以下、ＡＥ）機能など、自動的に撮影条件を整える機能を搭
載したカメラが広く用いられている。
【０００４】
　また、近年のカメラは、単に撮影条件を自動的に調節するだけでなく、上述の自動調節
機能の仕様などが異なる様々な撮影モードが予め用意されている。例えば、撮影時の状況
を自動的に判別し、これに適切な簡易な撮影条件で撮影を行うオート撮影モードや、撮影
時の状況を選択設定することで予め用意された詳細な撮影条件で撮影を行うシーンポジシ
ョンモードなどが知られている。このような、カメラに予め用意された撮影モードを選択
するとことで、撮影に必要な煩雑な撮影条件の調節を敬遠するユーザであっても、簡便に
使用することができるカメラが普及している。
【０００５】
　一方、上述のような撮影条件の自動調節機能による撮影で得られた像は、必ずしもユー
ザの望む像とはなっていないこともある。このことから、近年ではＡＦ機能やＡＥ機能な
どで自動的に撮影条件を調節しつつも、１回のレリーズに対して焦点調節や露光量などの
撮影条件の異なる複数回の撮影を行う、いわゆるオートブラケティング撮影機能を搭載し
たカメラが普及している。
【０００６】
　このようなオートブラケティング撮影機能を搭載したカメラは、撮影条件の変化量を予
め設定しておく必要がある。また、撮影に要する時間や取得する画像の記憶容量などの制
約から、焦点調節や露光量などの何れかひとつの撮影条件を変化させてオートブラケティ
ング撮影は行われる。
【０００７】
　一方、複数の撮影条件の変化量を予め設定しておくとともに、一度に撮影を実行する回
数を予め設定し、最適な順序でこれらを変更して撮影することで、複数の撮影条件を変化
させてオートブラケティング撮影を行うことができるカメラが知られている（特許文献１
参照）。
【０００８】
　また、被写界領域内に定めた区画ごとに測光し、この値に基づいてオートブラケティン
グ撮影時の露光量の変化量を自動的に定めるカメラが知られている（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平８－２９８２８号公報
【特許文献２】特開平１１－７２８１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述のように、オートブラケティング撮影機能は、様々な現実の撮影時の状況に対応し
て、撮影条件を自動的に調節する各種機能を補い、容易に所望の像を得る機能である。し
かし、このオートブラケティング撮影に必要な設定は複雑であるから、カメラを扱い慣れ
た熟練のユーザでなければ適切に設定することは困難である。
【００１０】
　また、種々の撮影条件のうち、１つの撮影条件を変化させて複数回の撮影を同時に行う
オートブラケティング撮影では、変化量が自動的に定められたとしても、変化させない他
の撮影条件が適切でなければ必ずしも所望の像が得られるとは限らない。
【００１１】
　一方、撮影を略カメラ任せにするユーザがより良い像を得ようとし、特定の状況に特化
したシーンポジションモードを選択する場合、撮影時の状況に応じて適切なシーンポジシ
ョンを選択することは容易ではない。例えば、シーンポジションモードの１つとして「花
火モード」があるが、この花火モードで適切に撮影できる被写体は打上花火であり、線香
花火を撮影しても所望の像は得られない。さらに、花火モードが打上花火に適した撮影モ
ードであることを知っていたとしても、線香花火を撮影する際にどのシーンポジションを



(4) JP 2009-33386 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

選択すればよいかは判断することが困難である。
【００１２】
　本発明は上述の問題点を解決するためになされたものであり、煩雑な設定などを必要と
せずに、適切な撮影条件で撮影した像を容易に得ることができる撮影装置及び撮影方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の撮影装置は、撮影時の制御対象要素の制御様態が複数の主撮影モードごとに予
め設定されているとともに、選択された前記主撮影モード下で一回の撮影操作を行った際
に、所定の前記制御対象要素の前記制御様態を変えながら複数回の撮影を実行するオート
ブラケティング撮影機能を備えた撮影装置であり、複数の前記主撮影モードの一つが選択
されたときに、選択された前記主撮影モードの階層下に選択可能に設けられた複数の副撮
影モードと、各々前記副撮影モードの階層下に設けられ、複数の前記制御対象要素の制御
様態を各々予め定めた複数の制御モードと、を備え、前記副撮影モードを選択して前記オ
ートブラケティング撮影を行うときには、前記制御モードを変えながら複数回の撮影が実
行されることを特徴とする。
【００１４】
　また、前記制御モードとして、撮影範囲内に人物がいる場合の前記制御対象要素の制御
様態を定めた人物在り制御モードと、撮影範囲内に人物がいない場合の前記制御対象要素
の制御様態を定めた人物無し制御モードと、を有する前記副撮影モードがあることを特徴
とする。
【００１５】
　また、撮影範囲内の人物の顔を検出する顔検出手段を備え、前記顔検出手段によって、
撮影範囲内に人物の顔が検出された際に、前記制御モードを変えながら複数回の撮影が実
行されることを特徴とする。
【００１６】
　また、前記顔検出手段の使用，不使用を撮影時に変更する切替手段を備えることを特徴
とする。
【００１７】
　本発明の撮影方法は、撮影時の制御対象要素の制御様態が複数の主撮影モードごとに予
め設定されているとともに、選択された前記主撮影モード下で１回の撮影操作を行った際
に、所定の前記制御対象要素の制御様態を変えながら複数回の撮影を実行する撮影方法で
あり、前記主撮影モードの階層下に設けられた複数の副撮影モードの一つを選択する第１
ステップと、各々の前記副撮影モードの階層下に設けられ、複数の前記制御対象要素の制
御様態を各々予め定めた複数の制御モードを変えながら複数回の撮影が実行されることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の撮影装置及び撮影方法によれば、煩雑な設定などを必要とせずに、適切な撮影
条件で撮影した像を容易に得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１に示すように、デジタルカメラ１０（撮影装置）の前面には、撮影レンズ１６、ス
トロボ発光機１７、レンズバリア１８、ファインダ対物窓１９などが設けられている。撮
影レンズ１６は、被写体からの光をＣＣＤ（後述）に結像させるレンズであり、デジタル
カメラ１０が使用されないときにはレンズバリア１８によって前面を覆い隠され、遮光さ
れる。また、ストロボ発光機１７は、例えば被写体が暗いときに発光され、露光量を補う
。
【００２０】
　レンズバリア１８は、デジタルカメラ１０の前面に平行にスライド移動自在に設けられ
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ており、撮影レンズ１６やストロボ発光機１７の前面を覆い隠す閉位置とこれらの前面を
開放する開位置とに移動される。また、レンズバリア１８はデジタルカメラ１０の電源ス
イッチとしても機能するように設けられており、レンズバリア１８が閉位置にあるときに
デジタルカメラ１０の電源はオフとなり、レンズバリア１８が開位置にあるときにデジタ
ルカメラ１０の電源はオンとなる。
【００２１】
　デジタルカメラ１０には光学ファインダが備えられている。この光学ファインダの最前
面がファインダ対物窓１９であり、デジタルカメラ１０の前面に露呈されるように設けら
れている。
【００２２】
　図２に示すように、デジタルカメラ１０の背面には、ＬＣＤ２１、ファインダ接眼窓２
２、操作部２３などが設けられている。ＬＣＤ２１は、撮影した画像やデジタルカメラ１
０の各種設定メニューを表示するディスプレイである。また、ＬＣＤ２１は、ＣＣＤ（後
述）から出力されるスルー画像を表示し、電子ビューファインダとしても利用可能となっ
ている。
【００２３】
　ファインダ接眼窓２２は、光学ファインダの最後面であり、前述の光学ファインダを構
成する。操作部２３は、動作モード切替スイッチ２４、方向キー２６、メニューボタン２
７、決定ボタン２８、キャンセルボタン２９などから構成される。
【００２４】
　動作モード切替スイッチ２４は、デジタルカメラ１０の動作モードを切り替える。デジ
タルカメラ１０の動作モードとしては、被写体の撮影を行う撮影モード、撮影した画像を
ＬＣＤ２１に表示する再生モードなどが設けられている。
【００２５】
　メニューボタン２７は、デジタルカメラ１０の設定を変更する際に押圧操作される。こ
のメニューボタン２７が押圧操作されると、ＬＣＤ２１上にデジタルカメラ１０の各種設
定メニューが表示される。
【００２６】
　方向キー２６は、デジタルカメラ１０の使用状態に応じて異なる機能を割り当てられた
汎用キーである。例えば、デジタルカメラ１０の動作モードが再生モードであるときには
、ＬＣＤ２１に表示される画像を変更するコマ送りキーとして機能する。また、デジタル
カメラ１０の動作モードが撮影モードであるときには、撮影範囲を変更するズームキーと
して機能する。さらに、方向キー２６は、設定変更時には、各種メニューを選択するカー
ソルを移動させるカーソルキーとして機能する。
【００２７】
　デジタルカメラ１０の左右の側面には、メモリカード３１などの記録メディアを装填す
るメディアスロット３２や、コンピュータなどの外部機器と接続するための接続端子類（
図示しない）などが設けられている。
【００２８】
　レリーズボタン３３は、デジタルカメラ１０の上面右側面寄りに設けられており、撮影
を実行する際に押圧操作される。また、レリーズボタン３３は、半押しと全押しの２段階
に押圧操作される。レリーズボタン３３が半押し操作されると、デジタルカメラ１０は露
光量や撮影レンズ１６の焦点調節などの撮影条件を調節する。そして、レリーズボタン３
３が全押し操作されると、デジタルカメラ１０は撮影を実行する。すなわち、デジタルカ
メラ１０は被写体画像を取得し、これをメモリカード３１などの記録メディアに記録する
。なお、このようなレリーズボタン３３の操作によるデジタルカメラ１０の動作は、撮影
モードの設定により個々に定められており、例えば、２段階の押圧操作を必要としない撮
影モードが選択されている場合には、半押し操作が無効化され、全押し操作のみが有効化
される。
【００２９】
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　デジタルカメラ１０には、マニュアルモード、シーンポジションモード、オートモード
、シャッタ優先モード、絞り優先モードなど、様々な撮影モード（主撮影モード）が設け
られている。マニュアルモードは、露光量や撮影レンズ１６の焦点調節などの各種撮影条
件を撮影の度に手動で調節して撮影を行う撮影モードである。また、シーンポジションモ
ードは、撮影時の状況、いわゆるシーンポジションを選択することで、撮影条件が自動的
に調節される撮影モードである。このシーンポジションモードには、例えば、風景、夜景
、花火、人物、スポーツ、ビーチ、スノー、結婚式といった様々なシーンポジションのモ
ード（副撮影モード）が予め設けられている。さらに、オートモードは撮影条件が全て自
動的に調節される撮影モードであり、シャッタ優先モード，絞り優先モードはそれぞれシ
ャッタ速度，絞り値をユーザの設定値とし、他の撮影条件を自動的に決定する撮影モード
である。
【００３０】
　また、デジタルカメラ１０には、１回のレリーズボタンの押圧操作（撮影操作）に対し
て複数回の撮影を実行する機能、いわゆるオートブラケティング撮影機能が設けられてい
る。このオートブラケティング撮影機能のオン，オフについては、例えば撮影前に予め選
択的に設定される。
【００３１】
　図３に示すように、デジタルカメラ１０は、撮影レンズ１６、ＣＣＤ３６、ＤＳＰ３７
、ＡＥ／ＡＷＢ検出回路３８、ＡＦ検出回路３９、顔検出回路４１などを備えている。
【００３２】
　撮影レンズ１６はズームレンズ４２、絞り４３、フォーカスレンズ４４などから構成さ
れる。ズームレンズ４２は、撮影光軸Ｌ１に沿って移動自在に設けられている。このズー
ムレンズ４２は、撮影モード時に方向キー２６の操作に応じて移動され、撮影倍率を変化
させる。
【００３３】
　また、絞り４３は、レリーズボタン３３の半押し操作や選択されたシーンポジションの
設定などに応じて駆動され、絞り開口の面積を変化させることで露光量を調節する。さら
に、フォーカスレンズ４４は、ズームレンズ４２と同様に、撮影光軸Ｌ１に沿って移動自
在に設けられている。このフォーカスレンズ４４は、ズームレンズ４２の移動やレリーズ
ボタン３３の半押し操作に応じて移動され、撮影レンズ１６の焦点調節を調節する。
【００３４】
　このような撮影レンズ１６の駆動、すなわち、ズームレンズ４２，フォーカスレンズ４
４の移動や絞り開口の大きさの調節は、レンズモータ４６によって行われる。なお、レン
ズモータ４６は撮影レンズ１６の各部を駆動する際に必要な個数のステッピングモータや
ギアなどからなり、モータドライバ４７など介してＣＰＵ５４によって制御される。
【００３５】
　ＣＣＤ３６は撮影レンズ１６の背後に設けられており、撮影レンズ１６によって受光面
に結像された被写体光を光電変換し、アナログの撮像信号を出力する。ＣＣＤ３６が出力
する撮像信号には、レリーズボタン３３が全押し操作されたときに出力される画素数の大
きな本画像信号と、ＬＣＤ２１にスルー表示するためのスルー画像信号とがある。本画像
信号は、後述するようにデジタルな画像データに変化されるとともに、各種画像処理など
を施されてメモリカード３１へ記録される。一方、スルー画像信号は、例えば毎秒３０フ
レームのフレームレートで出力されると、デジタルなスルー画像データに変換されるとと
もに、各種画像処理を施された後にＳＤＲＡＭ５８に記憶される。
【００３６】
　また、ＣＣＤ３６は、いわゆる電子シャッタ機能を有しており、タイミングジェネレー
タ（図示しない）からのシャッタパルスが入力されると、それまでに蓄積された電荷を掃
き出して消去し、本画像信号として出力される電荷の蓄積時間を調節する。デジタルカメ
ラ１０における撮影の露光量は、この電子シャッタの速度と絞り４３の開口の大きさとに
よって定められる。
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【００３７】
　なお、こうしたＣＣＤ３６の動作は、ＣＰＵ５４からの制御信号に基づいてＣＣＤドラ
イバ４８によって制御される。
【００３８】
　上述のようにＣＣＤ３６から出力されるアナログの撮像信号は、相関二重サンプリング
回路（以下、ＣＤＳ）５１によってノイズが除去されるとともに、増幅器（以下、ＡＭＰ
）５２によって増幅される。そして、Ａ／Ｄ変換器５３によってデジタルな画像データへ
と変換される。この画像データは、ＣＣＤ３６の受光面を構成するセルの蓄積電荷量を正
確に対応したＲ，Ｇ，Ｂの画像データであり、デジタルシグナルプロセッサ（以下、ＤＳ
Ｐ）３７へと入力される。
【００３９】
　ＤＳＰ３７は、画像入力コントローラ、画質補正処理回路、ＹＣ変換処理回路、圧縮伸
張処理回路などとして機能する。すなわち、ＤＳＰ３７は、Ａ／Ｄ変換器５３からの画像
データをバッファリングしてＳＤＲＡＭ５８に一時的に記憶させるとともに、各種画像変
換処理を施す。
【００４０】
　例えば、ＤＳＰ３７が画像入力コントローラとして機能する場合には、Ａ／Ｄ変換器５
３から入力された画像データをバッファリングし、データバス５５を介してＳＤＲＡＭ５
８に一時的に記憶させる。また、画質補正処理回路として機能する場合には、画像データ
に対して、階調変換、ホワイトバランス補正、γ補正処理などの各種画像変換処理を施す
。さらに、ＹＣ変換処理回路として機能する場合には、ＲＧＢの画像データを輝度信号Ｙ
と色差信号Ｃｒ，Ｃｂとに変換する。そして、圧縮伸張処理回路として機能する場合には
、ＹＣ変換された画像データを所定の方式で圧縮し、ＪＰＥＧやＴＩＦＦといったファイ
ル形式で出力する。
【００４１】
　ＡＥ／ＡＷＢ検出回路３８は、ホワイトバランスが撮影に適切か否かを検出するととも
に、撮影に適切な露光量を検出する。すなわち、ＤＳＰ３７から出力された画像データを
用いてホワイトバランスが適切か否かを検出し、また、撮影画面内に設定されたＡＥ検出
領域からの被写体の輝度を検出する。このＡＥ／ＡＷＢ検出回路３８によって検出された
被写体の輝度に基づいて、ＣＰＵ２は、ＣＣＤ３６の電子シャッタ速度と絞り４３の絞り
開口の大きさとを定め、露光量が撮影に適切な量となるように調節する。また、選択され
た撮影モードによっては、絞り４３の開口の大きさの変更が制限された状態で、ＡＥ／Ａ
ＷＢ検出回路３８による露光量の検出が行われる。
【００４２】
　ＡＦ検出回路３９は、ＤＳＰ３７から出力された画像データを用いて焦点調節を検出す
る。すなわち、ＡＦ検出回路３９は、画像データの撮影画面内に設定されたＡＦ検出領域
から高周波成分を抽出し、この高周波成分を積算したＡＦ評価値を出力する。ＣＰＵ５４
は、このＡＦ評価値が最大となるように、すなわち、ＡＦ検出領域内のコントラストが最
大となる合焦位置にフォーカスレンズ４４を移動させる。
【００４３】
　顔検出回路４１（顔検出手段）は、ＤＳＰ３７から出力された画像データを用いて、撮
影範囲内に人物の顔があるか否かを検出する。この顔検出回路４１は、目，鼻，口など特
徴部分の画像テンプレートと、得られた画像データとを比較して人物の顔を検出する、い
わゆるパターンマッチングによって行われるが、画像内の肌色画素を検出するなど、他の
周知の方法で人物の顔を検出しても良い。また、人物の顔の有無や、検出された顔の位置
，大きさ，個数などのデータは、顔データとしてＳＤＲＡＭ５８に記憶される。
【００４４】
　ＣＰＵ５４は、フラッシュＲＯＭ５６からデジタルカメラ１０の制御用プログラム５７
を読み出し、これを実行することで、デジタルカメラ１０の各部を統括的に制御する。
【００４５】
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　ＳＤＲＡＭ５８は作業用のメモリであり、画像データを一時的に記憶するとともに、Ｃ
ＰＵ５４によって実行されるデジタルカメラ１０の制御用プログラム５７などがロードさ
れる。また、ＳＤＲＡＭ５８内にはスルー画像を格納するＶＲＡＭ領域が確保されており
、このＶＲＡＭ領域に記憶されたスルー画像は、前述のフレームレートに合わせて随時更
新される。
【００４６】
　フラッシュＲＯＭ５６は、デジタルカメラ１０の制御用プログラム５７や、各種設定情
報などが格納されているメモリである。このフラッシュＲＯＭ５６に格納されている設定
情報としては、例えば、場面設定パラメータ６１がある。
【００４７】
　場面設定パラメータ６１は、撮影モードとしてシーンポジションモードが選択されたと
きにＣＰＵ５４によって参照され、撮影条件や撮影条件を自動的に検出する際の制限事項
など（以下、撮影条件等）を様々な撮影の場面に応じて予め定めたものである。この場面
設定パラメータ６１は、風景，夜景，花火といった各々のシーンポジションに適切な撮影
条件等を定めるばかりでなく、各シーンポジション下の撮影で想定される種々の場面に応
じて定められており、各シーンポジションに予め複数設けられている。すなわち、デジタ
ルカメラ１０には、具体的なシーンポジションが選択されたシーンポジションモード下に
、種々の場面に応じて撮影条件等を定めた制御モード（制御モード）が複数設けられてい
る。
【００４８】
　例えば、図４に示すように、各シーンポジションに複数の場面設定パラメータ６１が設
けられている。シーンポジションの「風景」に対しては、撮影範囲内に人物のいない風景
を撮影する場面６２ａで適切な撮影条件となる場面設定パラメータ６１ａと、撮影範囲内
に人物のいる風景を撮影する場面６２ｂで適切な撮影条件となる場面設定パラメータ６１
ｂとが設けられている。
場面設定パラメータ６１ａが参照されて撮影が実行されると、絞り４３の開口の大きさを
小さく絞った状態を優先して撮影に適切な露光量が自動的に決定される。また、フォーカ
スレンズ４４は適切な焦点調節を走査しつつ、望遠側から合焦位置に移動される。さらに
、撮影が実行される際には、ストロボ発光機１７の発光は禁止される。一方、場面設定パ
ラメータ６１ｂが参照されて撮影が実行されると、絞り４３の開口の大きさは大きく開か
れた状態を優先して撮影に適切な露光量が自動的に決定される。また、フォーカスレンズ
４４は、適切な焦点調節を走査しつつ、至近側から合焦位置に移動される。さらに、撮影
が実行される際に撮影光量が不足していればストロボ発光機１７は自動的に発光される。
【００４９】
　このように、撮影モードとしてシーンポジションを選択し、かつ具体的なシーンポジシ
ョンとして「風景」が選択された場合に、デジタルカメラ１０には、人物のいる風景の撮
影に適した撮影条件となる制御モード（人物在り制御モード）と人物のいない風景の撮影
に適した撮影条件となる場面別制御モード（人物無し制御モード）とが設けられている。
また、これら風景モード下の場面別制御モードは焦点調節や露光量などの撮影条件のひと
つを定めるものではなく、これらの撮影条件を総合的に定めるものである。
【００５０】
　また、例えば、シーンポジションの「夜景」に対しては、撮影範囲内に人物のいない夜
景を撮影する場面６２ｃに適切な撮影条件となる場面設定パラメータ６１ｃと、撮影範囲
内に人物のいる夜景を撮影する場面６２ｄに適切な撮影条件となる場面設定パラメータ６
１ｄとが設けられている。場面設定パラメータ６１ｃが参照されて撮影が実行されると、
絞り４３の開口の大きさは開放された状態を優先して撮影に適切な露光量が自動的に決定
される。また、フォーカスレンズ４４は、適切な焦点調節を走査しつつ、望遠側から合焦
位置に移動される。さらに、撮影が実行される際には、ストロボ発光機１７の発光は禁止
される。一方、場面設定パラメータ６１ｄが参照されて撮影が実行されると、絞り４３の
開口の大きさは開放状態を優先して撮影に適切な露光量が自動的に決定される。また、フ
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ォーカスレンズ４４は、適切な焦点調節を走査しつつ、至近側から合焦位置に移動される
。さらに、撮影が実行される際には、ストロボ発光機１７は撮影光量を補うとともに、赤
目を軽減するように発光される。
【００５１】
　したがって、シーンポジションとして「風景」が選択された場合と同様に、具体的なシ
ーンポジションとして「夜景」が選択された場合に対して、デジタルカメラ１０には、人
物のいる夜景の撮影に適した撮影条件となる制御モード（人物在り制御モード）と人物の
いない夜景の撮影に適した撮影条件となる場面別制御モード（人物無し制御モード）とが
設けられている。また、これら夜景モード下の場面別制御モードもまた焦点距離や露光量
などの撮影条件のひとつを定めるものではなく、これらの撮影条件を総合的に定めるもの
である。
【００５２】
　さらに、例えば、シーンポジションの「花火」についても、撮影範囲内に人物がいない
状態で花火を撮影する場面６２ｅに適切な撮影条件となる場面設定パラメータ６１ｅと、
撮影範囲内に人物がいる状態で花火を撮影する場面６２ｆに適切な撮影条件となる場面設
定パラメータ６１ｆとが設けられている。場面設定パラメータ６１ｅが参照されて撮影が
実行されると、絞り４３の開口の大きさが小さく絞られた状態を優先して撮影に適切な露
光量が自動的に決定される。また、フォーカスレンズ４４は望遠側に固定して配置される
。さらに、撮影が実行される際には、ストロボ発光機１７の発光は禁止される。一方、場
面設定パラメータ６１ｆが参照されて撮影が実行されると、絞り４３の開口の大きさは開
放状態を優先して撮影に適切な露光量が自動的に決定される。また、フォーカスレンズ４
４は、適切な焦点調節を走査しつつ、至近側から合焦位置に移動される。さらに、撮影が
実行される際には、ストロボ発光機１７は撮影光量を補うとともに、赤目を軽減するよう
に発光される。
【００５３】
　したがって、シーンポジションとして「風景」や「夜景」が選択された場合と同様に、
具体的なシーンポジションとして「花火」が選択された場合に対して、デジタルカメラ１
０には、撮影範囲内に人物がいる状態で花火を撮影する場合に適した撮影条件となる制御
モード（人物在り制御モード）と撮影範囲内に人物がいる状態で花火を撮影する場合に適
した撮影条件となる場面別制御モード（人物無し制御モード）とが設けられている。また
、これら花火モード下の場面別制御モードもまた焦点調節や露光量などの撮影条件のひと
つを定めるものではなく、これらの撮影条件を総合的に定めるものである。
【００５４】
　上述のように構成されるデジタルカメラ１０の作用について説明する。デジタルカメラ
１０は、シーンポジションモード下でオートブラケティング撮影機能がオンに設定されて
いると、１回の撮影操作に対して、選択されたシーンポジションに設けられた各場面に好
適な撮影条件で複数回の撮影を実行する。
【００５５】
　例えば、図５に示すように、撮影モードとしてシーンポジションモードが選択され、か
つ、具体的なシーンポジションとして「風景」が選択されたものとする（第１ステップ）
。
【００５６】
　そして、レリーズボタン３３が押圧操作（撮影操作）されると、撮影範囲内に人物のい
る風景（場面６２ｂ）に適切な撮影条件となるように、デジタルカメラ１０は場面設定パ
ラメータ６１ｂを参照する。この場面設定パラメータ６１ｂに基づいて各撮影条件は自動
的に調節され、撮影が実行される。すなわち、ＡＥ時には、絞り４３の開口の大きさは開
放状態を優先して自動的に露光量が調節される。また、ＡＦ時には、フォーカスレンズ４
４は至近側から移動され、撮影光量が不足していればストロボ発光機１７が発光される。
【００５７】
　さらに、この場面６２ｂを想定した１回目の撮影に続けて、撮影範囲内に人物のいない
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風景（場面６２ａ）に適切な撮影条件となるように、デジタルカメラ１０は、場面設定パ
ラメータ６１ａを参照して各種撮影条件を自動的に調節し、被写体の画像を取得する。す
なわち、ＡＥ時には、絞り４３の開口の大きさが小さく絞られた状態を優先して自動的に
露光量は調節される。また、ＡＦ時には、フォーカスレンズ４４は望遠側から走査され、
ストロボ発光機１７は発光されない。
【００５８】
　こうしてデジタルカメラ１０は、１回のレリーズボタン３３の押圧操作に対して、選択
されたシーンポジション「風景」に設けられた各場面に適切となるように、自動的に撮影
条件を調節してオートブラケティング撮影を行う（第２ステップ）。
【００５９】
　このように、選択されたシーンポジションで撮影することが想定される複数の場面の各
々に適切な撮影条件等を予め定めておき、１回の撮影操作に対して、選択されたシーンポ
ジションに属する各場面に適切な撮影条件等でオートブラケティング撮影（以下、場面ブ
ラケティング撮影）を行うと、煩雑な設定などを必要とせずに、適切な撮影条件で撮影し
た像を容易に得ることができる。
【００６０】
　露光量，焦点調節，ホワイトバランス，ＩＳＯ感度など様々な撮影条件のうち何れかを
変更して行うオートブラケティング撮影では、変更されない撮影条件については適切な撮
影条件になっているとは限らない。このようなブラケティングで変更されない撮影条件を
撮影の度に適切に調節することは煩雑であり、容易なことではなく、オートブラケティン
グ撮影によって得られた複数の画像の中に種々の撮影条件が適切な状態で撮影された画像
が含まれているとは限らない。
【００６１】
　これに対して、デジタルカメラ１０が行う場面ブラケティング撮影は、個々の撮影条件
ではなく、撮影条件を自動的かつ総合的に変更，調節するオートブラケティング撮影であ
るから、撮影した複数の画像の中に適切な撮影条件で撮影された画像が含まれる。
【００６２】
　また、種々の撮影条件のうちいくつかを変えてオートブラケティング撮影する場合には
、撮影条件の変更する量などを予め設定しなければならず、煩雑である。さらには、変更
する撮影条件を増やすほど、同時に撮影する回数を増やさなければならない。
【００６３】
　これに対して、デジタルカメラ１０が行う場面ブラケティング撮影は、選択されたシー
ンポジションで撮影する可能性のある場面ごとに場面設定パラメータを設けてあり、これ
らの場面にそれぞれ適切な撮影条件でオートブラケティング撮影を行うものであるから、
複雑な設定が不要なばかりか、同時に撮影する回数も少なく、かつ、選択したシーンポジ
ションに相応しい画像が容易に得られる。
【００６４】
　さらに、こうした場面ブラケティング撮影を行うことで、選択するシーンポジションが
実際の状況に合ったものであるか否かなど詳細な撮影の状況を考慮してシーンポジション
を選ぶ必要がなく、デジタルカメラ１０の直感的な操作を可能とし、利便性を向上させる
ことができる。例えば、シーンポジションとして「風景」と「人物」とが設けられている
ときに、ある風景を背景に人物を撮影する場合には、どちらのシーンポジションを選択す
れば最適な撮影が行えるかは、容易には判別できない。また、風景を撮影する際に撮影範
囲内に人物が写り込む場合も同様である。
【００６５】
　デジタルカメラ１０は、シーンポジションとして風景を選択した場合であっても、撮影
範囲内に人物のいる風景と撮影範囲内に人物のいない風景とにそれぞれ適した撮影条件で
場面ブラケティング撮影を行う。したがって、シーンポジションとして風景を選択した場
合には、単に風景を適切に撮影するだけでなく、撮影範囲内に人物のいる風景をも適切に
撮影することができる。こうして、深く考えずにシーンポジションを選択した場合であっ
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ても、各場面設定パラメータで撮影された画像を比較すれば、容易に望む画像を得ること
ができる。
【００６６】
　なお、上述のように、デジタルカメラ１０は１回の撮影操作に応じて自動的に場面ブラ
ケティング撮影を行うが、これに限らず、人物の顔の有無によって場面ブラケティング撮
影を行うか否かを決定しても良い。
【００６７】
　例えば、図６に示すように、シーンポジションとして風景が選択されているとする。こ
のとき、レリーズボタン３３が押圧操作されると、撮影範囲内にある人物の顔の検出が行
われる。そして、この人物の顔の検出結果に応じて場面ブラケティングを行うか否かを切
り替える。すなわち、撮影範囲内に人物の顔が検出された場合には、撮影範囲内に人物の
いる風景（場面６２ｂ）に適切な撮影条件となるように、デジタルカメラ１０は場面設定
パラメータ６１ｂを参照して各種撮影条件を自動的に調節し、撮影を行う。そして、この
１回目の撮影に続けて、撮影範囲内に人物のいない風景（場面６２ａ）に適切な撮影条件
となるように、デジタルカメラ１０は場面設定パラメータ６１ａを参照して各種撮影条件
を自動的に調節し、撮影を行う。
【００６８】
　一方、レリーズボタン３３が押圧操作されたときに、撮影範囲内に人物の顔が検出され
なければ、選択されたシーンポジションに応じて、撮影範囲内に人物のいない風景の撮影
に適した撮影条件となるように、デジタルカメラ１０は場面設定パラメータ６１ａを参照
して各種撮影条件を自動的に調節し、１回の撮影を行う。
【００６９】
　このように、撮影範囲内に人物がいるか否かを判別し、これに応じた場面ブラケティン
グ撮影を行うことで、シーンポジションで大まかな撮影状況を選択しさえすれば実際の撮
影状況の変化にも柔軟に対応し、容易に意図した画像を得ることができる。
【００７０】
　なお、人物の顔の有無によって場面ブラケティング撮影を行うか否かを変更するだけで
なく、撮影範囲内に検出した人物の顔の数，位置，大きさなど顔検出回路４１によって得
られる他の要素に基づいて場面ブラケティング撮影を行うか否かを変更しても良い。こう
した顔検出で得られる他の要素を加味することで、より精度良く場面ブラケティング撮影
の必要性を自動判別することができる。
【００７１】
　また、上述の例では、撮影範囲内に人物の顔が検出された場合に場面ブラケティング撮
影を行う例を示すが、これに限らず、撮影範囲内に人物の顔が検出されない場合に場面ブ
ラケティング撮影を行うようにしても良い。すなわち、撮影範囲内に人物がいるか否かに
応じて場面ブラケティング撮影を行うか否かを変更すればよい。
【００７２】
　また、上述のように場面ブラケティング撮影の要否を自動的に切り替える替わりに、こ
れを切り替える専用の操作部を設けても良い。例えば、図７に示すように、デジタルカメ
ラ７１は、レリーズボタン３３などのデジタルカメラ１０と共通する各部材に加えて、人
物優先ボタン７２（切替手段）が設けられている。この人物優先ボタン７２は、場面ブラ
ケティング撮影を行うか否かを撮影時に切り替えるボタンである。また、人物優先ボタン
７２は、押圧操作されているときにオンとなり、押圧操作されていない通常時はオフとな
っている。
【００７３】
　例えば、図８に示すように、シーンポジションとして風景が選択されているとする。こ
のとき、レリーズボタン３３が押圧操作されると、デジタルカメラ７１は人物優先ボタン
７２が押圧されているか否かを検知する。レリーズボタン３３が押圧操作されたときに、
人物優先ボタン７２が押圧されていないことが検知されれば、前述のような場面ブラケテ
ィング撮影は行わない。すなわち、選択されたシーンポジションに応じて、撮影範囲内に
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人物のいない風景に適切な撮影条件となるように、デジタルカメラ７１は場面設定パラメ
ータ６１ａを参照して各種撮影条件を自動的に調節し、撮影を行う。
【００７４】
　一方、レリーズボタン３３が押圧操作されたときに、人物優先ボタン７２が押圧されて
いることが検知されると、デジタルカメラ７１は撮影範囲内の人物の顔を検出する。この
とき、撮影範囲内に人物の顔が検出されなければ、人物優先ボタン７２が押圧されていな
い場合と同様に、デジタルカメラ７１は場面ブラケティング撮影を行わない。すなわち、
選択されたシーンポジションに応じて、撮影範囲内に人物のいない風景に適切な撮影条件
となるように、デジタルカメラ７１は場面設定パラメータ６１ａを参照して各種撮影条件
を自動的に調節し、撮影を行う。
【００７５】
　一方、撮影範囲内に人物の顔が検出された場合には、デジタルカメラ７１は場面ブラケ
ティング撮影を行う。すなわち、撮影範囲内に人物のいる風景に適した撮影条件となるよ
うに、デジタルカメラ７１は場面設定パラメータ６１ｂを参照して各種撮影条件を自動的
に調節し、撮影を行う。そして、この１回目の撮影に続けて、撮影範囲内に人物のいない
風景に適切な撮影条件となるように、デジタルカメラ１０は場面設定パラメータ６１ａを
参照して各種撮影条件を自動的に調節し、２回目の撮影を行う。
【００７６】
　このように、場面ブラケティング撮影の要否を切り替える人物優先ボタン７２を設ける
ことで、選択するシーンポジションや撮影モード自体、あるいはブラケティング撮影機能
の使用，不使用などの設定を予め変更する必要がない。したがって、選択されたシーンポ
ジション下で、各撮影ごとに場面ブラケティング撮影を行うか否かを容易に選択でき、利
便性が向上する。
【００７７】
　なお、上述の実施形態では、各シーンポジションに設けられた場面は撮影範囲内に人物
がいるか否かに応じて各々異なるが、これに限らない。例えば、シーンポジションの「人
物」は、人物が撮影されることが前提であるから、被写体の人物の置かれた環境に応じて
場面及び場面設定パラメータを設けることが好ましい。同様に、シーンポジションの「結
婚式」もまた人物が撮影されることが略前提となっているシーンポジションであるから、
人物の有無とは別の基準で場面が設定されていることが好ましい。
【００７８】
　例えば、シーンポジションの結婚式に対しては、ロウソクの光などで撮影を行うキャン
ドル、背景に明るい光源がある場合に撮影を行うチャペル、薄暗い広間で撮影を行うホー
ルなどの場面を設ける。また、これらの各場面に対して場面設定パラメータを定めておく
。そして、図９に示すように、シーンポジションとして結婚式を選択して撮影を行う場合
には、１回のレリーズボタン３３の押圧操作に対して、キャンドル，チャペル，ホールな
ど各場面に応じて適切な撮影条件となるように自動的に調節し、場面ブラケティング撮影
を行う。
【００７９】
　このように、各シーンポジションに設ける場面は、撮影範囲内の人物の有無に応じた場
面だけでなく、他の様々な場面を設けることで、選択したシーンポジションに応じて適切
な画像をより容易に得ることができる。
【００８０】
　また、このような撮影範囲内の人物の有無とは異なる基準の各場面を設けられたシーン
ポジションを選択された場合であっても、現実の撮影状況や場面に柔軟に対応するために
、前述のように顔検出の検出結果に応じた場面ブラケティング撮影を行うことが好ましい
。例えば、シーンポジションとして人物の撮影が略前提となっているシーンポジションが
選択されている場合であっても、撮影範囲内に人物の顔が検出されないときには、風景な
どの撮影に適した撮影条件となる種々の撮影条件パラメータで場面ブラケティング撮影を
行うようにしても良い。
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【００８１】
　なお、上述の実施形態では各シーンポジションに対して２又は３の場面を予め設けてあ
るが、これに限らず、各シーンポジションにさらに多数の場面を予め設けても良い。また
、上述の実施形態では、場面ブラケティング撮影を行う際に、各シーンポジションに設け
られた全ての場面に対応する撮影を行うが、これに限らず、３以上の場面を設けられたシ
ーンポジションについては２以上の場面に対応する撮影を行えばよい。
【００８２】
　なお、上述の実施形態では、場面設定パラメータ６１の例として、露光量パラメータ、
フォーカスパラメータ、発光量パラメータなどの組み合わせる例を示すが、これに限らず
、ホワイトバランス、ＩＳＯ感度といった他の撮影条件に関するパラメータをも同時に予
め定めておくことが好ましい。また、シーンポジションについても上述の実施形態で例示
するものに限らない。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】デジタルカメラの前面の外観を示す斜視図である。
【図２】デジタルカメラの背面の外観を示す斜視図である。
【図３】デジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図４】各シーンポジションごとに設けられた場面と場面設定パラメータの例を示す説明
図である。
【図５】デジタルカメラの作用を示すフローチャートである。
【図６】顔検出の結果に応じて場面ブラケティング撮影が行われる様子を示すフローチャ
ートである。
【図７】人物優先ボタンが設けられたデジタルカメラの外観を示す斜視図である。
【図８】人物優先ボタンのあるデジタルカメラの作用を示すフローチャートである。
【図９】人物の有無以外の基準で設けられた場面について場面ブラケティング撮影を行う
例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８４】
　１０，７１　デジタルカメラ（撮影装置）
　１６　撮影レンズ
　１７　ストロボ発光機
　３８　ＡＥ／ＡＷＢ検出回路
　３９　ＡＦ検出回路
　４１　顔検出回路（顔検出手段）
　６１　場面設定パラメータ
　６２　場面
　７２　人物優先ボタン
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