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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
撮像素子と、
　半押し状態と深押し状態で異なる動作指示信号を発生するシャッターキーと、
　前記シャッターキーが半押し状態と深押し状態のいずれの状態でもないときに前記撮像
素子からモニター画像を取得するモニタリング画像取得部と、
　前記シャッターキーが半押し状態であるときに前記撮像素子からオートフォーカス制御
のロック時のロック画像を取得するシャッター半押し画像取得部と、
　前記シャッターキーが深押し状態であるときに前記撮像素子からキャプチャー画像を取
得するキャプチャー画像取得部と、
　前記モニター画像と前記ロック画像と前記キャプチャー画像を比較する画像比較部と、
　前記画像比較部の比較結果に基づいてピントボケ状態であるか否かを判定するピントボ
ケ判定部と、
　前記ピントボケ判定部の判定結果に基づいて、前記キャプチャー画像取得部から得た前
記画像データのうち、ピントがずれている場合にはピントが合っている被写体の領域とピ
ントが合っていない被写体の領域とで異なる表示形態のピントボケ表示信号を発生し、手
ブレが生じている場合には手ブレの影響を受けた被写体の領域を覆う表示形態のピントボ
ケ表示信号を発生するピントボケ表示信号発生部と
を備える撮像装置。
【請求項２】
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撮像素子から得られるモニタリング時のモニター画像と、前記モニター画像から算出した
第一の鮮鋭度データをメモリに保持するステップと、
　シャッターキーが半押しされたことに呼応してオートフォーカス制御をロックした後、
前記撮像素子から得られるロック画像と、前記ロック画像から算出した第二の鮮鋭度デー
タを前記メモリに保持するステップと、
　前記第一の鮮鋭度データ及び前記第二の鮮鋭度データを比較して、前記第一の鮮鋭度デ
ータ及び前記第二の鮮鋭度データの山の位置が同じか否かを判断するステップと、
　前記第一の鮮鋭度データ及び前記第二の鮮鋭度データの山の位置が同じと判断した場合
で、且つ前記モニタリング時のピントが合っていて、且つ前記第一の鮮鋭度データの山の
大きさが前記第二の鮮鋭度データの山の大きさに満たないと判断した場合に、エラー情報
を付加するステップと、
　前記第一の鮮鋭度データ及び前記第二の鮮鋭度データの山の位置が同じと判断した場合
で、且つ前記モニタリング時のピントが合っておらず、且つ前記第一の鮮鋭度データの山
の大きさが前記第二の鮮鋭度データの山の大きさ以下であると判断した場合に、エラー情
報を付加するステップと、
　前記第一の鮮鋭度データ及び前記第二の鮮鋭度データの山の位置が異ったと判断した場
合に、エラー情報を付加するステップと、
　前記シャッターキーが深押しされたことに呼応して前記撮像素子から得られるキャプチ
ャー画像と、前記キャプチャー画像から算出した第三の鮮鋭度データを前記メモリに保持
するステップと、
　前記第二の鮮鋭度データ及び前記第三の鮮鋭度データを比較して、前記第二の鮮鋭度デ
ータ及び前記第三の鮮鋭度データの山の大きさが異なると判断した場合に、エラー情報を
付加するステップと、
　前記エラー情報が付加されている場合には操作者に対して警告を発し、前記キャプチャ
ー画像を記録部に記録するか否かを問い合わせるステップと、
　前記エラー情報が付加されていない場合、又は前記警告に対して前記操作者による記録
の指示を確認した場合に前記キャプチャー画像を記録部に記録するステップと
を含む撮像方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、デジタルカメラに適用して好適な撮影前にピントボケを検出する撮
像装置及び撮像方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラのような電子カメラ装置では、撮影時の画像を確認することができるモ
ニター用の表示装置を備えている。このようなデジタルカメラにおいて取り込まれる被写
体の画像はＣＣＤ（Charge Coupled Device）等による撮像素子によって光電変換、信号
変換及び信号処理等が施された後に、表示装置に被写体のモニター画像（いわゆるスルー
画像）として表示される。このモニター画像を見ながら、使用者が所望のタイミングでシ
ャッターを押すと撮影がなされ、信号処理後の被写体の撮影画像は記録画像のデータとし
て記憶媒体に記録され、保存される。また、記録媒体に記録され、保存された記録画像の
情報を読み出して液晶ディスプレイ等の表示装置上に再生して表示したり外部装置に出力
することもできる。
【０００３】
　このようなデジタルカメラでは、通常、表示装置に表示されるモニター画像の解像度は
記録媒体に保存される記録画像の解像度より低いので、記録画像より鮮明度が低い画像と
して表示装置に表示される。市販のデジタルカメラのある機種を例にとると、記録画像の
解像度は640x480であり、モニター画像の解像度は220x279となっている。このため、使用
者がシャッターを押した際に、手ぶれやフォーカスが合わしきれていないこと等によって
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撮影した画像がピンボケになっていても、その時点では撮像装置上の液晶ディスプレイな
どに表示される画像からは判断できないという問題があった。
【０００４】
　この問題を解決するものとして、撮影した画像を再生する際に画像の一部を拡大表示で
きる機能を備えたデジタルカメラがある。このようなデジタルカメラを用いた場合には使
用者は撮影した画像の一部を拡大して、ピントの確認をすることができる。しかし、この
場合には記録モードで撮影を行い、撮影が終わったら再生モードに切り換えてその記録画
像を再生及び拡大してピントを確認し、ピントボケがあれば再び記録モードに切り換えて
撮影し直すという手順を踏む必要があり、撮影者にとって操作が煩雑かつ面倒であるとい
う問題が残っている。そこで、取り込んだモニター画像のフォーカス位置に相当する画像
部分の一部を拡大してピントを確認しながら撮影し、撮影した画像を拡大して表示するこ
とができる電子カメラが提案されている（例えば、特許文献１を参照。）。
【特許文献１】特開平11－196301号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示されている電子カメラでは、上述したように、拡大表示され
た低い解像度の画像部分に基づいて、ピントが合っているか否かを撮影者が判断しなけれ
ばならず、ピントボケの判断は困難であった。また、ピントが合っていない場合には撮影
し直さなければならないため、撮影機会を逃してしまうという不都合があった。
　そこで、本発明は、ピントがあっているか否かについての撮影者の判断を必要とせずに
、フォーカス制御前後の複数の撮像画像に対して自動的に撮影した画像のピントの状態を
撮影者に知らせ、さらに撮影される画像を確認する際にピントボケの領域を示してくれる
撮像装置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】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の撮像装置は、撮像素子と、半押し状態と深押し状
態で異なる動作指示信号を発生するシャッターキーと、シャッターキーが半押し状態と深
押し状態のいずれの状態でもないときに撮像素子からモニター画像を取得するモニタリン
グ画像取得部と、シャッターキーが半押し状態であるときに撮像素子からオートフォーカ
ス制御のロック時のロック画像を取得するシャッター半押し画像取得部と、シャッターキ
ーが深押し状態であるときに撮像素子からキャプチャー画像を取得するキャプチャー画像
取得部と、モニター画像とロック画像とキャプチャー画像を比較する画像比較部と、画像
比較部の比較結果に基づいてピントボケ状態であるか否かを判定するピントボケ判定部と
、ピントボケ判定部の判定結果に基づいて、キャプチャー画像取得部から得た画像データ
のうち、ピントがずれている場合にはピントが合っている被写体の領域とピントが合って
いない被写体の領域とで異なる表示形態のピントボケ表示信号を発生し、手ブレが生じて
いる場合には手ブレの影響を受けた被写体の領域を覆う表示形態のピントボケ表示信号を
発生するピントボケ表示信号発生部とを備える。
【０００７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の撮像方法は、撮像素子から得られるモニタ
リング時のモニター画像と、モニター画像から算出した第一の鮮鋭度データをメモリに保
持するステップと、シャッターキーが半押しされたことに呼応してオートフォーカス制御
をロックした後、撮像素子から得られるロック画像と、ロック画像から算出した第二の鮮
鋭度データをメモリに保持するステップと、第一の鮮鋭度データ及び第二の鮮鋭度データ
を比較して、第一の鮮鋭度データ及び第二の鮮鋭度データの山の位置が同じか否かを判断
するステップと、第一の鮮鋭度データ及び第二の鮮鋭度データの山の位置が同じと判断し
た場合で、且つモニタリング時のピントが合っていて、且つ第一の鮮鋭度データの山の大
きさが第二の鮮鋭度データの山の大きさに満たないと判断した場合に、エラー情報を付加
するステップと、第一の鮮鋭度データ及び第二の鮮鋭度データの山の位置が同じと判断し
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た場合で、且つモニタリング時のピントが合っておらず、且つ第一の鮮鋭度データの山の
大きさが第二の鮮鋭度データの山の大きさ以下であると判断した場合に、エラー情報を付
加するステップと、第一の鮮鋭度データ及び第二の鮮鋭度データの山の位置が異ったと判
断した場合に、エラー情報を付加するステップと、シャッターキーが深押しされたことに
呼応して撮像素子から得られるキャプチャー画像と、キャプチャー画像から算出した第三
の鮮鋭度データをメモリに保持するステップと、第二の鮮鋭度データ及び第三の鮮鋭度デ
ータを比較して、第二の鮮鋭度データ及び第三の鮮鋭度データの山の大きさが異なると判
断した場合に、エラー情報を付加するステップと、エラー情報が付加されている場合には
操作者に対して警告を発し、キャプチャー画像を記録部に記録するか否かを問い合わせる
ステップと、エラー情報が付加されていない場合、又は警告に対して操作者による記録の
指示を確認した場合にキャプチャー画像を記録部に記録するステップとを含む。
【０００９】
　フォーカス制御に関連する複数の撮像画像としては、フォーカス制御の前において表示
手段上に表示される画像、フォーカス制御の後において表示手段上に表示される画像及び
記録手段により記録媒体に記録する前に表示手段上に表示される画像が用いられる。これ
らの複数の画像を用いることにより、撮影した画像を拡大して確認することなく、これら
の画像のうちどの画像が撮影者の意図する被写体にピントが合っているかどうかがわかる
。ピントずれの可能性があるときは、撮影者に警告としてメッセージまたは音などで知ら
せ、実際にピントボケが生じている領域を示すことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、従来、撮影の際に撮像装置上の表示部では確認が難しかったようなピ
ントボケ画像も撮像装置側で自動的に判断され領域を示して表示されるために、撮影者は
容易にピンボケ状態がわかり、より良好な画像を選択するなどの指示をすることができる
。また、記録媒体に記録する画像以外のフォーカス制御の前における表示手段上に表示さ
れる画像、フォーカス制御の後における表示手段上に表示される画像も取得されているの
で、これらを利用して補間することも可能である。本発明により、確実にピントのあった
被写体の写真が撮れるので撮像装置の操作になれていない初心者や年少者も容易に取り扱
うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、本発明の実施の形態について適宜図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の実施の形態による撮像装置の一実施例としての構成を示すブロック図
である。図１に示すように、この撮像装置は主として光学系ブロックと制御系ブロックで
構成される。光学系ブロックは、撮影レンズ１と、オートフォーカス（ＡＦ）レンズを有
するＡＦ制御部２と、ＡＦ制御部２のモーターを駆動するモーター駆動回路８と、ＣＣＤ
などの固体撮像素子３とを備えている。制御系ブロックは、信号処理回路４と、内部メモ
リ５と、液晶パネルなどの表示部６と、撮影されたデータを記録媒体１２に記録する記録
部７と、高周波成分から抽出した合焦のための評価値を処理するための評価値処理回路９
と、ピントボケがある時に撮影者にメッセージまたは音などで知らせる警告部１１と、半
押しでオートフォーカス制御のロックを指示して深押しで撮影動作を指示するシャッター
キー１３と、これらを制御するＣＰＵ（Central Processing Unit）１０とから構成され
ている。
【００１２】
　通常、電源スイッチがオンされると、図示しない電源部から電源電圧が供給され、モニ
ター画像を表示する表示部６がモニタリング状態になる。そして、被写体からの反射光は
撮影レンズ1を介してオートフォーカスレンズ２で合焦されＣＣＤなどの固体撮像素子３
の受光面に画像として結像される。この受光面に結像された画像は、その画像を形成する
反射光の光量に応じた量の信号電荷に変換され、液晶パネルなどの表示部６に表示される
。



(5) JP 4352916 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

【００１３】
　このとき、入射された画像を形成する反射光のデータは一旦内部メモリ５に保存され、
この保存されたデータの高周波成分が評価値処理回路９に供給されて、合焦のための評価
値が形成され、ＣＰＵ１０に送られる。ＣＰＵ１０は、評価値処理回路９から供給される
データに基づいてＡＦ制御部２によりオートフォーカスレンズが合焦になるようにモータ
ー駆動回路８を逐次制御する。このオートフォーカス制御は、シャッターキー１３の半押
し操作時に実行される。
【００１４】
　図2に、ＡＦ制御部の構成例を示す。図２において、撮像された画像は、ＣＣＤなどの
固体撮像素子３により光電変換され、ＣＤＳ（Correlated Double Sampling Circuit:相
関二重サンプリング回路）２１、ＡＧＣ（Automatic Gain Control）２２及びＡＤ(Analo
g to Digital)変換部２３により信号変換処理が施される。その後、信号処理部２４にお
いて、ＣＰＵ１０からの検出範囲の選定Ｃ１に基づいて画像の高周波成分が抽出され、Ａ
Ｆ検波回路２５に送られる。ＡＦ検波回路２５は、この入力された高周波成分を１フィー
ルド期間積分し、ＣＰＵ１０はこの積分値が最大となるようにモーター駆動回路８に制御
信号Ｃ２を供給して、オートフォーカスレンズ２７を移動させるモーター２６を制御する
。
【００１５】
　図1に示す内部メモリ５には、上記オートフォーカス制御時のモニター画像の鮮鋭度デ
ータも一時的に保存される。そして、このオートフォーカス制御状態においても表示部６
にモニター画像が表示される。この状態からシャッターキー１３の半押し操作がなされ、
オートフォーカス制御のロックが指示されると、図２に示したオートフォーカス制御方式
などによって画像は比較的容易に合焦する。この時、先のシャッターキー１３の半押し直
前のモニター画像の鮮鋭度データを保持したまま、さらにロック時の鮮鋭度データを保持
するようにする。このモニタリング状態及びロック状態のモニター画像も表示部６に表示
され、この後、シャッターキー１３が深押しされると画像データがキャプチャーされる状
態となって内部メモリ５に保存される。このキャプチャー状態も表示部６にモニター画像
として表示されるとともに、この実際にキャプチャーされた画像の高周波成分からも同様
に鮮鋭度データが算出される。
【００１６】
　上述した３つの画像の鮮鋭度データ、すなわち、モニター画像、ロック画像及びキャプ
チャー画像の鮮鋭度データが評価値処理回路９に供給され演算処理が行われる。そして、
ＣＰＵ１０は、この演算処理結果に基づいて手ブレやピントボケを判断し、ピントボケを
起こしている可能性がある時は警告部１１を介して撮影者に知らせるとともに、撮影者に
対して記録媒体１２に記録するかどうかの問合せを行うようにしている。
【００１７】
　図３は、ピントボケ検出に関するＣＰＵの機能ブロック図であるが、ここではＣＰＵ以
外のメモリ５及び評価値処理回路9を含む機能ブロックも示している。図３において、モ
ニタリング画像取得部３１は、撮影直前のフォーカス制御の前における表示部６に表示さ
れるモニタリング時のモニター画像を取得する機能ブロック、シャッター半押し画像取得
部３２は、フォーカス制御の後におけるオートフォーカス制御のロック時のロック画像を
取得する機能ブロックである。また、画像取得部３３は、内部メモリ５に撮像画像のデー
タが保存されるキャプチャー時のキャプチャー画像を取得する機能ブロックである。
【００１８】
　画像比較部３４は、モニター画像、ロック画像及びキャプチャー画像のフォーカス位置
のフォーカス状態を比較する機能ブロックであり、ピントボケ判定部３５は、画像比較部
３４により比較されたモニター画像、ロック画像及びキャプチャー画像のうちフォーカス
が合っていない撮像画像を判定する機能ブロックである。ピントボケ表示信号発生部３６
は、ピントボケ判定部３５によりフォーカスが合っていないと判定された撮像画像に対し
て表示部６にエラー領域の表示をするための信号を発生する機能ブロックである。
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【００１９】
　また、画像保存部３７は、画像比較部３４により比較されたモニター画像、ロック画像
及びキャプチャー画像を保存する機能ブロックであり、画像補間部３８は、画像保存部３
７に保存された画像のうちピントボケ判定部３５によりフォーカスが合っていないと判定
された撮像画像に対して非合焦結果に基づいて補間を行う機能ブロックである。そして、
最良画像選択部３９は、ピントボケ判定部３５によりフォーカスが合っていないと判定さ
れた撮像画像を、その非合焦の判定結果に基づいて画像保存部３７に保存された画像の中
からより合焦に近い他の良画像に替える選択を行う機能ブロックである。
【００２０】
　図３に示すように、ピントボケ判定部３５により先の３つの画像情報を用いて評価値の
差分が演算されることにより、キャプチャーした画像のピントボケ画像部分が判定される
。このとき、ピントボケ表示信号発生部３６が、発生したエラー領域の表示信号により表
示部６のプレビュー画面上で、ピントボケが発生している部分を他の領域と異なる色のマ
ーキングを付加して表示し、警告部１１を介して撮影者にピントボケ警告を促すようにし
ている。このように、撮影したい対象物にピントボケが発生している場合は、その部分が
マーキングされるので、撮影者は容易にその部分を知ることができる。また、撮影者は、
ピントボケが発生している部分が容易にわかるため、撮影者が意図してないところのボケ
や、旗などの常に動いているもののボケなどの場合に、十分に適確に対応することができ
る。
【００２１】
　図４は、ピントボケ表示信号発生部の信号生成を示す図である。図４において、ピント
ボケ判定部３５によりフォーカスが合っていない部分又はフォーカスが合っている部分が
あると判定された撮像画像４１に対して、図３に示すピントボケ表示信号発生部３６は、
エラー領域を示す赤色又は合焦領域を示す青色の表示信号４２を発生して図１の表示部６
に送り、撮像画像４１に赤色又は青色の表示信号４２を加算して表示部６で表示する。
【００２２】
　図５は評価処理の原理を示す図であり、図５Ａは全画面ＡＦ検波時、図５Ｂはモニタリ
ング時、図５Ｃはシャッター半押し（ロック）時、図５Ｄはキャプチャー時である。図６
は評価処理の組み合わせによる判定を示す図であり、図６Ａはモニタリング時、図６Ｂは
シャッター半押し（ロック）時、図６Ｃはキャプチャー時である。
【００２３】
　図５Ａは全画面ＡＦ検波時におけるＡＦ検波領域のある検波枠の１ラインの画像５１を
示し、縦軸は画像から得られる評価値（鮮鋭度）、横軸は画像の奥行き位置を表している
。先ず、図５Ａの全画面ＡＦ検波時に示すように一般に一つの画像の中に複数の鮮鋭度の
山（I）、（II）、（III）がある。
【００２４】
　図５Ｂに示すモニタリング時には、この複数の山の中からもっとも鮮鋭度の高い山（II
）１つにフォーカスは合わされる。このモニタリング時を考えた場合、２つの状況が考え
られる。すなわち、１つは(a)に示すようにモニタリング時、山は高くほぼピントが合っ
ている合焦状態であり、もう一つは(b)のような山が低くピントが合ってない非合焦状態
である。
【００２５】
　この状態において、図1に示したシャッターキー１１が半押しされると図５Ｃに示すオ
ートフォーカス制御のロック時に移行し、上述したようにオートフォーカス制御方式など
によってオートフォーカスレンズ２７（図２参照）がフォーカス位置で固定される。この
時、考えられる状況としては、(c)のような先の(a)と同じ山でほぼ同等の鮮鋭度の合焦状
態と、(d)のようなモニタリング時の(a) (b)と同じ山で鮮鋭度が高くなる方向（矢印で示
す山が大きくなる方向）、すなわちピントが合う方向に進む合焦移行状態と、(e)のよう
な(d)とは逆に山が小さくなり鮮鋭度が落ちて（矢印で示す山が小さくなる方向）ピント
がずれる方向に進む非合焦移行状態と、(f)のようなフォーカスを合わせる山が（II）の
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山（点線）から別の（III）の山に移動する状態、すなわち撮影者が撮りたいものではな
い被写体にピントが合ってしまう状態がある。
【００２６】
　次に、図５Ｄに太い実線で示すように、実際に画像をキャプチャーした時に考えられる
ものとしては、(g)のようにロック時にピントが合った状態のままキャプチャーされた合
焦状態と、それ以外の(h)のように何らかの理由によって太線が変化（下がれば手ぶれや
ピントボケ、上がれば偶然、高輝度のものが入ったなど）して鮮鋭度が変化する状態があ
る。このようにピントボケにはさまざまな原因が考えられ、実際はこれらのさまざまな要
因の組み合わせの中からピントボケの要因が判断されている。
【００２７】
　図６は、ピントボケの判断を、さまざまな要因を持つツリー状の組み合わせで表現した
ものであり、○印は成功を示し×印はピントボケの可能性があることを示している。先ず
図６Ａに示すモニタリング時で(a)のピントが合っている合焦状態の時に、次の図６Ｂに
示すようにロック時に(e)の山が小さくなる場合、あるいは、(f)のように他の山に移動し
ている状態になった場合には、この後、撮影された写真はピントボケ状態になっている可
能性が高い。これらの場合は、×印６５あるいは×印６６に示すようにピントボケとなる
ので、警告部１１（図１参照）を介して撮影者に警告する。また図６Ｂの(c)のようにピ
ントの合っている合焦状態のまま、あるいは(d)のように同じ山でさらにピントが合った
合焦移行状態に移行するものについては、次の図６Ｃに示すキャプチャー時で(g)の状態
、すなわち図６Ｂに示すロック時のピントがあった状態の時のみ○印６１、６３のように
ピントボケがなくなる。しかし、図６Ｃ(h)のようにキャプチャーされた画像の鮮鋭度が
変化した場合は、ピントボケになっている可能性があり、×印６２、６４となるので、警
告部１１を介して撮影者に警告が発せられる。
【００２８】
　次に図６Ａに示すモニタリング時で(b)のようにピントが合ってない場合について説明
する。(a)と異なるのは、図６Ｂに示すロック時の(c)の鮮鋭度の山が図６Ａに示すモニタ
リング時と同じ時は、×印６７に示すようにピントボケとなり、撮影者に警告部１１（図
１参照）を介して警告するという点である。このように、撮影後にピントボケの可能性の
あるものを特定することができ、撮影者にその旨警告することができる。そしてピントボ
ケと判断されたものは、先の３つの画像情報を用いて後述する図８に示すようなマーキン
グ処理が行われるので、ピントボケを修正することができる。
【００２９】
　図７は、本発明の実施の形態の動作を示すフローチャートである。まず、スタートはモ
ニタリング時を表し、それと同時にその時の鮮鋭度のデータを図１のメモリ５に保持して
いる。次にシャッターキー半押しによってオートフォーカス制御がロックされると、ロッ
ク時の鮮鋭度のデータがＣＣＤ３から信号処理回路４に出力される（ステップＳ１）。次
に、モニタリング時とロック時のデータに基づいて鮮鋭度の山の位置が、同じか否かが判
断される（ステップＳ２）。ここで鮮鋭度の山の位置が異なれば、撮影者の意図するもの
じゃないものにピントが合ってしまったということになってエラー情報が付加される（ス
テップＳ５）。
【００３０】
　判断ステップＳ２において、鮮鋭度の山の位置が同じと判断された場合は、その山の大
きさの大小関係が判断される（ステップＳ３、Ｓ４）。すなわち、モニタリング時のピン
トが合っている場合（図６の（a））は、モニタリング時の鮮鋭度の山の大きさがロック
時の鮮鋭度の山の大きさと同じか又は大きくなっているかどうかが判断される（ステップ
Ｓ３）。そして、判断ステップＳ３において、モニタリング時の鮮鋭度の山の大きさがロ
ック時の鮮鋭度の山の大きさより小さいと判断された場合は、エラー情報が付加される（
ステップＳ５）。また、逆に、判断ステップＳ３において、モニタリング時の鮮鋭度の山
の大きさがロック時の鮮鋭度の山の大きさと同じか、大きいと判断された場合は、そのま
ま画像をキャプチャーしキャプチャーされた画像から鮮鋭度のデータが作製される（ステ



(8) JP 4352916 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

ップＳ６）。
【００３１】
　一方、モニタリング時のピントが合ってない場合（図５の（b））は、モニタリング時
の鮮鋭度の山の大きさがロック時の鮮鋭度の山の大きさより大きいか否かが判断される（
ステップＳ４）。ここでは、鮮鋭度の山の大きさがロック時の鮮鋭度の山の大きさより大
きくなってピントが合った以外はエラー情報が付加される（ステップＳ５）。
　次に、判断ステップＳ３で、モニタリング時の鮮鋭度の山の大きさがロック時の鮮鋭度
の山の大きさと同じか、大きいと判断された場合、及び判断ステップＳ４で、モニタリン
グ時の鮮鋭度の山の大きさがロック時の鮮鋭度の山の大きさより大きいと判断された場合
、及びステップＳ５においてエラー情報が付加された場合には、画像情報がキャプチャー
される（ステップＳ６）。そして、このキャプチャーされた画像から得られる鮮鋭度デー
タと先のロック時の鮮鋭度データの山の大きさが比較される（ステップＳ７）。
【００３２】
　この判断ステップＳ７において、キャプチャーされた画像から得られる鮮鋭度データの
山の大きさがロック時の鮮鋭度データの山の大きさと同じではない、すなわち山の大きさ
が変化したと判断された場合は、ロック時からキャプチャー時の間に何かピントがずれる
ことがあったとみなし、エラー情報が付加されて（ステップＳ８）、ステップＳ９に進む
。
　また、判断ステップＳ７において、キャプチャーされた画像から得られる鮮鋭度データ
の山の大きさがロック時の鮮鋭度データの山の大きさと同じであると判断された場合は、
そのまま次のステップに進み、今までの一連の流れでエラー情報が付加されたか否かが判
断される（ステップＳ９）。
判断ステップＳ９でエラー情報がないと判断された場合は、その画像を図１の記録部７に
記録し（ステップＳ１１）、再びエンドのモニタリング状態となる。
【００３３】
　判断ステップＳ９において、エラー情報があると判断された場合は、図1に示す警告部
１１を介して撮影者にピントボケの可能性があることを知らせるとともに、撮影者に画像
を記録するかどうかの問合せを行う（ステップＳ１０）。このとき、記録された画像はプ
レビュー画などの確認時において、どの部分にピントボケが発生しているのかわかるよう
先の３つの画像情報を用いたマーキング表示が行われる。
【００３４】
　図８は、エラー表示に関連してマーキングを行う表示例を示したものである。図８Ａは
ある被写体８２の柱が手前から１番、２番、３番と立っている状態で、２番の柱にピント
を合わせて撮像装置８１により撮影しようとした場合を示している。この時、図８Ｂのよ
うに被写体８２の２番の柱にピントが合って撮影された場合、すなわち撮影に成功した場
合は、図１に示す表示部６に表示される確認画面８３では通常の何も処理をされない被写
体８２の画像のみが表示されることになる。
【００３５】
　しかし、意図する被写体８２の２番の柱ではなく、例えば１番の柱にピントが合ってし
まった場合、つまり撮影に失敗した場合は、図８Ｃに示されるようにマーキングが行われ
て表示される。ここでは、ピントが合う方向に進んだところの１番の柱は８５のように青
くマーキング表示され、ピントボケが発生する方向に進んだところの２番及び３番の柱は
８６のように赤くマーキング表示されている。この例で言えば１番の柱が青くなり他のと
ころは赤くなっている。これにより、どこにピントが合ってしまったのかを撮影者は容易
に知ることができる。
【００３６】
　また、撮影時に手ぶれを起こしてしまった場合は全体的にピントボケが発生する方向に
進むため、図８Ｄに示されるように被写体８２の柱すべてが赤くマーキング表示される。
なお、他にもピントボケが発生している部分の輪郭部分にマーキング表示をするようにし
てもよく、また、実際に評価値を表示することによってピントボケの度合いを撮影者に知
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【００３７】
　このように本発明の実施の形態を用いると、図１に示す表示部６にモニタリング表示さ
れる低い解像度によって判断できないようなピントボケの発生も撮像装置側で自動的に判
断され、確認の際のプレビュー画像においてもピントボケの発生している領域を表示して
くれるので、撮影者は容易にピントボケ状態を知ることができる。
【００３８】
　また本発明の実施の形態では、ロック時とキャプチャア時の間の時間がある所定時間よ
り長いと判断された時は、従来行われているフォーカスロック撮影とみなし再度、スルー
画像を取り込むこともできる。そして、ロック撮影時の画像の評価値とその後キャプチャ
ーされた画像の評価値を比較することによってピントボケを判断し、ピントボケが発生し
ている領域をマーキング表示することも可能である。また、上記フローチャートの組み方
によってはキャプチャー前にエラーを出し、シャッターキー１３を押すことができないよ
うに処理するようにするなども考えられる。
　また、撮影時に３つの画像情報を記録するので、後にパーソナルコンピュータ又はデジ
タルカメラ上で画像処理などを行う際に手ぶれ方向がわかり、その後の処理に役立てるこ
ともできる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施の形態による撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】ＡＦ制御部の構成の一例を示す図である。
【図３】ピントボケ検出におけるＣＰＵの機能ブロック図である。
【図４】ピントボケ表示信号発生部の信号生成を示す図である。
【図５】評価処理の原理を示す図であり、図５Ａは全画面ＡＦ検波時、図５Ｂはモニタリ
ング時、図５Ｃはシャッター半押し（ロック）時、図５Ｄはキャプチャー時である。
【図６】評価処理の組み合わせによる判定を示す図であり、図６Ａはモニタリング時、図
６Ｂはシャッター半押し（ロック）時、図６Ｃはキャプチャー時である。
【図７】動作を示すフローチャートである。
【図８】エラー表示例を示す図であり、図８Ａは撮影状態、図８Ｂは成功例、図８Ｃは失
敗例１、図８Ｄは失敗例２である。
【符号の説明】
【００４０】
　１…撮影レンズ、２…ＡＦ制御部、３…固体撮像素子、４…信号処理回路、５…内部メ
モリ、６…表示部、７…記録部、８…モーター駆動回路、９…評価値処理回路、１０…Ｃ
ＰＵ、１１…警告部、１２…記録媒体、１３…シャッターキー、２１…CDS、２２…AGC、
２３…AD変換部、２４…信号処理部、２５…ＡＦ検波回路、２６…モーター、２７…オー
トフォーカスレンズ、３１…モニタリング画像取得部、３２…シャッター半押し画像取得
部、３３…キャプチャー画像取得部、３４…画像比較部、３５…ピントボケ判定部、３６
…ピントボケ表示信号発生部、３７…画像保存部、３８…画像補間部、３９…最良画像選
択部、４１…画像、４２…青信号又は赤信号、６１、６３、６８…成功、６２、６４、６
５、６６、６７、６９、７０、７１…失敗、８１…撮像装置、８２…被写体、８３…確認
画面、８４…エラー表示画面、８５…青マーカー、８６…赤マーカー、８７…エラー表示
画面、８８…赤マーカー
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