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(57)【要約】
【課題】撮像装置に近づく被写体又は撮像装置から遠ざ
かる被写体に注目した縦方向流し撮り画像を、画像処理
によって生成する。
【解決手段】撮像装置に近づく被写体を追尾対象とし、
追尾処理によって追尾対象領域の位置及び大きさを逐次
検出しておく。シャッタボタン押下直後に得られたフレ
ーム画像２０３内の追尾対象領域２１３の位置を基準に
して、フレーム画像２０３を拡大するスケール変換を複
数の拡大率を用いて行い、複数のスケール変換画像（２
０３Ａ、２０３Ｂ、２０３Ｃ）を得る。この複数のスケ
ール変換画像を合成（画素信号のブレンディング）する
こと得られた中間合成画像２３０に、追尾対象領域２１
３内の画像を嵌め込み合成することで、追尾対象領域の
中心から外側に向かうぶれを背景領域内に持たせた出力
ぶれ画像２４０を生成する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる時刻の撮影によって得られた主画像及び副画像を用いて出力画像を生成す
る画像処理装置において、
　前記主画像及び前記副画像の夫々から特定被写体を検出するとともに、前記主画像上の
前記特定被写体の位置及び大きさと前記副画像上の前記特定被写体の位置及び大きさを検
出する被写体検出部を備え、
　前記主画像及び前記副画像間における前記特定被写体の位置変化及び大きさ変化に基づ
いて、前記主画像にぶれを発生させることで前記出力画像を生成する
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記副画像及び前記主画像間における前記特定被写体の大きさ変化に基づき、複数の拡
大率又は複数の縮小率を用いたスケール変換を前記主画像に対して行うことで複数のスケ
ール変換画像を生成するスケール変換部と、
　前記主画像及び副画像上の前記特定被写体の位置に基づいて前記複数のスケール変換画
像を合成し、合成結果を前記主画像に適用することで前記ぶれを発生させる画像合成部と
、を更に備えた
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記スケール変換部は、
　前記副画像及び前記主画像間における前記特定被写体の大きさ変化に基づいて、画像上
の前記特定被写体の大きさが時間経過につれて増大していると判断されるとき、前記複数
の拡大率を用いて前記複数のスケール変換画像の生成を行う、又は、
　前記副画像及び前記主画像間における前記特定被写体の大きさ変化に基づいて、画像上
の前記特定被写体の大きさが時間経過につれて減少していると判断されるとき、前記複数
の縮小率を用いて前記複数のスケール変換画像の生成を行う
ことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　当該画像処理装置は、
　前記主画像の背景領域を複数の小ブロックに分割し、前記主画像及び前記副画像間にお
ける前記特定被写体の位置変化及び大きさ変化に基づいて、前記小ブロックごとに、前記
小ブロック内の画像にぶれを発生させるための画像劣化関数を導出する画像劣化関数導出
部と、
　前記小ブロックごとに、前記小ブロック内の画像に対して前記画像劣化関数に応じたフ
ィルタリングを施すことで前記出力画像を生成するフィルタリング処理部と、を更に備え
、
　前記背景領域は、前記特定被写体の画像データが存在する画像領域以外の画像領域であ
る
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置
【請求項５】
　入力画像にぶれを発生させることで出力画像を生成する画像処理装置において、
　複数の拡大率又は複数の縮小率を用いたスケール変換を前記入力画像に対して行うこと
で複数のスケール変換画像を生成するスケール変換部と、
　前記複数のスケール変換画像を合成し、合成結果を前記入力画像に適用することで前記
ぶれを発生させる画像合成部と、を備えた
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　前記画像合成部は、前記複数のスケール変換画像を合成することによって得た合成画像
と、前記入力画像の基準領域内の画像と、を合成することにより前記出力画像を生成し、
　前記入力画像上の前記基準領域の位置は、操作部を介して指定された位置又は予め定め
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られた位置である
ことを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記スケール変換部は、操作部を介して指定されたぶれ量又は予め定められたぶれ量に
基づき、前記複数の拡大率又は前記複数の縮小率を設定する
ことを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　入力画像にぶれを発生させることで出力画像を生成する画像処理装置において、
　前記入力画像の背景領域を複数の小ブロックに分割し、前記小ブロックごとに、前記小
ブロック内の画像にぶれを発生させるための画像劣化関数を導出する画像劣化関数導出部
と、
　前記小ブロックごとに、前記小ブロック内の画像に対して前記画像劣化関数に応じたフ
ィルタリングを施すことで前記出力画像を生成するフィルタリング処理部と、を備え、
　前記入力画像の全画像領域は前記背景領域と基準領域から成り、
　前記小ブロックごとの前記画像劣化関数は、前記基準領域の位置と当該小ブロックとを
結ぶ方向の画像劣化ベクトルに応じた画像劣化関数である
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　前記入力画像上の前記基準領域の位置は、操作部を介して指定された位置又は予め定め
られた位置である
ことを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項１～請求項９の何れかに記載の画像処理装置と、
　前記画像処理装置に与えるべき画像を撮影する撮像部と、を備えた
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項１１】
　請求項１～請求項９の何れかに記載の画像処理装置と、
　前記画像処理装置にて生成された出力画像を表示する表示部と、を備えた
ことを特徴とする画像再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像に対して画像処理を施す画像処理装置に関する。また、本発明は、画像
処理装置を利用した撮像装置及び画像再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カーレースなどにおいて走行する車両などを撮影するとき、そのスピード感を強調する
特殊撮影手法として、所謂「流し撮り」という撮影手法がある。従来は、車両などの移動
体の動きの速さに合わせて移動体を追尾するように撮像装置を横に振って撮影を行うこと
で流し撮りを実現していた。移動体を追尾するように撮像装置を横に振るというカメラ操
作は、撮影経験とプロカメラマン並みの技量を必要とする。このため、一般的なユーザが
流し撮りの効果を適切に得ることは難しい。
【０００３】
　これに鑑み、下記特許文献１の方法では、横方向に移動する移動体の動きを検出し、そ
の検出結果に応じて移動体を追尾するように光軸を変化させている。これにより、横方向
に移動する移動体にピントが合い且つ背景に流れるようなぶれを含む、迫力のある画像を
容易に取得することが可能となる。
【０００４】
　ところで、上述の流し撮りは、撮像装置に対して横方向に移動する移動体にピントを合
わせる流し撮りである。これを、便宜上、横方向流し撮りと呼ぶ。流し撮りには、もう一
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つの流し撮り、即ち縦方向流し撮りが存在する。縦方向流し撮りは、撮像装置に近づくよ
うに移動する移動体又は撮像装置から遠のくように移動する移動体にピントを合わせる流
し撮りである。
【０００５】
　従来の縦方向流し撮りは、露光期間中において移動体にピントが合い続けるように光学
ズーム倍率を変更することで実現されていた。このような縦方向流し撮りを実現するため
には、極めて高度な撮影技術が必要となると共に撮影用の機材も限られてくる。尚、特許
文献１の方法では、縦方向流し撮りに対応することはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１３６１７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで本発明は、容易に縦方向流し撮りの効果を得ることのできる画像処理装置、撮像
装置及び画像再生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】
【０００８】
　本発明に係る画像処理装置は、互いに異なる時刻の撮影によって得られた主画像及び副
画像を用いて出力画像を生成する画像処理装置において、前記主画像及び前記副画像の夫
々から特定被写体を検出するとともに、前記主画像上の前記特定被写体の位置及び大きさ
と前記副画像上の前記特定被写体の位置及び大きさを検出する被写体検出部を備え、前記
主画像及び前記副画像間における前記特定被写体の位置変化及び大きさ変化に基づいて、
前記主画像にぶれを発生させることで前記出力画像を生成することを特徴とする。
【０００９】
　主画像及び副画像間における特定被写体の位置変化及び大きさ変化に基づけば、主画像
の撮影時点周辺における特定被写体の動きが分かる。そこで、その位置変化及び大きさ変
化に基づいて、主画像に、特定被写体の動きに応じたぶれを発生させる。これにより、縦
方向流し撮りの効果を有する出力画像を生成できる。出力画像の生成は画像処理によって
行われるため、ユーザは容易に縦方向流し撮りの効果を得ることができる。
【００１０】
　具体的には例えば、当該画像処理装置は、前記副画像及び前記主画像間における前記特
定被写体の大きさ変化に基づき、複数の拡大率又は複数の縮小率を用いたスケール変換を
前記主画像に対して行うことで複数のスケール変換画像を生成するスケール変換部と、前
記主画像及び副画像上の前記特定被写体の位置に基づいて前記複数のスケール変換画像を
合成し、合成結果を前記主画像に適用することで前記ぶれを発生させる画像合成部と、を
更に備えている。
【００１１】
　また具体的には例えば、当該画像処理装置は、前記主画像の全画像領域を前記特定被写
体の画像データが存在する被写体領域とそれ以外の背景領域とに分類し、前記主画像及び
前記副画像間における前記特定被写体の位置変化及び大きさ変化に基づいて、前記主画像
の前記背景領域内の画像にぶれを発生させることで前記出力画像を生成する。また例えば
、前記画像合成部は、前記主画像及び副画像上の前記特定被写体の位置に基づいて前記複
数のスケール変換画像を合成し、合成結果を前記主画像の前記背景領域内の画像に適用す
ることで前記ぶれを発生させる。
【００１２】
　また具体的には例えば、前記スケール変換部は、前記副画像及び前記主画像間における
前記特定被写体の大きさ変化に基づいて、画像上の前記特定被写体の大きさが時間経過に
つれて増大していると判断されるとき、前記複数の拡大率を用いて前記複数のスケール変



(5) JP 2010-268441 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

換画像の生成を行う、又は、前記副画像及び前記主画像間における前記特定被写体の大き
さ変化に基づいて、画像上の前記特定被写体の大きさが時間経過につれて減少していると
判断されるとき、前記複数の縮小率を用いて前記複数のスケール変換画像の生成を行う。
【００１３】
　また具体的には例えば、前記画像合成部は、前記複数のスケール変換画像を合成するこ
とによって得た合成画像と、前記主画像の前記被写体領域内の画像と、を合成することに
より前記出力画像を生成する。
【００１４】
　また具体的には例えば、前記スケール変換部は、前記副画像及び前記主画像間における
前記特定被写体の大きさの変化量に基づいて上限拡大率又は下限縮小率を導出し、前記上
限拡大率を導出した場合は、等倍率から前記上限拡大率までの、互いに異なる複数の変換
率を前記複数の拡大率として設定する一方、前記下限縮小率を導出した場合は、等倍率か
ら前記下限縮小率までの、互いに異なる複数の変換率を前記複数の縮小率として設定する
。
【００１５】
　更に具体的には例えば、前記上限拡大率が導出される場合、前記複数の拡大率として第
１～第ｎの拡大率が設定され（ｎは２以上の整数）、第（ｉ＋１）の拡大率は第ｉの拡大
率よりも大きく（ｉは、１以上且つ（ｎ－１）以下の整数）、前記被写体検出部は、前記
主画像上の前記特定被写体の位置及び前記副画像上の前記特定被写体の位置として、前記
主画像上の前記被写体領域の中心位置及び前記副画像上の前記被写体領域の中心位置を検
出し、前記スケール変換部は、第１～第ｎの拡大率を用いた前記スケール変換により、前
記複数のスケール変換画像として、第１～第ｎのスケール変換画像を生成し、前記画像合
成部は、第１のスケール変換画像上における前記特定被写体の中心位置が前記主画像より
も前に撮影された画像である前記副画像上の前記特定被写体の中心位置と一致するように
、且つ、第ｎのスケール変換画像上における前記特定被写体の中心位置が前記主画像上の
前記特定被写体の中心位置と一致するように、且つ、第２～第（ｎ－１）のスケール変換
画像上における前記特定被写体の中心位置が前記副画像上の前記特定被写体の中心位置と
前記主画像上の前記特定被写体の中心位置との間に配置されるように、前記第１～第ｎの
スケール変換画像に対して位置補正を行ってから前記第１～第ｎのスケール変換画像を合
成する。
【００１６】
　一方、例えば、前記下限縮小率が導出される場合、前記複数の縮小率として第１～第ｎ
の縮小率が設定され（ｎは２以上の整数）、第（ｉ＋１）の縮小率は第ｉの縮小率よりも
小さく（ｉは、１以上且つ（ｎ－１）以下の整数）、前記被写体検出部は、前記主画像上
の前記特定被写体の位置及び前記副画像上の前記特定被写体の位置として、前記主画像上
の前記被写体領域の中心位置及び前記副画像上の前記被写体領域の中心位置を検出し、前
記スケール変換部は、第１～第ｎの縮小率を用いた前記スケール変換により、前記複数の
スケール変換画像として、第１～第ｎのスケール変換画像を生成し、前記画像合成部は、
第１のスケール変換画像上における前記特定被写体の中心位置が前記主画像よりも前に撮
影された画像である前記副画像上の前記特定被写体の中心位置と一致するように、且つ、
第ｎのスケール変換画像上における前記特定被写体の中心位置が前記主画像上の前記特定
被写体の中心位置と一致するように、且つ、第２～第（ｎ－１）のスケール変換画像上に
おける前記特定被写体の中心位置が前記副画像上の前記特定被写体の中心位置と前記主画
像上の前記特定被写体の中心位置との間に配置されるように、前記第１～第ｎのスケール
変換画像に対して位置補正を行ってから前記第１～第ｎのスケール変換画像を合成する。
【００１７】
　また例えば、当該画像処理装置は、前記主画像の背景領域を複数の小ブロックに分割し
、前記主画像及び前記副画像間における前記特定被写体の位置変化及び大きさ変化に基づ
いて、前記小ブロックごとに、前記小ブロック内の画像にぶれを発生させるための画像劣
化関数を導出する画像劣化関数導出部と、前記小ブロックごとに、前記小ブロック内の画
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像に対して前記画像劣化関数に応じたフィルタリングを施すことで前記出力画像を生成す
るフィルタリング処理部と、を更に備えている。前記背景領域は、前記特定被写体の画像
データが存在する画像領域以外の画像領域である。
【００１８】
　このような画像劣化関数に基づくフィルタリングによっても、縦方向流し撮り効果を有
する出力画像を生成することが可能である。
【００１９】
　本発明に係る他の画像処理装置は、入力画像にぶれを発生させることで出力画像を生成
する画像処理装置において、複数の拡大率又は複数の縮小率を用いたスケール変換を前記
入力画像に対して行うことで複数のスケール変換画像を生成するスケール変換部と、前記
複数のスケール変換画像を合成し、合成結果を前記入力画像に適用することで前記ぶれを
発生させる画像合成部と、を備えたことを特徴とする。
【００２０】
　複数のスケール変換画像の合成結果を入力画像に適用することにより、縦方向流し撮り
の効果を得ることが可能である。
【００２１】
　具体的には例えば、前記画像合成部は、前記複数のスケール変換画像を合成することに
よって得た合成画像と、前記入力画像の基準領域内の画像と、を合成することにより前記
出力画像を生成し、前記入力画像上の前記基準領域の位置は、操作部を介して指定された
位置又は予め定められた位置である。
【００２２】
　また例えば、前記スケール変換部は、操作部を介して指定されたぶれ量又は予め定めら
れたぶれ量に基づき、前記複数の拡大率又は前記複数の縮小率を設定する。
【００２３】
　本発明に係る更に他の画像処理装置は、入力画像にぶれを発生させることで出力画像を
生成する画像処理装置において、前記入力画像の背景領域を複数の小ブロックに分割し、
前記小ブロックごとに、前記小ブロック内の画像にぶれを発生させるための画像劣化関数
を導出する画像劣化関数導出部と、前記小ブロックごとに、前記小ブロック内の画像に対
して前記画像劣化関数に応じたフィルタリングを施すことで前記出力画像を生成するフィ
ルタリング処理部と、を備え、前記入力画像の全画像領域は前記背景領域と基準領域から
成り、前記小ブロックごとの前記画像劣化関数は、前記基準領域の位置と当該小ブロック
とを結ぶ方向の画像劣化ベクトルに応じた画像劣化関数であることを特徴とする。
【００２４】
　上記のような画像劣化関数を用いたフィルタリングによっても、縦方向流し撮りの効果
を得ることが可能である。
【００２５】
　そして例えば、前記入力画像上の前記基準領域の位置は、操作部を介して指定された位
置又は予め定められた位置である。
【００２６】
　本発明に係る撮像装置は、上記の何れかに記載の画像処理装置と、前記画像処理装置に
与えるべき画像を撮影する撮像部と、を備えている。
【００２７】
　本発明に係る画像再生装置は、上記の何れかに記載の画像処理装置と、前記画像処理装
置にて生成された出力画像を表示する表示部と、を備えている。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、容易に縦方向流し撮りの効果を得ることのできる画像処理装置、撮像
装置及び画像再生装置を提供することが可能となる。
【００２９】
　本発明の意義ないし効果は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
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ただし、以下の実施の形態は、あくまでも本発明の一つの実施形態であって、本発明ない
し各構成要件の用語の意義は、以下の実施の形態に記載されたものに制限されるものでは
ない。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の全体ブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係り、図１の撮像装置に内包される、画像処理を担う部
位のブロック図である。
【図３】４枚のフレーム画像と、各フレーム画像における追尾対象領域を示す図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る出力ぶれ画像の生成過程を表す図である。
【図５】出力ぶれ画像の元となるフレーム画像の例を示す図である。
【図６】図５のフレーム画像に拡大スケール変換を施すことで得られるスケール変換画像
を示す図である。
【図７】図６（ａ）～（ｃ）に示される３枚のスケール変換画像を合成することによって
得られる中間合成画像を示す図である。
【図８】図５のフレーム画像と図７の中間合成画像に基づく出力ぶれ画像を示す図である
。
【図９】本発明の第１実施形態に係り、撮影モードにおいて出力ぶれ画像を生成する動作
のフローチャートである。
【図１０】本発明の第１実施形態に係る撮影モードの動作の変形フローチャートである。
【図１１】本発明の第１実施形態に係り、再生モードにおいて出力ぶれ画像を生成する動
作のフローチャートである。
【図１２】本発明の第２実施形態に係り、図１の撮像装置に内包される、画像処理を担う
部位のブロック図である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係り、被演算画像の画像領域が複数の小ブロックに分
割される様子を示す図である。
【図１４】本発明の第２実施形態に係り、追尾対象領域の位置に関わる座標値を説明する
ための図である。
【図１５】本発明の第２実施形態に係り、隣接フレーム画像間における追尾対象領域の変
化を説明するための図である。
【図１６】本発明の第２実施形態に係り、フレーム画像の全画像領域が４つの画像領域に
分割される様子を示す図である。
【図１７】本発明の第２実施形態に係り、追尾対象が撮像装置に近づいてくる時に得られ
る画像劣化ベクトルと、追尾対象が撮像装置から遠ざかる時に得られる画像劣化ベクトル
と、を示す図である。
【図１８】本発明の第２実施形態に係り、撮影モードにおいて出力ぶれ画像を生成する動
作のフローチャートである。
【図１９】本発明の第４実施形態に係り、図１の撮像装置に内包される、画像処理を担う
部位のブロック図である。
【図２０】本発明の第４実施形態に係り、出力ぶれ画像を生成する動作のフローチャート
である。
【図２１】本発明の第４実施形態に係る対象入力画像上にぶれ基準領域が設定される様子
を示す図である。
【図２２】本発明の第４実施形態に係る出力ぶれ画像の生成過程を表す図である。
【図２３】本発明の第５実施形態に係り、図１の撮像装置に内包される、画像処理を担う
部位のブロック図である。
【図２４】本発明の第５実施形態に係り、画像劣化ベクトルの向きを説明するための図で
ある。
【図２５】本発明の第５実施形態に係り、出力ぶれ画像を生成する動作のフローチャート
である。
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【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。参照される各図
において、同一の部分には同一の符号を付し、同一の部分に関する重複する説明を原則と
して省略する。
【００３２】
＜＜第１実施形態＞＞
　本発明の第１実施形態を説明する。図１は、第１実施形態に係る撮像装置１の全体ブロ
ック図である。撮像装置１は、符号１１～２８によって参照される各部位を有する。撮像
装置１は、デジタルビデオカメラであり、動画像及び静止画像を撮影可能となっていると
共に動画像撮影中に静止画像を同時に撮影することも可能となっている。但し、撮像装置
１を、静止画像のみを撮影可能なデジタルスチルカメラとして構成するようにしてもよい
。撮像装置１内の各部位は、バス２４又は２５を介して、各部位間の信号（データ）のや
り取りを行う。尚、表示部２７及び／又はスピーカ２８は、撮像装置１の外部装置（不図
示）に設けられたものであってもよい。
【００３３】
　撮像部１１は、撮像素子（イメージセンサ）３３の他、図示されない光学系、絞り及び
ドライバを備える。撮像素子３３は、水平及び垂直方向に複数の受光画素が配列されるこ
とによって形成される。撮像素子３３は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ
（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサ等からなる固体撮像素子
である。撮像素子３３の各受光画素は、光学系及び絞りを介して入射した被写体の光学像
を光電変換し、該光電変換によって得られた電気信号をＡＦＥ１２（Analog Front End）
に出力する。光学系を構成する各レンズは、被写体の光学像を撮像素子３３上に結像させ
る。
【００３４】
　ＡＦＥ１２は、撮像素子３３（各受光画素）から出力されるアナログ信号を増幅し、増
幅されたアナログ信号をデジタル信号に変換してから映像信号処理部１３に出力する。Ａ
ＦＥ１２における信号増幅の増幅度はＣＰＵ（Central Processing Unit）２３によって
制御される。映像信号処理部１３は、ＡＦＥ１２の出力信号によって表される画像に対し
て必要な画像処理を施し、画像処理後の画像についての映像信号を生成する。マイク１４
は、撮像装置１の周辺音をアナログの音声信号に変換し、音声信号処理部１５は、このア
ナログの音声信号をデジタルの音声信号に変換する。
【００３５】
　圧縮処理部１６は、映像信号処理部１３からの映像信号及び音声信号処理部１５からの
音声信号を、所定の圧縮方式を用いて圧縮する。内部メモリ１７は、ＤＲＡＭ（Dynamic 
Random Access Memory）などから成り、各種のデータを一時的に保存する。記録媒体とし
ての外部メモリ１８は、半導体メモリや磁気ディスクなどの不揮発性メモリであり、圧縮
処理部１６による圧縮後の映像信号及び音声信号を記録する。
【００３６】
　伸張処理部１９は、外部メモリ１８から読み出された圧縮された映像信号及び音声信号
を伸張する。伸張処理部１９による伸張後の映像信号又は映像信号処理部１３からの映像
信号は、表示処理部２０を介して、液晶ディスプレイ等から成る表示部２７に送られて画
像として表示される。また、伸張処理部１９による伸張後の音声信号は、音声出力回路２
１を介してスピーカ２８に送られて音として出力される。
【００３７】
　ＴＧ（タイミングジェネレータ）２２は、撮像装置１全体における各動作のタイミング
を制御するためのタイミング制御信号を生成し、生成したタイミング制御信号を撮像装置
１内の各部に与える。タイミング制御信号は、垂直同期信号Ｖｓｙｎｃと水平同期信号Ｈ
ｓｙｎｃを含む。ＣＰＵ２３は、撮像装置１内の各部位の動作を統括的に制御する。操作
部２６は、動画像の撮影及び記録の開始／終了を指示するための録画ボタン２６ａ、静止
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画像の撮影及び記録を指示するためのシャッタボタン２６ｂ及び操作キー２６ｃ等を有し
、ユーザによる各種操作を受け付ける。操作部２６に対する操作内容はＣＰＵ２３に伝達
される。
【００３８】
　撮像装置１の動作モードには、画像（静止画像又は動画像）の撮影及び記録が可能な撮
影モードと、外部メモリ１８に記録された画像（静止画像又は動画像）を表示部２７に再
生表示する再生モードと、が含まれる。操作キー２６ｃに対する操作に応じて、各モード
間の遷移は実施される。
【００３９】
　撮影モードでは、所定のフレーム周期にて周期的に被写体の撮影が行われ、被写体の撮
影画像が順次取得される。画像を表すデジタルの映像信号を画像データとも呼ぶ。或る画
素に対する画像データを、画素信号と呼ぶこともある。画素信号は、例えば、輝度信号及
び色差信号を含む。１つのフレーム周期分の画像データによって１枚分の画像が表現され
る。１つのフレーム周期分の画像データによって表現される１枚分の画像を、フレーム画
像とも呼ぶ。尚、本明細書では、画像データのことを単に画像ということもある。
【００４０】
　撮像装置１は、上記の縦方向流し撮りにて得られた画像に類似する画像を、画像処理に
よって生成する機能を備える。縦方向流し撮りとは、既に述べたように、撮像装置１に近
づくように移動する移動体又は撮像装置１から遠のくように移動する移動体にピントを合
わせる流し撮りである。該画像処理は意図的にぶれを画像に含ませるため、この機能によ
って生成される画像を、出力ぶれ画像と呼ぶ。図２に、この機能を担う部位のブロック図
を示す。図２の追尾処理部５１、スケール変換部５２及び画像合成部５３を、図１の映像
信号処理部１３に設けておくことができる。図２のバッファメモリ５４を、図１の内部メ
モリ１７に設けておくことができる。
【００４１】
　追尾処理部５１は、撮像装置１の被写体に含まれる或る注目被写体をフレーム画像列上
で追尾する追尾処理を実行する。フレーム画像列とは、フレーム周期による周期的な撮影
によって得られる、時系列で並ぶ複数のフレーム画像の集まりを指す。追尾処理によって
追尾されるべき注目被写体を、以下、追尾対象という。追尾対象以外の被写体（例えば、
地面や建物等の静止体）を背景という。
【００４２】
　追尾処理では、フレーム画像列の画像データに基づき、各フレーム画像における追尾対
象の位置及び大きさが逐次検出される。まず、追尾処理部５１は、フレーム画像列を形成
する複数のフレーム画像の内、何れかのフレーム画像を初期フレーム画像として捉え、初
期フレーム画像の画像データに基づいて初期フレーム画像における追尾対象の位置及び大
きさを検出する。
【００４３】
　追尾対象を、初期フレーム画像の画像データに基づいて設定することができる。例えば
、初期フレーム画像を含む複数のフレーム画像を用いて背景差分法に基づく移動体検出や
フレーム間差分法に基づく移動体検出を行うことにより、フレーム画像列上の移動体を検
出し、その移動体を追尾対象として設定する。或いは例えば、初期フレーム画像の画像デ
ータに基づいて、初期フレーム画像上の人物の顔を検出し、顔の検出結果を用いて該人物
を追尾対象として設定する。
【００４４】
　追尾対象を、ユーザの指示に従って設定することもできる。例えば、初期フレーム画像
を表示部２７に表示させた状態で追尾対象となるべき被写体が表れている表示領域をユー
ザに指定させ、その指定内容に従って追尾対象を設定することもできる。
【００４５】
　或る注目フレーム画像において、追尾対象を表す画像データが存在する画像領域を追尾
対象領域（被写体領域）と呼び、それ以外の画像領域（即ち、背景を表す画像データが存
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在する画像領域）を背景領域と呼ぶ。従って、注目フレーム画像の全画像領域は、追尾対
象領域と背景領域に分類される。追尾対象領域は、追尾対象を含みつつ、なるだけ小さく
なるように設定される。注目フレーム画像における追尾対象領域の位置及び大きさを検出
することと、注目フレーム画像における追尾対象の位置及び大きさを検出することは同義
である。検出されるべき追尾対象領域の位置には、追尾対象領域の中心位置が含まれる。
各フレーム画像において、追尾対象領域の中心位置が追尾対象の位置を表し且つ追尾対象
領域の大きさが追尾対象の大きさを表す、と考えることができる。
【００４６】
　初期フレーム画像における追尾対象の位置及び大きさの検出後、追尾処理部５１は、初
期フレーム画像の撮影以降に撮影される各フレーム画像を追尾対象フレーム画像として捉
え、追尾対象フレーム画像の画像データに基づいて追尾対象フレーム画像における追尾対
象の位置及び大きさを検出する（即ち、追尾対象フレーム画像における追尾対象領域の中
心位置及び大きさを検出する）。
【００４７】
　以下の説明において、特記なき限り、フレーム画像とは、追尾対象の位置及び大きさが
検出されるべき初期フレーム画像又は追尾対象フレーム画像を指すものとする。また、追
尾対象領域の形状を任意の形状にすることができるが、以下の説明では、追尾対象領域の
形状が矩形であることを想定する。
【００４８】
　第１及び第２のフレーム画像間における追尾処理を次のように実行することができる。
ここにおける第１のフレーム画像とは、既に追尾対象の位置及び大きさが検出されている
フレーム画像を指し、第２のフレーム画像とは、これから追尾対象の位置及び大きさが検
出されるべきフレーム画像を指す。第２のフレーム画像は、第１のフレーム画像の次に撮
影されるフレーム画像である。
【００４９】
　例えば、追尾処理部５１は、追尾対象が有する画像特徴に基づいて追尾処理を行うこと
ができる。画像特徴は、輝度情報及び色情報を含む。より具体的には例えば、第２のフレ
ーム画像内に、追尾対象領域の大きさと同程度の大きさを有すると推定される追尾枠を設
定して、第２のフレーム画像における追尾枠内の画像の画像特徴と、第１のフレーム画像
における追尾対象領域内の画像の画像特徴との類似性評価を追尾枠の位置を探索領域内で
順次変更しながら実行し、最大の類似性が得られた追尾枠の中心位置に、第２のフレーム
画像における追尾対象領域の中心位置が存在すると判断する。第２のフレーム画像に対す
る探索領域は、第１のフレーム画像における追尾対象の位置を基準にして設定される。通
常、その探索領域は、第１のフレーム画像における追尾対象の位置を中心とする矩形領域
とされ、探索領域の大きさ（画像サイズ）は、フレーム画像の全画像領域の大きさよりも
小さい。
【００５０】
　フレーム画像上における追尾対象の大きさは、追尾対象と撮像装置１との間における、
実空間上の距離の変化などに起因して変化する。このため、フレーム画像上における追尾
対象の大きさに応じて上記の追尾枠の大きさを適切に変更していく必要があるが、この変
更は、公知の追尾アルゴリズムで用いられる被写体サイズ検出方法を用いることによって
実現される。例えば、フレーム画像において、追尾対象が存在すると予想される点から十
分に離れた点に背景が現れていると考え、前者の点及び後者の点における画像特徴から前
者の点及び後者の点間に配置された各画素が背景及び追尾対象の何れに属するかを分類し
ていく。画像特徴は、輝度情報及び色情報を含む。この分類によって追尾対象の輪郭が推
定される。尚、公知の輪郭抽出処理によって追尾対象の輪郭を推定するようにしてもよい
。そして、その輪郭から追尾対象の大きさを推定し、この推定された大きさに応じて追尾
枠の大きさを設定する。
【００５１】
　追尾枠の大きさは追尾対象領域となるべき画像領域の大きさを表しているのであるから
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、追尾枠の大きさの設定によって、フレーム画像における追尾対象の大きさが検出される
（換言すれば、追尾対象領域の大きさが検出される）。このため、上記の追尾処理によっ
て、各フレーム画像における追尾対象の位置及び大きさが検出されることとなる。検出さ
れた位置及び大きさを表す情報（換言すれば、追尾対象領域の位置及び大きさを表す情報
）を含む追尾結果情報は、必要分だけ、バッファメモリ５４に一時的に記憶される。バッ
ファメモリ５４に記憶された追尾結果情報は、必要に応じて、スケール変換部５２及び画
像合成部５３に与えられる。
【００５２】
　尚、フレーム画像上の追尾対象の位置及び大きさを推定する方法として、上述した方法
と異なる他の任意の方法（例えば、特開２００４－９４６８０号公報に記載された方法や
特開２００９－３８７７７号公報に記載された方法）を採用することも可能である。
【００５３】
　スケール変換部５２は、追尾結果情報に基づき、注目フレーム画像に対してスケール変
換を施す。ここにおけるスケール変換とは、画像を拡大するための線形変換又は画像を縮
小するための線形変換である。画像を拡大するための線形変換は、一般的にデジタルズー
ムとも呼ばれる。スケール変換は、補間を用いた再標本化によって実現される。詳細は後
述するが、スケール変換部５２は、ｎ種類の拡大率又はｎ種類の縮小率を用いたスケール
変換を注目フレーム画像に対して施し、これによって第１～第ｎのスケール変換画像を生
成する。ここで、ｎは、２以上の整数である。
【００５４】
　以下、画像を拡大するためのスケール変換を特に拡大スケール変換と呼び、画像を縮小
するためのスケール変換を特に縮小スケール変換と呼ぶ。拡大スケール変換において、画
像の水平方向の拡大率と画像の垂直方向の拡大率は同じであるとする（即ち、画像のアス
ペクト比は、拡大スケール変換の前後で不変である）。縮小スケール変換においても同様
である。
【００５５】
　画像合成部５３は、追尾結果情報に基づき、第１～第ｎのスケール変換画像と注目フレ
ーム画像を合成することにより出力ぶれ画像を生成する。
【００５６】
　図３及び図４を参照して、具体的な出力ぶれ画像の生成方法を説明する。図３及び図４
の具体例では、スケール変換として拡大スケール変換がなされる。尚、以下の説明では、
符号を付記することによって該符号に対応する名称を省略又は略記することがある。例え
ば、符号２０１がフレーム画像を表す符号である場合、フレーム画像２０１と画像２０１
は同じものを指す。また、二次元画像上における任意の位置を、二次元画像が定義される
二次元座標系上の座標値（ｘ，ｙ）にて表現する。本明細書において述べる全ての画像は
、特に記述なき限り、二次元画像である。ｘ及びｙは、夫々、二次元画像の水平方向及び
垂直方向における座標値を表す。また、追尾対象領域などの注目画像領域の大きさは、例
えば、画像上における該注目画像領域の面積によって表現される。
【００５７】
　連続的に撮影されたフレーム画像２０１～２０４を想定する。フレーム画像２０１、２
０２、２０３及び２０４の順番で撮影がなされたものとする。従って、画像２０３の直前
に撮影された画像は画像２０２であり、画像２０３の直後に撮影された画像は画像２０４
である。フレーム画像２０１～２０４を含むフレーム画像列に対する追尾処理によって、
フレーム画像２０１～２０４からそれぞれ追尾対象領域２１１～２１４が抽出されると共
に、追尾対象領域２１１～２１４の中心位置が夫々（ｘ1，ｙ1）、（ｘ2，ｙ2）、（ｘ3

，ｙ3）及び（ｘ4，ｙ4）であって且つ追尾対象領域２１１～２１４の大きさが夫々ＳＩ
ＺＥ1、ＳＩＺＥ2、ＳＩＺＥ3及びＳＩＺＥ4であることが検出されたものとする。
【００５８】
　図３及び図４の具体例では、時間の経過と共に追尾対象が撮像装置１に近づいてきてい
ることに起因して、不等式「ＳＩＺＥ1＜ＳＩＺＥ2＜ＳＩＺＥ3＜ＳＩＺＥ4」が成立して
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いるものとする。追尾対象にピントを合わせた縦方向流し撮りの効果を得るべく、ユーザ
が、フレーム画像２０３の取得直前に、シャッタボタン２６ｂを押下したものとする。シ
ャッタボタン２６ｂの押下は、静止画像の撮影を指示する操作である。この場合、フレー
ム画像２０３が、シャッタボタン２６ｂの押下に従って撮影されるべき静止画像となる。
シャッタボタン２６ｂの押下に従って撮影されるべき静止画像を、特に、基準画像（主画
像）と呼ぶ。本例では、フレーム画像２０３が基準画像である。
【００５９】
　フレーム画像２０３又は２０４の撮影後、スケール変換部５２は、追尾結果情報に含ま
れる追尾対象領域の大きさについての情報に基づき、フレーム画像２０３の撮影時点周辺
における追尾対象領域の大きさの変化方向を判断する。例えば、不等式「ＳＩＺＥ2＜Ｓ
ＩＺＥ3」が成立する場合、該変化方向は増加方向であると判断し、不等式「ＳＩＺＥ2＞
ＳＩＺＥ3」が成立する場合、該変化方向は減少方向であると判断する。或いは例えば、
不等式「ＳＩＺＥ3＜ＳＩＺＥ4」が成立する場合、該変化方向は増加方向であると判断し
、不等式「ＳＩＺＥ3＞ＳＩＺＥ4」が成立する場合、該変化方向は減少方向であると判断
する。尚、３枚以上のフレーム画像における追尾対象領域の大きさに基づいて、上記変化
方向を判断するようにしてもよい。
【００６０】
　スケール変換部５２は、フレーム画像２０３に対して拡大スケール変換又は縮小スケー
ル変換を択一的に施す。上記の変化方向が増加方向であると判断した場合は、拡大スケー
ル変換をフレーム画像２０３に施し、上記の変化方向が減少方向であると判断した場合は
、縮小スケール変換をフレーム画像２０３に施す。図３及び図４に示す具体例では、上記
の変化方向が増加方向であるため、拡大スケール変換が選択されてフレーム画像２０３に
実行される。
【００６１】
　また、スケール変換部５２は、基準画像の撮影時点周辺における、追尾対象領域の大き
さの変化量に基づいて、上限拡大率ＳＡMAX又は下限縮小率ＳＢMAXを算出する。基準画像
に拡大スケール変換を施す場合は上限拡大率ＳＡMAXを算出し、基準画像に縮小スケール
変換を施す場合は下限縮小率ＳＢMAXを算出する。図３及び図４に示す具体例では、基準
画像であるフレーム画像２０３に対して拡大スケール変換が施されるため、上限拡大率Ｓ
ＡMAXが算出される。
【００６２】
　上限拡大率ＳＡMAXは、ＳＡMAX＝（ＳＩＺＥ3／ＳＩＺＥ2）×ｋ、又は、ＳＡMAX＝（
ＳＩＺＥ4／ＳＩＺＥ3）×ｋ、に従って算出される。不等式「ＳＩＺＥ2＞ＳＩＺＥ3」又
は「ＳＩＺＥ3＞ＳＩＺＥ4」が成立する場合において算出される下限縮小率ＳＢMAXは、
ＳＢMAX＝（ＳＩＺＥ3／ＳＩＺＥ2）／ｋ、又は、ＳＢMAX＝（ＳＩＺＥ4／ＳＩＺＥ3）／
ｋ、に従って算出される。ここで、ｋは、予め設定された１以上の係数であり、例えば２
である。尚、上限拡大率ＳＡMAX又は下限縮小率ＳＢMAXを、操作部２６等を介した、ユー
ザの指定に従って決定しても良い。
【００６３】
　上限拡大率ＳＡMAXの算出後、スケール変換部５２は、等倍率より大きく且つ上限拡大
率ＳＡMAX以下の拡大率を、０．０５倍刻みで設定する。例えば、上限拡大率ＳＡMAXが１
．３０倍である場合、６種類の拡大率、即ち、１．０５倍、１．１０倍、１．１５倍、１
．２０倍、１．２５倍及び１．３０倍の拡大率が設定される。設定した各拡大率にて基準
画像に対する拡大スケール変換が実行されるため、拡大率の設定個数は、拡大スケール変
換によって生成されるスケール変換画像の枚数（即ち、上記のｎの値）と合致する。拡大
率の値が大きいほど、拡大スケール変換による画像の拡大度合いは大きくなる。
【００６４】
　尚、下限縮小率ＳＢMAXが算出された場合も同様に複数の縮小率が設定される。即ち、
下限縮小率ＳＢMAXを算出した場合においては、等倍率より小さく且つ下限縮小率ＳＢMAX

以上の縮小率が、０．０５倍刻みで設定される。例えば、下限縮小率ＳＢMAXが０．８０
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倍である場合、４種類の縮小率、即ち、０．９５倍、０．９０倍、０．８５倍及び０．８
０倍の縮小率が設定される。縮小率の値が小さいほど、縮小スケール変換による画像の縮
小度合いは大きくなる。
【００６５】
　今、説明の具体化のため、上限拡大率ＳＡMAXが１．１５倍以上であって且つ１．２０
倍未満である場合を想定する。この場合、スケール変換部５２は、３種類の拡大率１．０
５倍、１．１０倍及び１．１５倍を設定する。そして、図４に示す如く、拡大率１．０５
倍にてフレーム画像２０３を拡大スケール変換することでスケール変換画像２０３Ａを生
成し、拡大率１．１０倍にてフレーム画像２０３を拡大スケール変換することでスケール
変換画像２０３Ｂを生成し、拡大率１．１５倍にてフレーム画像２０３を拡大スケール変
換することでスケール変換画像２０３Ｃを生成する。
【００６６】
　拡大スケール変換は、拡大スケール変換前後の画像の画像サイズ（即ち、水平及び垂直
方向における画素数）が互いに同じとなるように、且つ、スケール変換画像上における追
尾対象領域の中心位置がスケール変換画像の中心位置と一致するように行われる（縮小ス
ケール変換も同様）。
【００６７】
　具体的には、スケール変換画像２０３Ａ～２０３Ｃは、以下のようにして生成される（
図４参照）。フレーム画像２０３内に、位置（ｘ3，ｙ3）を自身の中心位置として有する
矩形の抽出枠２２３を設定し、抽出枠２２３内の画像を拡大率１．０５倍で拡大スケール
変換することでスケール変換画像２０３Ａを生成する。スケール変換画像２０３Ａを生成
する際の抽出枠２２３の大きさは、水平及び垂直方向の夫々において、フレーム画像２０
３の大きさの（１／１．０５）倍である。スケール変換画像２０３Ｂ及び２０３Ｃは、夫
々、抽出枠２２３内の画像を拡大率１．１０倍及び１．１５倍で拡大スケール変換するこ
とで生成される。但し、スケール変換画像２０３Ｂを生成する際の抽出枠２２３の大きさ
は、水平及び垂直方向の夫々において、フレーム画像２０３の大きさの（１／１．１０）
倍であり、スケール変換画像２０３Ｃを生成する際の抽出枠２２３の大きさは、水平及び
垂直方向の夫々において、フレーム画像２０３の大きさの（１／１．１５）倍である。
【００６８】
　図４において、矩形領域２１３Ａ、２１３Ｂ及び２１３Ｃは、夫々、スケール変換画像
２０３Ａ、２０３Ｂ及び２０３Ｃにおける追尾対象領域を表し、位置（ｘA，ｙA）、（ｘ

B，ｙB）及び（ｘC，ｙC）は、夫々、追尾対象領域２１３Ａ、２１３Ｂ及び２１３Ｃの中
心位置を表す。
【００６９】
　スケール変換部５２にて生成されたｎ枚のスケール変換画像は画像合成部５３によって
合成されるが、この合成に先立ち、各スケール変換画像を平行移動させるための幾何学的
変換を各スケール変換画像に対して施す。この幾何学的変換を位置補正という。位置補正
をスケール変換部５２にて行うようにしても良いが、本実施形態では、それを画像合成部
５３で行うようにしている。
【００７０】
　ｎ枚のスケール変換画像が第１～第ｎのスケール変換画像から成るものとし、第ｉの拡
大率を用いた拡大スケール変換にて得られるスケール変換画像が第ｉのスケール変換画像
であるとする。ここで、ｉは１以上ｎ以下の整数であり、第（ｉ＋１）の拡大率は第ｉの
拡大率よりも大きいとする。図３及び図４の具体例では、第１、第２及び第３の拡大率が
、夫々、１．０５倍、１．１０倍及び１．１５倍である。
【００７１】
　画像合成部５３は、第１のスケール変換画像上における追尾対象領域の中心位置が基準
画像の直前に撮影されたフレーム画像上における追尾対象領域の中心位置（ｘS，ｙS）と
一致するように、且つ、第ｎのスケール変換画像上における追尾対象領域の中心位置が基
準画像上における追尾対象領域の中心位置（ｘT，ｙT）と一致するように、第１及び第ｎ
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のスケール変換画像に対して位置補正を行う。
【００７２】
　第ｉのスケール変換画像に対する位置補正は、変数ｉが１からｎに向かって増大するに
つれて、位置補正後の追尾対象領域の中心位置が、位置（ｘS，ｙS）から位置（ｘT，ｙT

）に向かって線形的に変化していくようになされる。従って、第２、第３、・・・、第（
ｎ－１）のスケール変換画像上における追尾対象領域の中心位置が、夫々、位置（ｘS＋
１×（ｘT－ｘS）／（ｎ－１），ｙS＋１×（ｙT－ｙS）／（ｎ－１））、（ｘS＋２×（
ｘT－ｘS）／（ｎ－１），ｙS＋２×（ｙT－ｙS）／（ｎ－１））、・・・、（ｘS＋（ｎ
－２）×（ｘT－ｘS）／（ｎ－１），ｙS＋（ｎ－２）×（ｙT－ｙS）／（ｎ－１））と
一致するように、第２～第（ｎ－１）のスケール変換画像に対する位置補正がなされる。
【００７３】
　図３及び図４の具体例では、位置（ｘS，ｙS）及び（ｘT，ｙT）はそれぞれ位置（ｘ2

，ｙ2）及び（ｘ3，ｙ3）であり、位置補正前の第１、第２及び第３のスケール変換画像
は、それぞれ画像２０３Ａ、２０３Ｂ及び２０３Ｃである。位置補正後の第１、第２及び
第３のスケール変換画像を、夫々、符号２０３Ａ’、２０３Ｂ’及び２０３Ｃ’にて表す
。そうすると、位置（ｘA，ｙA）における画素を位置（ｘ2，ｙ2）における画素へと平行
移動させる位置補正を画像２０３Ａに施すことで画像２０３Ａ’が得られ、位置（ｘB，
ｙB）における画素を位置（（ｘ2＋ｘ3）／２，（ｙ2＋ｙ3）／２）における画素へと平
行移動させる位置補正を画像２０３Ｂに施すことで画像２０３Ｂ’が得られ、位置（ｘC

，ｙC）における画素を位置（ｘ3，ｙ3）における画素へと平行移動させる位置補正を画
像２０３Ｃに施すことで画像２０３Ｃ’が得られる。図４において、矩形領域２１３Ａ’
、２１３Ｂ’及び２１３Ｃ’は、夫々、位置補正後のスケール変換画像２０３Ａ’、２０
３Ｂ’及び２０３Ｃ’における追尾対象領域を表している。
【００７４】
　尚、上述の例では、スケール変換後に位置補正のための幾何学的変換を実行しているが
、位置補正のための幾何学的変換をスケール変換のための線形変換に含めておくことで、
フレーム画像２０３から、直接、スケール変換画像２０３Ａ’、２０３Ｂ’及び２０３Ｃ
’を生成するようにしてもよい。
【００７５】
　画像合成部５３は、位置補正後の第１～第ｎのスケール変換画像を合成することにより
中間合成画像を生成する。この合成は、同一の位置に配置された画素の画素信号を、位置
補正後の第１～第ｎのスケール変換画像間で混合することにより行われる。このような合
成は、一般にアルファブレンディングとも呼ばれる。
【００７６】
　図３及び図４の具体例では、スケール変換画像２０３Ａ’、２０３Ｂ’及び２０３Ｃ’
を合成することで中間合成画像２３０が得られる。中間合成画像２３０における位置（ｘ

3，ｙ3）の画素信号は、画像２０３Ａ’、２０３Ｂ’及び２０３Ｃ’における位置（ｘ3

，ｙ3）の画素信号を単純平均することで或いは重み付け平均することで生成される。位
置（ｘ3，ｙ3）以外の画素信号についても同様である。
【００７７】
　この後、画像合成部５３は、フレーム画像２０３の追尾対象領域２１３内における画像
を、中間合成画像２３０に嵌め込み合成することによって出力ぶれ画像２４０を生成する
。この嵌め込み合成は、追尾対象領域２１３上における中心位置（ｘ3，ｙ3）を中間合成
画像２３０上における位置（ｘ3，ｙ3）と一致させた状態で行われ、中間合成画像２３０
内の位置（ｘ3，ｙ3）を中心とする一部画像が追尾対象領域２１３内の画像に置き換えら
れることで、出力ぶれ画像２４０が生成される。従って、出力ぶれ画像２４０の位置（ｘ

3，ｙ3）には、フレーム画像２０３の位置（ｘ3，ｙ3）の画像データが存在することとな
る。
【００７８】
　尚、フレーム画像２０３上における追尾対象領域２１３の位置（ｘ3，ｙ3）によっては
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、抽出枠２２３の一部がフレーム画像２０３の外形枠からはみ出すこともある。はみ出し
た部分の画像領域には、撮影に基づく画像データが存在しない。また、上述の位置補正に
よって得られる画像２０３Ａ’～ ２０３Ｃ’間において、互いに対応し合う画素が存在
しないこともある。互いに対応し合う画素が存在しない画像領域に対しては、上述の画素
信号の混合を行うことができない。画素信号の混合によって中間合成画像を生成する際、
画像データが存在しない画像領域及びスケール変換画像間で互いに対応し合う画素が存在
しない画像領域を無視することができる。この場合、中間合成画像及び出力ぶれ画像にお
ける視野は、基準画像のそれよりも若干小さくなる。
【００７９】
　図５～図８に、図３及び図４に対応する画像群の例を示す。図５の画像２５３は、基準
画像としてのフレーム画像２０３の例であり、図６（ａ）～（ｃ）の画像２５３Ａ～２５
３Ｃは、夫々、スケール変換画像２０３Ａ～２０３Ｃの例である。図５において、矩形２
６３内の領域は画像２５３における追尾対象領域を表し、図６（ａ）～（ｃ）において、
矩形２６３Ａ～２６３Ｃ内の領域は画像２５３Ａ～２５３Ｃにおける追尾対象領域を表す
。図７の画像２８０は、画像２５３Ａ～２５３Ｃに基づく中間合成画像であり、図８の画
像２９０は、中間合成画像２８０と基準画像２５３に基づく出力ぶれ画像である。
【００８０】
　複数の拡大率を用いて得られた複数のスケール変換画像の合成により、中間合成画像２
８０では、全画像領域にわたって、追尾対象領域の中心から外側に向かうぶれが生じてい
る。この中間合成画像２８０に、ぶれのない追尾対象領域２６３内の画像を嵌め込むこと
で、ぶれが背景領域にのみ残存し且つ追尾対象にピントが合った、臨場感のある出力ぶれ
画像２９０が得られる。上述の処理内容を、以下のように表現することもできる。スケー
ル変換画像２５３Ａ～２５３Ｃの合成結果を基準画像２５３の背景領域内の画像に適用す
ることで、基準画像２５３の背景領域内の画像に、追尾対象領域の中心から外側に向かう
ぶれを生じさせ、これによって出力ぶれ画像２９０を生成する。
【００８１】
　拡大スケール変換が行われる場合の動作を主として説明したが、縮小スケール変換が行
われる場合も同様の動作が行われる。即ち、縮小スケール変換が行われる場合、縮小スケ
ール変換によって生成された第１～第ｎのスケール変換画像に対して、上述の同様の位置
補正が行われる。但し、縮小スケール変換が行われる場合においては、第ｉの縮小率を用
いた縮小スケール変換にて得られたスケール変換画像が第ｉのスケール変換画像であると
する。ここで、ｉは１以上ｎ以下の整数であり、第（ｉ＋１）の縮小率は第ｉの縮小率よ
りも小さいとする。例えば、ｎ＝３の場合、第１、第２及び第３の縮小率は、夫々、０．
９５倍、０．９０倍及び０．８５倍である。画像合成部５３は、縮小スケール変換及び位
置補正を用いて得られた第１～第ｎのスケール変換画像を合成することにより中間合成画
像を生成し、この中間合成画像に、基準画像の追尾対象領域内における画像を嵌め込み合
成することで出力ぶれ画像を生成する。中間合成画像を生成するための合成方法及び嵌め
込み合成の方法は、上述したものと同様である。
【００８２】
　次に、図９を参照して、撮影モードにおいて出力ぶれ画像を生成する動作の流れを説明
する。図９は、この動作の流れを表すフローチャートである。但し、図９のフローチャー
トに対応する動作並びに後述の図１０及び図１１のフローチャートに対応する動作は、ス
ケール変換として拡大スケール変換がなされ且つ上限拡大率ＳＡMAXが追尾結果情報に基
づいて導出されることを前提とする。
【００８３】
　まず、ステップＳ１１において、撮像部１１の撮影によって今回のフレーム画像が取得
される。続くステップＳ１２において、今回のフレーム画像に対して追尾処理を行うこと
で追尾結果情報が得られ、その追尾結果情報はバッファメモリ５４に保存される（記憶さ
れる）。その後、ステップＳ１３において、ＣＰＵ２３は、シャッタボタン２６ｂが押下
されたか否かを判断する。シャッタボタン２６ｂが押下された場合は、シャッタボタン２
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６ｂの押下直後に得られた最新のフレーム画像が基準画像（主画像）として決定された上
で（ステップＳ１４）、以後、ステップＳ１５～Ｓ２０の処理が順次実行される。一方、
シャッタボタン２６ｂが押下されていない場合は、ステップＳ１１に戻り、ステップＳ１
１～Ｓ１３の処理が繰り返し実行される。
【００８４】
　ステップＳ１５において、スケール変換部５２は、基準画像を含む隣接フレーム画像間
における追尾対象領域の大きさの変化量（図３の例における（ＳＩＺＥ3／ＳＩＺＥ2）又
は（ＳＩＺＥ4／ＳＩＺＥ3）に対応）に基づき上限拡大率ＳＡMAXを算出し、更に上限拡
大率ＳＡMAXに基づいて第１～第ｎの拡大率を設定する。そして、ステップＳ１６におい
て、第１～第ｎの拡大率を用いた拡大スケール変換を基準画像に対して施すことで第１～
第ｎのスケール変換画像を生成する。得られた第１～第ｎのスケール変換画像に対して上
述の位置補正が施され、ステップＳ１７において、画像合成部５３が、位置補正後の第１
～第ｎのスケール変換画像を合成することにより中間合成画像を生成する。その後、ステ
ップＳ１８において、基準画像の追尾対象領域内の画像を中間合成画像に嵌め込み合成す
ることによって出力ぶれ画像を生成する。
【００８５】
　生成された出力ぶれ画像の画像データは、ステップＳ１９において、外部メモリ１８に
記録される。この際、基準画像の画像データも外部メモリ１８に記録するようにしてもよ
い。画像データの記録後、撮影の終了を指示する操作があったならば、図９の動作を終了
し、該操作がなかったならばステップＳ１１に戻ってステップＳ１１以降の処理を繰り返
し実行する（ステップＳ２０）。
【００８６】
　撮影モードにおいて出力ぶれ画像を生成するのではなく、出力ぶれ画像を生成するため
の画像処理を再生モードにおいて実行することも可能である。この場合は、撮影時におい
て図１０のフローチャートに従い必要なデータを記録しておき、再生時において図１１の
フローチャートに従い記録データから出力ぶれ画像を生成する。
【００８７】
　図１０のフローチャートに従う、撮影モードにおける動作を説明する。まず、ステップ
Ｓ１１～Ｓ１３の処理が順次実行される。それらの処理の内容は上述したものと同様であ
る。
【００８８】
　ステップＳ１３においてシャッタボタン２６ｂが押下された場合は、シャッタボタン２
６ｂの押下直後に得られた最新のフレーム画像が基準画像（主画像）として決定されて（
ステップＳ１４）、次に、ステップＳ３０の処理が実行される。一方、ステップＳ１３に
おいてシャッタボタン２６ｂが押下されていない場合、ステップＳ３１にて、ＣＰＵ２３
は、再生モードへの移行指示があったか否かを判断する。ユーザは、操作部２６に対する
所定操作により該移行指示を行うことができる。再生モードへの移行指示があった場合、
撮像装置１の動作モードは撮影モードから再生モードに変更され、次に、図１１に示され
るステップＳ３３の処理が実行される。一方、再生モードへの移行指示がなかった場合、
ステップＳ３１からステップＳ１１に戻り、ステップＳ１１～Ｓ１３の処理が繰り返し実
行される。図１１に示されるステップＳ３３の処理の説明を含む、再生モードにおける動
作説明は後に設けることとし、先にステップＳ３０の処理説明を行う。
【００８９】
　ステップ３０において、基準画像の画像データが外部メモリ１８に記録される。この際
、基準画像から出力ぶれ画像を生成するために必要な情報（以下、関連記録情報という）
も、基準画像の画像データに関連付けて記録しておく。関連付けの方法は任意である。例
えば、外部メモリ１８内に、本体領域とヘッダ領域とを有する画像ファイルを作成し、該
画像ファイルの本体領域に基準画像の画像データを格納する一方で関連記録情報を該画像
ファイルのヘッダ領域に格納しておけばよい。同一の画像ファイル内の本体領域とヘッダ
領域は互いに関連付けられた記録領域であるため、このような格納によって基準画像の画
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像データと関連記録情報は関連付けられる。
【００９０】
　関連記録情報に含めるべき情報は、バッファメモリ５４に記憶されている、基準画像と
してのフレーム画像及びそれと時間的に隣接するフレーム画像についての追尾結果情報、
又は、その追尾結果情報に基づく情報である。基準画像が上述のフレーム画像２０３であ
る場合においては、例えば、フレーム画像２０２及び２０３の追尾結果情報を関連記録情
報に含めればよい。
【００９１】
　ステップＳ３０における記録処理の後、撮影の終了を指示する操作があったならば、図
１０の動作を終了し、該操作がなかったならばステップＳ１１に戻ってステップＳ１１以
降の処理を繰り返し実行する（ステップＳ３２）。
【００９２】
　図１１のフローチャートに従う、再生モードにおける動作を説明する。図１０のステッ
プＳ３１から移行するステップＳ３３において、外部メモリ１８から基準画像の画像デー
タが読み込まれる。読み込まれた基準画像の画像データは、図２のスケール変換部５２及
び画像合成部５３に与えられると共に図１の表示処理部２０を介して表示部２７に与えら
れ、ステップＳ３４において、基準画像が表示部２７に表示される。
【００９３】
　その後、ステップＳ３５において、ＣＰＵ２３は、出力ぶれ画像に相当する縦方向流し
撮り画像の生成指示があったか否かを判断する。ユーザは、操作部２６に対する所定操作
により該生成指示を行うことができる。その生成指示がなかった場合は、ステップＳ３４
に戻るが、その生成指示があった場合は、ステップＳ１５～Ｓ１８の処理が順次実行され
る。
【００９４】
　ステップＳ１５～Ｓ１８の処理内容は、図９を参照して上述したそれらと同様である。
但し、再生モードにおいてステップＳ１５～Ｓ１８の処理を実行するために必要な追尾結
果情報は、外部メモリ１８に記録された関連記録情報から取得される。尚、図１０及び図
１１に示す動作例では、再生モードにおいて上限拡大率ＳＡMAXの算出及び第１～第ｎの
拡大率の設定がなされているが、図１０のステップＳ３０の段階で上限拡大率ＳＡMAXを
算出して上限拡大率ＳＡMAXを関連記録情報に含めておくようにしても良いし、図１０の
ステップＳ３０の段階で第１～第ｎの拡大率を設定して第１～第ｎの拡大率を関連記録情
報に含めておくようにしても良い。
【００９５】
　図１１のステップＳ１８にて生成された出力ぶれ画像の画像データは、ステップＳ３６
において、外部メモリ１８に記録される。この際、基準画像の画像データを消去した上で
出力ぶれ画像の画像データを外部メモリ１８に記録するようにしても良いし、該消去を行
うことなく出力ぶれ画像の画像データを外部メモリ１８に記録するようにしても良い。ま
た、生成された出力ぶれ画像は表示部２７に表示される（ステップＳ３７）。仮に、上限
拡大率ＳＡMAXを変更するための操作がユーザによりなされた場合は、変更後の上限拡大
率ＳＡMAXを用いて出力ぶれ画像の生成をやり直すようにしてもよい。これにより、映像
を確認しながら、ユーザが望むように、縦方向流し撮りの効果を最適化することが可能と
なる。
【００９６】
　尚、図９～図１１に示す動作例では、上限拡大率ＳＡMAXが追尾対象領域の大きさの変
化量に基づいて算出されているが、上述したように、上限拡大率ＳＡMAXをユーザが指定
することも可能である。また、図９～図１１に示す動作例では、スケール変換として拡大
スケール変換がなされる場合が想定されているが、縮小スケール変換がなされる場合の動
作も同様である。
【００９７】
　本実施形態によれば、特別な撮影技術及び特別な機材を要することなく、縦方向流し撮
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りの効果を持った臨場感のある画像を簡単に取得することが可能となる。
【００９８】
＜＜第２実施形態＞＞
　本発明の第２実施形態に係る撮像装置を説明する。第２実施形態に係る撮像装置の全体
的な構成は、図１に示されるそれと同じである。従って、第２実施形態に係る撮像装置も
、符号１によって参照する。第２実施形態は、第１実施形態の一部を変形したものに相当
する。第２実施形態において、特に述べない事項に関しては、第１実施形態の記載が第２
実施形態にも適用される。
【００９９】
　第２実施形態では、複数のスケール変換画像の合成を行う代わりに、追尾対象領域の大
きさ変化及び位置変化に応じたフィルタリングを基準画像に行うことで、背景領域にぶれ
を生じさせる。
【０１００】
　図１２に、第２実施形態に係る出力ぶれ画像を生成するための部位のブロック図を示す
。図１２に示される追尾処理部５１及びバッファメモリ５４は、図２に示されるそれらと
同じものである。図１２の追尾処理部５１、画像劣化関数導出部６２及びフィルタリング
処理部６３を、図１の映像信号処理部１３に設けておくことができる。撮像部１１の撮影
によって得られたフレーム画像の画像データは、追尾処理部５１及びフィルタリング処理
部６３に与えられる。
【０１０１】
　画像劣化関数導出部６２（以下、導出部６２と略記する）は、バッファメモリ５４に記
憶された追尾結果情報に基づき、縦方向流し撮り効果を得るためにフレーム画像に作用さ
せるべき画像劣化関数を導出する。フィルタリング処理部６３において、この画像劣化関
数に応じたフィルタリングをフレーム画像に施すことで、出力ぶれ画像を生成する。
【０１０２】
　第１実施形態と同様、図３に示すフレーム画像２０１～２０４が撮影されたことを想定
して、導出部６２及びフィルタリング処理部６３の動作を詳説する。第１実施形態と同様
に、フレーム画像２０３が、シャッタボタン２６ｂの押下に従って撮影されるべき静止画
像、即ち基準画像（主画像）であるとする。
【０１０３】
　導出部６２では、任意のフレーム画像が被演算画像として取り扱われる。そして、図１
３に示す如く、被演算画像の全画像領域が水平方向及び垂直方向に複数に分割されること
で被演算画像内に複数の小ブロックが設定される。今、水平方向及ぶ垂直方向の分割数を
夫々Ｐ及びＱとする（Ｐ及びＱは２以上の整数）。各小ブロックは、二次元配列された複
数の画素から形成される。また、被演算画像内の小ブロックの水平位置及び垂直位置を表
す記号としてｐ及びｑを導入する（ｐは１≦ｐ≦Ｐを満たす整数値、且つ、ｑは１≦ｑ≦
Ｑを満たす整数値）。ｐが大きくなるほど、その水平位置は右方向に向かい、ｑが大きく
なるほど、その垂直位置は下方向に向かうものとする。水平位置がｐであって垂直位置が
ｑである小ブロックを小ブロック［ｐ，ｑ］と表記する。
【０１０４】
　導出部６２は、基準画像を含む隣接フレーム画像間における追尾対象領域の大きさの変
化量及び位置の変化量に基づき、小ブロックごとに画像劣化関数を導出する。本例では、
フレーム画像２０３が基準画像であるため、具体的には例えば、フレーム画像２０２及び
２０３間における追尾対象領域の大きさの変化量及び位置の変化量に基づいて、各ブロッ
クの画像劣化関数を導出することができる。
【０１０５】
　図１４（ａ）及び（ｂ）に示す如く、クレーム画像２０２及び２０３に設定された追尾
対象領域２１２及び２１３が矩形領域であるものとし、追尾対象領域２１２の外形である
矩形の４頂点の位置を（ｘ2A，ｙ2A）、（ｘ2B，ｙ2B）、（ｘ2C，ｙ2C）及び（ｘ2D，ｙ

2D）によって表すと共に、追尾対象領域２１３の外形である矩形の４頂点の位置を（ｘ3A
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，ｙ3A）、（ｘ3B，ｙ3B）、（ｘ3C，ｙ3C）及び（ｘ3D，ｙ3D）によって表す。但し、ｘ

2A＝ｘ2D＜ｘ2B＝ｘ2C、ｙ2A＝ｙ2B＜ｙ2D＝ｙ2C、ｘ3A＝ｘ3D＜ｘ3B＝ｘ3C、ｙ3A＝ｙ3B

＜ｙ3D＝ｙ3C、であるとする。図１４（ａ）及び（ｂ）の左から右へ向かう方向はｘ座標
値の増加方向に対応し、図１４（ａ）及び（ｂ）の上から下へ向かう方向はｙ座標値の増
加方向に対応する。これらの頂点の位置も、追尾結果情報に含まれている。
【０１０６】
　導出部６２は、追尾対象領域２１２の４頂点の位置及び追尾対象領域２１３の４頂点の
位置から各ブロックの画像劣化関数を導出することができる。追尾対象領域の４頂点の位
置が分かれば、自動的に追尾対象領域の大きさが決まるため、追尾対象領域の４頂点の位
置は追尾対象領域の大きさを表す情報を含んでいると言える。従って、追尾対象領域２１
２の４頂点の位置及び追尾対象領域２１３の４頂点の位置は、フレーム画像２０２及び２
０３間における追尾対象領域の位置の変化量だけでなく、フレーム画像２０２及び２０３
間における追尾対象領域の大きさの変化量をも表していると言える。
【０１０７】
　図１５は、フレーム画像２０３上に、フレーム画像２０３における追尾対象領域２１３
とフレーム画像２０２における追尾対象領域２１２を重畳図示したものである。ベクトル
ＶＥＣAは位置（ｘ2A，ｙ2A）を始点とし且つ位置（ｘ3A，ｙ3A）を終点とするベクトル
であり、ベクトルＶＥＣBは位置（ｘ2B，ｙ2B）を始点とし且つ位置（ｘ3B，ｙ3B）を終
点とするベクトルであり、ベクトルＶＥＣCは位置（ｘ2C，ｙ2C）を始点とし且つ位置（
ｘ3C，ｙ3C）を終点とするベクトルであり、ベクトルＶＥＣDは位置（ｘ2D，ｙ2D）を始
点とし且つ位置（ｘ3D，ｙ3D）を終点とするベクトルである。
【０１０８】
　導出部６２は、小ブロックごとに画像劣化ベクトルを求める。不等式「ＳＩＺＥ2＜Ｓ
ＩＺＥ3」又は「ＳＩＺＥ3＜ＳＩＺＥ4」が成立し、フレーム画像２０３の撮影時点周辺
における追尾対象領域の大きさの変化方向が増加方向である場合においては、小ブロック
［ｐ，ｑ］に対して、追尾対象領域２１３の中心位置（ｘ3，ｙ3）から当該小ブロック［
ｐ，ｑ］の中心位置に向かう向き又はそれと略同じ向きを持った画像劣化ベクトルが求め
られる。一方、該変化方向が減少方向である場合においては、小ブロック［ｐ，ｑ］に対
して、当該小ブロック［ｐ，ｑ］の中心位置から追尾対象領域２１３の中心位置（ｘ3，
ｙ3）に向かう向き又はそれと略同じ向きを持った画像劣化ベクトルが求められる。小ブ
ロック［ｐ，ｑ］に対する画像劣化ベクトルをＶ［ｐ，ｑ］にて表す。
【０１０９】
　各画像劣化ベクトルの大きさを、ベクトルＶＥＣA、ＶＥＣB、ＶＥＣC及びＶＥＣDに基
づいて決定することができる。
【０１１０】
　具体的には例えば、画像劣化ベクトルの大きさを決定するために、図１６に示す如く、
フレーム画像２０３の全画像領域を位置（ｘ3，ｙ3）を通る水平線３０１及び垂直線３０
２で４分割することで、４つの画像領域３１１～３１４を設定する。水平線３０１及び垂
直線３０２は、夫々、フレーム画像２０３の水平方向及び垂直方向に平行な線である。画
像領域３１１、３１２、３１３及び３１４は、夫々、位置（ｘ3A，ｙ3A）における画素、
位置（ｘ3B，ｙ3B）における画素、位置（ｘ3C，ｙ3C）における画素及び位置（ｘ3D，ｙ

3D）における画素を内包する、フレーム画像２０３の一部画像領域である。画像領域３１
１は水平線３０１の上側且つ垂直線３０２の左側に位置し、画像領域３１２は水平線３０
１の上側且つ垂直線３０２の右側に位置し、画像領域３１３は水平線３０１の下側且つ垂
直線３０２の右側に位置し、画像領域３１４は水平線３０１の下側且つ垂直線３０２の左
側に位置する。
【０１１１】
　そして例えば、画像領域３１１、３１２、３１３及び３１４に属する小ブロックについ
ての画像劣化ベクトルの大きさを、夫々、ベクトルＶＥＣA、ＶＥＣB、ＶＥＣC及びＶＥ
ＣDの大きさに基づいて決定する。
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【０１１２】
　単純には例えば、画像領域３１１、３１２、３１３及び３１４に属する小ブロックにつ
いての画像劣化ベクトルの大きさを、ベクトルＶＥＣA、ＶＥＣB、ＶＥＣC及びＶＥＣDの
大きさと一致させる。
【０１１３】
　或いは例えば、位置（ｘ3，ｙ3）からの距離が大きくなるにつれて、画像劣化ベクトル
の大きさを増大させるようにしてもよい。つまり、画像領域３１１に属する任意の小ブロ
ックに注目した場合、注目小ブロックの中心位置と位置（ｘ3，ｙ3）との距離ｄｉｓが増
大するにつれて、注目小ブロックの画像劣化ベクトルの大きさ｜Ｖ｜を、ベクトルＶＥＣ

Aの大きさ｜ＶＥＣA｜を基準としつつ増大させるようにしてもよい。例えば、｜Ｖ｜＝ｋ

1×｜ＶＥＣA｜＋ｋ2×｜ＶＥＣA｜×ｄｉｓ、に従って大きさ｜Ｖ｜を求める（ｋ1及び
ｋ2は、所定の正の係数）。画像領域３１２～３１４に属する小ブロックの画像劣化ベク
トルについても同様である。但し、画像領域３１２～３１４に属する小ブロックの画像劣
化ベクトルの大きさは、夫々、ベクトルＶＥＣB、ＶＥＣC及びＶＥＣDの大きさを基準と
して決定される。
【０１１４】
　図１７（ａ）は、基準画像の撮影時点周辺における追尾対象領域の大きさの変化方向が
増加方向である場合において導出される各画像劣化ベクトルを、基準画像の例である画像
４０１に重畳して示した図である。図１７（ｂ）は、基準画像の撮影時点周辺における追
尾対象領域の大きさの変化方向が減少方向である場合において導出される各画像劣化ベク
トルを、基準画像の例である画像４０２に重畳して示した図である。図１７（ａ）におけ
る矩形領域４１１は、画像４０１の追尾対象領域そのもの又は画像４０１の追尾対象領域
に包含される領域であり、図１７（ｂ）における矩形領域４１２は、画像４０２の追尾対
象領域そのもの又は画像４０２の追尾対象領域に包含される領域である。後にも述べられ
るが、出力ぶれ画像を生成するに当たり、領域４１１及び４１２内の画像を劣化させる必
要はないため、領域４１１及び４１２に対して画像劣化ベクトルは算出されない。
【０１１５】
　画像劣化ベクトルの算出がなされない小ブロックを、特に被写体ブロックと呼び、それ
以外の小ブロックを特に背景ブロックと呼ぶ。上述の説明から理解されるように、被写体
ブロックには、追尾対象を表す画像データが存在している。背景ブロックには主として背
景の画像データが存在することになるが、追尾対象領域近傍の背景ブロックには、追尾対
象の端部を表す画像データが存在しうる。
【０１１６】
　従って例えば、フレーム画像２０３の追尾対象領域２１３が、小ブロック［８，６］、
［９，６］、［８，７］及び［９，７］の合成領域と一致しているならば、或いは、該合
成領域を包含し且つ該合成領域よりも若干大きい領域であるならば、小ブロック［８，６
］、［９，６］、［８，７］及び［９，７］が被写体ブロックとなり、他の小ブロックが
背景ブロックとなる。
【０１１７】
　フレーム画像２０３の背景ブロック［ｐ，ｑ］内の点像が、フレーム画像２０３の露光
期間中に、画像劣化ベクトルＶ［ｐ，ｑ］の向きに画像劣化ベクトルＶ［ｐ，ｑ］の大き
さの分だけ移動（例えば等速移動）したと仮定すると、その点像は、フレーム画像２０３
内でぶれた像となる。このぶれを意図的に含ませた画像を劣化画像として捉える。そうす
ると、劣化画像は、画像劣化ベクトルに基づく上記点像の移動によって、フレーム画像２
０３を劣化させた画像であると考えることができる。この劣化過程を表す関数は、画像劣
化関数の一種である点広がり関数（Point Spread Function;以下、ＰＳＦという）である
。導出部６２は、背景ブロックごとに、画像劣化ベクトルに応じたＰＳＦを画像劣化関数
として求める。
【０１１８】
　フィルタリング処理部６３では、背景ブロックごとに、ＰＳＦを用いた畳み込み演算を
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基準画像（今の例においてフレーム画像２０３）に対して行うことで出力ぶれ画像を生成
する。実際には、ＰＳＦを基準画像に作用させるための二次元の空間フィルタがフィルタ
リング処理部６３に実装されており、導出部６２にて、背景ブロックごとに該空間フィル
タのフィルタ係数をＰＳＦに応じて算出する。フィルタリング処理部６３は、算出された
フィルタ係数を用いて背景ブロックごとに基準画像を空間フィルタリングする。この空間
フィルタリングによって、基準画像の背景ブロック内の画像が劣化し、基準画像の背景ブ
ロック内の画像に上記のようなぶれが含まれることとなる。基準画像（今の例においてフ
レーム画像２０３）に空間フィルタリングを施すことで得られる結果画像が出力ぶれ画像
として、フィルタリング処理部６３より出力される。
【０１１９】
　図１８を参照して、撮影モードにおいて出力ぶれ画像を生成する動作の流れを説明する
。図１８は、この動作の流れを表すフローチャートである。図１８のフローチャートは、
第１実施形態における図９のステップＳ１１～Ｓ２０の内、ステップＳ１５～Ｓ１８を、
ステップＳ５１及びＳ５２に置き換えたものに相当する。
【０１２０】
　従って、まず、撮影モードにおいて、第１実施形態におけるものと同様のステップＳ１
１～Ｓ１４の処理が実行され、ステップＳ１４にて基準画像の決定後に、ステップＳ５１
及びＳ５２の処理が実行される。ステップＳ５１では、上述の如く、導出部６２が、基準
画像を含む隣接フレーム画像間における追尾対象領域の大きさの変化量及び位置の変化量
に基づき、小ブロックごとに画像劣化関数を導出する。続くステップＳ５２において、フ
ィルタリング処理部６３が、ステップＳ５２にて導出された画像劣化関数に応じたフィル
タリングを基準画像に施すことで出力ぶれ画像を生成する。その後、出力ぶれ画像の画像
データは、ステップＳ１９において、外部メモリ１８に記録される。この際、基準画像の
画像データも外部メモリ１８に記録するようにしてもよい。画像データの記録後、撮影の
終了を指示する操作があったならば、図１８の動作を終了し、該操作がなかったならばス
テップＳ１１に戻ってステップＳ１１以降の処理を繰り返し実行する（ステップＳ２０）
。
【０１２１】
　図９の動作を図１０及び図１１の動作に変更するのと同様に、撮影モードにおいて出力
ぶれ画像を生成するのではなく、出力ぶれ画像を生成するための画像処理を再生モードに
おいて実行することも可能である。この場合は、撮影モードにおいて、基準画像の画像デ
ータと基準画像から出力ぶれ画像を生成するために必要な関連記録情報を互いに関連付け
で外部メモリ１８に記録しておき、再生モードにおいて、外部メモリ１８から該関連記録
情報を基準画像の画像データと共に読み出して導出部６２及びフィルタリング処理部６３
に与えればよい。
【０１２２】
　関連記録情報の形態は、それを用いて出力ぶれ画像が生成できる限り、任意である。例
えば、フレーム画像２０３が基準画像である場合、第２実施形態における関連記録情報は
、フレーム画像２０２及び２０３の追尾結果情報そのものであっても良いし、その追尾結
果情報から求めた画像劣化ベクトルを表す情報であっても良いし、その画像劣化ベクトル
に応じた上記フィルタ係数を表す情報であっても良い。
【０１２３】
　第２実施形態によっても、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１２４】
＜＜第３実施形態＞＞
　本発明の第３実施形態を説明する。外部メモリ１８の記録データに基づいて基準画像か
ら出力ぶれ画像を生成する画像処理を、撮像装置と異なる電子機器にて実現することも可
能である（撮像装置も電子機器の一種である）。撮像装置と異なる電子機器とは、例えば
、表示部２７と同様の表示部を備え、該表示部上に任意の画像を表示することのできる、
パーソナルコンピュータ等の画像再生装置（不図示）である。
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【０１２５】
　この場合、第１又は第２実施形態で述べたように、撮像装置１の撮影モードにおいて基
準画像の画像データ及び関連記録情報を外部メモリ１８に互いに関連付けて記録しておく
。一方で、例えば、上記画像再生装置に図２のスケール変換部５２及び画像合成部５３を
設けておき、外部メモリ１８に記録された基準画像の画像データ及び関連記録情報を画像
再生装置内のスケール変換部５２及び画像合成部５３に与えることで出力ぶれ画像を生成
することができる。或いは例えば、上記画像再生装置に図１２の導出部６２及びフィルタ
リング処理部６３を設けておき、外部メモリ１８に記録された基準画像の画像データ及び
関連記録情報を画像再生装置内の導出部６２及びフィルタリング処理部６３に与えること
で出力ぶれ画像を生成することができる。画像再生装置にて生成された出力ぶれ画像を、
画像再生装置の表示部上に表示することができる。
【０１２６】
＜＜第４実施形態＞＞
　本発明の第４実施形態に係る撮像装置を説明する。第４実施形態に係る撮像装置の全体
的な構成は、図１に示されるそれと同じである。従って、第４実施形態に係る撮像装置も
、符号１によって参照する。第４実施形態は、第１実施形態の一部を変形したものに相当
する。第４実施形態において、特に述べない事項に関しては、第１実施形態の記載が第４
実施形態にも適用される。
【０１２７】
　第４及び後述の第５実施形態に係る撮像装置１は、第１実施形態において得られるもの
と同等又は類似の出力ぶれ画像を対象入力画像から生成することができる。対象入力画像
とは、シャッタボタン２６ｂの押下に従って撮像部１１により撮影される静止画像、或い
は、ユーザにより指定された任意の静止画像である。対象入力画像としての静止画像の画
像データを内部メモリ１７又は外部メモリ１８に記録しておき、必要なときにそれを読み
出すことができる。対象入力画像は、第１実施形態における基準画像（主画像）に相当す
る。
【０１２８】
　第４実施形態に係る撮像装置１には、図１９のスケール変換部５２及び画像合成部５３
が備えられており、それらは図２に示されるものと同じものである。図２０を参照して、
第４実施形態に係る出力ぶれ画像を生成する動作の流れを説明する。図２０は、この動作
の流れを表すフローチャートである。ステップＳ１０１～Ｓ１０７の処理が順次実行され
る。ステップＳ１０１～Ｓ１０７の処理は、撮影モードにおいて実行されても良いし、再
生モードにおいて実行されても良い。ステップＳ１０１～Ｓ１０７の処理の内、一部の処
理を撮影モードにおいて実行し、残りの処理を再生モードにおいて実行するようにしても
良い。
【０１２９】
　まず、ステップＳ１０１において、対象入力画像の画像データが取得される。撮影モー
ドにおいてステップＳ１０１を実行する場合、対象入力画像は、ステップＳ１０１の直前
に成されたシャッタボタン２６ｂの押下に従って得られる１枚のフレーム画像であり、再
生モードにおいてステップＳ１０１を実行する場合、対象入力画像は、外部メモリ１８或
は他の任意の記録媒体（不図示）から読み出された１枚の静止画像である。
【０１３０】
　次に、ステップＳ１０２において、ＣＰＵ２３はぶれ基準領域を設定し、その設定結果
をスケール変換部５２に与える（図１９参照）。ぶれ基準領域は、対象入力画像の全画像
領域の一部であり、ステップＳ１０２において、ぶれ基準領域の中心位置及び大きさが設
定される。今、ステップＳ１０１にて取得される対象入力画像が図２１の画像５０３であ
るとする。対象入力画像５０３は図３のフレーム画像２０３に対応するものである、と考
えることができる。図２１において、矩形領域５１３は対象入力画像５０３に設定された
ぶれ基準領域であり、ぶれ基準領域５１３の中心位置を（ｘ3’，ｙ3’）にて表す。
【０１３１】
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　ユーザは、所定の中心位置設定操作を撮像装置１に成すことで中心位置（ｘ3’，ｙ3’
）を自由に指定することができると共に、所定の大きさ設定操作を撮像装置１に成すこと
でぶれ基準領域５１３の大きさ（水平及び垂直方向の大きさ）を自由に指定することがで
きる。中心位置設定操作及び大きさ設定操作は、操作部２６に対する操作であっても良い
し、表示部２７にタッチパネルが備えられている場合には、そのタッチパネル対する操作
であっても良い。タッチパネルを用いた操作の実現には操作部２６も関与しており、本実
施形態において、操作部２６に対する操作とはタッチパネルを用いた操作をも含んでいる
ものとする（上述又は後述の他の実施形態においても同様）。また、ユーザは、操作部２
６に対する所定操作によってぶれ基準領域の形状をも自由に指定することができる。ぶれ
基準領域５１３の形状は矩形でなくても構わないが、今、それは矩形であるとする。
【０１３２】
　ぶれ基準領域５１３の中心位置、大きさ及び形状の全部又は一部を指定する操作が操作
部２６に対して成された場合は、その操作内容に従ってぶれ基準領域５１３を設定するこ
とができる。但し、ぶれ基準領域５１３の中心位置は予め固定的に定められた位置（例え
ば、対象入力画像５０３の中心位置）であっても良い。同様に、ぶれ基準領域５１３の大
きさ及び形状は、予め固定的に定められた大きさ及び形状であっても良い。
【０１３３】
　図１９のスケール変換部５２には、ぶれ基準領域５１３を規定する情報に加えて、ぶれ
量を規定する情報が与えられている。ぶれ量は、第１実施形態における「追尾対象領域の
大きさの変化量」に対応する量であり、出力ぶれ画像上のぶれの大きさに影響を与える。
ユーザは操作部２６を介してぶれ量を自由に指定することができる。或いは、ぶれ量は予
め固定的に定められた量であっても良い。ぶれ量が定まれば、上限拡大率ＳＡMAXが自動
的に定まる。従って、第４実施形態における上限拡大率ＳＡMAXはユーザによって指定さ
れる或いは予め固定的に定められていると言え、上限拡大率ＳＡMAXそのものがぶれ量で
あると捉えても構わない。
【０１３４】
　ステップＳ１０３において、スケール変換部５２は、与えられたぶれ量から上限拡大率
ＳＡMAXを設定すると共に、上限拡大率ＳＡMAXに基づいて第１～第ｎの拡大率を設定する
。上限拡大率ＳＡMAX及び第１～第ｎの拡大率の意義は第１実施形態で述べた通りである
。
【０１３５】
　第１～第ｎの拡大率の設定後、ステップＳ１０４～Ｓ１０７の処理により、対象入力画
像５０３に基づく出力ぶれ画像５４０が生成される。この生成方法を、図２２を参照して
説明する。
【０１３６】
　今、説明の具体化のため、上限拡大率ＳＡMAXが１．１５倍以上であって且つ１．２０
倍未満である場合を想定する。この場合、スケール変換部５２は、３種類の拡大率１．０
５倍、１．１０倍及び１．１５倍を設定する。そして、図２２に示す如く、拡大率１．０
５倍にて対象入力画像５０３を拡大スケール変換することでスケール変換画像５０３Ａを
生成し、拡大率１．１０倍にて対象入力画像５０３を拡大スケール変換することでスケー
ル変換画像５０３Ｂを生成し、拡大率１．１５倍にて対象入力画像５０３を拡大スケール
変換することでスケール変換画像５０３Ｃを生成する。
【０１３７】
　スケール変換画像５０３Ａ、５０３Ｂ及び５０３Ｃを生成するための拡大スケール変換
は、対象入力画像５０３の中心Ｏを基準として行われる。即ち、中心Ｏに自身の中心が配
置された矩形の抽出枠５２３を対象入力画像５０３内に設定し、抽出枠５２３内の画像を
拡大率１．０５倍で拡大スケール変換することでスケール変換画像５０３Ａを生成する。
スケール変換画像５０３Ａを生成する際の抽出枠５２３の大きさは、水平及び垂直方向の
夫々において、対象入力画像５０３の大きさの（１／１．０５）倍である。スケール変換
画像５０３Ｂ及び５０３Ｃは、夫々、抽出枠５２３内の画像を拡大率１．１０倍及び１．
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１５倍で拡大スケール変換することで生成される。但し、スケール変換画像５０３Ｂを生
成する際の抽出枠５２３の大きさは、水平及び垂直方向の夫々において、対象入力画像５
０３の大きさの（１／１．１０）倍であり、スケール変換画像５０３Ｃを生成する際の抽
出枠５２３の大きさは、水平及び垂直方向の夫々において、対象入力画像５０３の大きさ
の（１／１．１５）倍である。
【０１３８】
　図２２において、矩形領域５１３Ａ、５１３Ｂ及び５１３Ｃは、夫々、スケール変換画
像５０３Ａ、５０３Ｂ及び５０３Ｃにおけるぶれ基準領域を表し、位置（ｘA’，ｙA’）
、（ｘB’，ｙB’）及び（ｘC’，ｙC’）は、夫々、ぶれ基準領域５１３Ａ、５１３Ｂ及
び５１３Ｃの中心位置を表す。
【０１３９】
　スケール変換画像５０３Ａ、５０３Ｂ及び５０３Ｃは画像合成部５３によって合成され
るが、この合成に先立ち、各スケール変換画像を平行移動させるための幾何学的変換を各
スケール変換画像に対して施す。この幾何学的変換を、第１実施形態と同様、位置補正と
呼ぶ。位置補正は画像合成部５３で行われるが、それをスケール変換部５２にて行うよう
にしても良い。
【０１４０】
　ｎ枚のスケール変換画像が第１～第ｎのスケール変換画像から成るものとし、第ｉの拡
大率を用いた拡大スケール変換にて得られるスケール変換画像が第ｉのスケール変換画像
であるとする。ここで、ｉは１以上ｎ以下の整数であり、第（ｉ＋１）の拡大率は第ｉの
拡大率よりも大きいとする。図２２の具体例では、第１、第２及び第３の拡大率が、夫々
、１．０５倍、１．１０倍及び１．１５倍である。第１～第ｎの拡大率を用いた拡大スケ
ール変換により、第１～第ｎのスケール変換画像としての画像５０３Ａ、５０３Ｂ及び５
０３Ｃを得るための処理が、ステップＳ１０４にて行われる。
【０１４１】
　ステップＳ１０４又はＳ１０５において、画像合成部５３は、第ｉのスケール変換画像
上のぶれ基準領域の中心位置を位置（ｘ3’，ｙ3’）へと平行移動させる位置補正を行う
。即ち、画像合成部５３は、スケール変換画像５０３Ａ上の位置（ｘA’，ｙA’）におけ
る画素を位置（ｘ3’，ｙ3’）における画素へと平行移動させる位置補正をスケール変換
画像５０３Ａに施すことで、位置補正後のスケール変換画像５０３Ａ’を生成する。同様
に、スケール変換画像５０３Ｂの位置（ｘB’，ｙB’）における画素を位置（ｘ3’，ｙ3

’）へと平行移動させる位置補正をスケール変換画像５０３Ｂに施すことで位置補正後の
スケール変換画像５０３Ｂ’を生成し、スケール変換画像５０３Ｃの位置（ｘC’，ｙC’
）における画素を位置（ｘ3’，ｙ3’）へと平行移動させる位置補正をスケール変換画像
５０３Ｃに施すことで位置補正後のスケール変換画像５０３Ｃ’を生成する。図２２にお
いて、矩形領域５１３Ａ’、５１３Ｂ’及び５１３Ｃ’は、夫々、スケール変換画像５０
３Ａ’、５０３Ｂ’及び５０３Ｃ’におけるぶれ基準領域を表している。
【０１４２】
　尚、上述の例では、スケール変換後に位置補正のための幾何学的変換を実行しているが
、位置補正のための幾何学的変換をスケール変換のための線形変換に含めておくことで、
対象入力画像５０３から、直接、スケール変換画像５０３Ａ’、５０３Ｂ’及び５０３Ｃ
’を生成するようにしてもよい。また、位置（ｘ3’，ｙ3’）が中心Ｏの位置と一致して
いる場合においては、上記の位置補正は不要である（換言すれば、位置（ｘ3’，ｙ3’）
が中心Ｏの位置と一致している場合には、画像５０３Ａ、５０３Ｂ及び５０３Ｃは、夫々
、画像５０３Ａ’、５０３Ｂ’及び５０３Ｃ’と同じものとなる）。
【０１４３】
　ステップＳ１０５において、画像合成部５３は、第１実施形態と同様の方法にて、位置
補正後の第１～第ｎのスケール変換画像を合成することにより中間合成画像を生成する。
図２２の具体例では、スケール変換画像５０３Ａ’、５０３Ｂ’及び５０３Ｃ’を合成す
ることで中間合成画像５３０が得られる。中間合成画像５３０における位置（ｘ3’，ｙ3
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’）の画素信号は、画像５０３Ａ’、５０３Ｂ’及び５０３Ｃ’における位置（ｘ3’，
ｙ3’）の画素信号を単純平均することで或いは重み付け平均することで生成される。位
置（ｘ3’，ｙ3’）以外の画素信号についても同様である。
【０１４４】
　ステップＳ１０６において、画像合成部５３は、第１実施形態と同様の方法にて、対象
入力画像５０３のぶれ基準領域５１３内の画像を中間合成画像５３０に嵌め込み合成する
ことにより出力ぶれ画像５４０を生成する。この嵌め込み合成は、ぶれ基準領域５１３上
における中心位置（ｘ3’，ｙ3’）を中間合成画像５３０上における位置（ｘ3’，ｙ3’
）と一致させた状態で行われ、中間合成画像５３０内の位置（ｘ3’，ｙ3’）を中心とす
る一部画像がぶれ基準領域５１３内の画像に置き換えられることで、出力ぶれ画像５４０
が生成される。従って、出力ぶれ画像５４０の位置（ｘ3’，ｙ3’）には、対象入力画像
５０３の位置（ｘ3’，ｙ3’）の画像データが存在することとなる。
【０１４５】
　生成された出力ぶれ画像５４０の画像データは、ステップＳ１０７において、外部メモ
リ１８に記録される。この際、対象入力画像５０３の画像データも外部メモリ１８に記録
するようにしてもよい。
【０１４６】
　拡大スケール変換を用いた図２０の処理によって、撮像装置１に近づくように移動する
移動体にピントがあったような縦方向流し撮り効果を有する出力ぶれ画像を生成すること
ができるが、拡大スケール変換の代わりに縮小スケール変換を用いることもできる。この
場合、ステップＳ１０３において上限拡大率ＳＡMAX及び第１～第ｎの拡大率の代わりに
下限縮小率ＳＢMAX及び第１～第ｎの縮小率がぶれ量に基づき設定され、ステップＳ１０
４において第１～第ｎの縮小率を用いた縮小スケール変換により第１～第ｎのスケール変
換画像が生成されることになる。第１実施形態で述べられた、縮小スケール変換を用いて
出力ぶれ画像を生成する方法が、本実施形態にも適用される。ユーザは、拡大スケール変
換を用いて出力ぶれ画像を生成するのか、或いは、縮小スケール変換を用いて出力ぶれ画
像を生成するのかを、操作部２６を介して指定することができる。
【０１４７】
　本実施形態によっても第１実施形態と同様の効果が得られる。つまり、対象入力画像が
図５の画像２５３であったのならば、画像２５３から図８の出力ぶれ画像２９０と同等の
出力ぶれ画像を生成することができる。更に、本実施形態によれば、このような出力ぶれ
画像を１枚の画像から生成することが可能となる。
【０１４８】
＜＜第５実施形態＞＞
　本発明の第５実施形態を説明する。第５実施形態に係る撮像装置の全体的な構成は、図
１に示されるそれと同じである。従って、第５実施形態に係る撮像装置も、符号１によっ
て参照する。第５実施形態において、特に述べない事項に関しては、第１、第２及び第４
実施形態の記載が第５実施形態にも適用される。
【０１４９】
　第５実施形態に係る撮像装置１は、第２実施形態で述べた方法に類似する方法を利用し
て、対象入力画像から出力ぶれ画像を生成する。第５実施形態に係る撮像装置１には、図
２３の画像劣化関数導出部６２及びフィルタリング処理部６３が備えられており、それら
は図１２に示されるものと同じものである。
【０１５０】
　第５実施形態においては、第４実施形態で述べたぶれ基準領域及びぶれ量を規定する情
報が導出部６２に与えられる。ぶれ基準領域及びぶれ量の設定方法は、第４実施形態で述
べた通りである。今、説明の具体化のため、第４実施形態の具体例と同様、対象入力画像
及びぶれ基準領域が夫々対象入力画像５０３及びぶれ基準領域５１３であって、ぶれ基準
領域５１３の中心位置が位置（ｘ3’，ｙ3’）である場合を想定する（図２１参照）。
【０１５１】
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　第２実施形態で述べたように、被演算画像としての対象入力画像５０３の全画像領域内
に複数の小ブロックが設定される（図１３参照）。導出部６２は、ぶれ基準領域及びぶれ
量を規定する情報に基づき、小ブロックごとに画像劣化関数を導出する。図２４に示す如
く、小ブロック［ｐ，ｑ］の画像劣化関数の元となる画像劣化ベクトルＶ［ｐ，ｑ］は、
位置（ｘ3’，ｙ3’）から小ブロック［ｐ，ｑ］の中心位置に向かう向きを有する。従っ
て、図１７（ａ）の画像４０１が対象入力画像５０３であるならば、図１７（ａ）の複数
の矢印で表されるような複数の画像劣化ベクトルが導出される。ここで、矩形領域４１１
に対しては画像劣化ベクトルの導出が成されない。図１７（ａ）の画像４０１が対象入力
画像５０３である場合、矩形領域４１１は、ぶれ基準領域５１３そのもの又はぶれ基準領
域５１３に包含される領域である。
【０１５２】
　第２実施形態と同様、画像劣化ベクトルの算出がなされない小ブロックを、特に被写体
ブロックと呼び、それ以外の小ブロックを特に背景ブロックと呼ぶ。従って例えば、対象
入力画像５０３のぶれ基準領域５１３が、小ブロック［８，６］、［９，６］、［８，７
］及び［９，７］の合成領域と一致しているならば、或いは、該合成領域を包含し且つ該
合成領域よりも若干大きい領域であるならば、小ブロック［８，６］、［９，６］、［８
，７］及び［９，７］が被写体ブロックとなり、他の小ブロックが背景ブロックとなる。
全ての背景ブロックの合成領域は背景領域に相当する。
【０１５３】
　各背景ブロックの画像劣化ベクトルの大きさを、設定されたぶれ量に基づいて決定する
ことができる。各背景ブロックの画像劣化ベクトルの大きさは、設定されたぶれ量が増大
するにつれて増大する。
【０１５４】
　この際、画像劣化ベクトルの大きさを、全ての背景ブロック間で同じとすることができ
る。或いは、位置（ｘ3’，ｙ3’）からの距離が大きくなるにつれて、画像劣化ベクトル
の大きさを増大させるようにしてもよい。つまり、注目背景ブロックの中心位置と位置（
ｘ3’，ｙ3’）との距離ｄｉｓ’が増大するにつれて、注目背景ブロックの画像劣化ベク
トルの大きさを、設定されたぶれ量を基準としつつ増大させるようにしてもよい。更に或
いは、操作部２６を用いて背景ブロックごとのぶれ量がユーザにより指定されている場合
には、背景ブロックごとのぶれ量に基づき、背景ブロックごとに画像劣化ベクトルの大き
さを決定するようにしても良い。
【０１５５】
　導出部６２は、背景ブロックごとに、画像劣化ベクトルに応じたＰＳＦを画像劣化関数
として求め、フィルタリング処理部６３は、背景ブロックごとに、ＰＳＦを用いた畳み込
み演算を対象入力画像５０３に対して行うことで出力ぶれ画像を生成する。背景ブロック
ごとの画像劣化ベクトルを用いて対象入力画像から出力ぶれ画像を生成する方法は、第２
実施形態で述べた、背景ブロックごとの画像劣化ベクトルを用いて基準画像から出力ぶれ
画像を生成する方法と同じである。第２実施形態の記載を本実施形態に適用する場合、第
２実施形態におけるフレーム画像２０３又は基準画像を、対象入力画像５０３に読み替え
れば良い。
【０１５６】
　図２５を参照して、第５実施形態に係る出力ぶれ画像を生成する動作の流れを説明する
。図２５は、この動作の流れを表すフローチャートである。ステップＳ１２１～Ｓ１２５
の処理が順次実行される。ステップＳ１２１～Ｓ１２５の処理は、撮影モードにおいて実
行されても良いし、再生モードにおいて実行されても良い。ステップＳ１２１～Ｓ１２５
の処理の内、一部の処理を撮影モードにおいて実行し、残りの処理を再生モードにおいて
実行するようにしても良い。
【０１５７】
　ステップＳ１２１及びＳ１２２の処理は、図２０のステップＳ１０１及びＳ１０２のそ
れと同じである。即ち、ステップＳ１２１において、対象入力画像の画像データが取得さ
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れ、ステップＳ１２２において、ＣＰＵ２３は、操作部２６を介したユーザの指定内容に
基づき或いは予め固定的に定められた内容に基づきぶれ基準領域を設定する。この設定内
容には、ぶれ基準領域の中心位置、大きさ及び形状が含まれる。
【０１５８】
　ステップＳ１２３において、導出部６２は、操作部２６を介してユーザにより指定され
たぶれ量又は予め固定的に定められたぶれ量と、ステップＳ１２２にて設定された内容に
基づき、背景ブロックごとに画像劣化関数を導出する。続くステップＳ１２４において、
フィルタリング処理部６３が、ステップＳ１２３にて導出された画像劣化関数に応じたフ
ィルタリングを対象入力画像に施すことで出力ぶれ画像を生成する。その後、出力ぶれ画
像の画像データは、ステップＳ１２５において、外部メモリ１８に記録される。この際、
対象入力画像の画像データも外部メモリ１８に記録するようにしてもよい。
【０１５９】
　上述の具体例では、撮像装置１に近づくように移動する移動体にピントを合わせたよう
な出力ぶれ画像（以下、第１出力ぶれ画像と呼ぶ）を生成しているが、上述と同様の方法
にて、撮像装置１から遠のくように移動する移動体にピントを合わせたような出力ぶれ画
像（以下、第２出力ぶれ画像と呼ぶ）を生成することも可能である。第２出力ぶれ画像を
生成する際には、背景ブロックの画像劣化ベクトルの向きを、第１出力ぶれ画像を生成す
る場合のそれの逆にすれば足る。第１及び第２出力ぶれ画像のどちらを生成するのかを、
ユーザは操作部２６を用いて指定することができる。
【０１６０】
　上述の如く、ぶれ基準領域の位置及び注目背景ブロックの位置間を結ぶ方向と平行とな
るように注目背景ブロックの画像劣化ベクトルの向きを設定することにより、ぶれ基準領
域から流れ出すような或いはぶれ基準領域に向かうようなぶれが出力ぶれ画像上に発生し
、ぶれ基準領域内の被写体を移動体として捉えたような縦方向流し撮り効果を得ることが
できる。つまり、第５実施形態によっても、第４実施形態と同様の効果を得ることができ
る。
【０１６１】
＜＜第６実施形態＞＞
　本発明の第６実施形態を説明する。対象入力画像から出力ぶれ画像を生成する画像処理
を、撮像装置と異なる電子機器にて実現することも可能である（撮像装置も電子機器の一
種である）。撮像装置と異なる電子機器とは、例えば、表示部２７と同様の表示部を備え
、該表示部上に任意の画像を表示することのできる、パーソナルコンピュータ等の画像再
生装置（不図示）である。
【０１６２】
　例えば、上記画像再生装置に図１９のスケール変換部５２及び画像合成部５３を設けて
おき、外部メモリ１８に記録された対象入力画像の画像データを画像再生装置内のスケー
ル変換部５２及び画像合成部５３に与えることで出力ぶれ画像を生成することができる。
或いは例えば、上記画像再生装置に図２３の導出部６２及びフィルタリング処理部６３を
設けておき、外部メモリ１８に記録された対象入力画像の画像データを画像再生装置内の
導出部６２及びフィルタリング処理部６３に与えることで出力ぶれ画像を生成することが
できる。画像再生装置にて生成された出力ぶれ画像を、画像再生装置の表示部上に表示す
ることができる。操作部２６と同等の操作部を上記画像再生装置に設けておけば、その操
作部を介してユーザはぶれ基準領域及びぶれ量などを指定することができる。
【０１６３】
　上述した説明文中に示した具体的な数値は、単なる例示であって、当然の如く、それら
を様々な数値に変更することができる。
【０１６４】
　図１の撮像装置１を、ハードウェア、或いは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わ
せによって構成することができる。特に、追尾処理部５１、スケール変換部５２、画像合
成部５３、導出部６２及びフィルタリング処理部６３の機能は、ハードウェアのみ、ソフ



(28) JP 2010-268441 A 2010.11.25

10

トウェアのみ、または、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実現可能であ
る。それらの機能の全部または一部を、プログラムとして記述し、該プログラムをプログ
ラム実行装置（例えばコンピュータ）上で実行することによって、その機能の全部または
一部を実現するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１６５】
　　１　撮像装置
　１１　撮像部
　３３　撮像素子
　５１　追尾処理部
　５２　スケール変換部
　５３　画像合成部
　６２　画像劣化関数導出部
　６３　フィルタリング処理部

【図１】 【図２】
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