
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　 輝度基準画像の画像信号を生成する信号生
成手段と、
　前記入力画像信号と前記輝度基準画像の画像信号を用いて、前記入力画像信号に基づく
表示画像と前記輝度基準画像を合わせて 画像信号を生成す
る混合手段とを有する
ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項２】
　前記判別手段では、最も多い色を判別するものとし、
　前記信号生成手段では、前記判別手段で判別された色で前記輝度基準画像を表示させる
画像信号を生成する
ことを特徴とする請求項 記載の画像表示制御装置。
【請求項３】
　前記信号生成手段で前記輝度基準画像の画像信号を生成するための設定情報を記憶する
記憶手段を設けた
ことを特徴とする請求項 記載の画像表示制御装置。
【請求項４】
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　前記入力画像信号と前記輝度基準画像の画像信号を用いて、前記入力画像信号に基づく
表示画像と前記輝度基準画像を合わせて

ことを特徴とする画像表示制御方法。
【請求項５】
　前記色判別で最も多い色を判別するものとし、
　前記判別された色で前記輝度基準画像を表示させる画像信号を生成する
ことを特徴とする請求項 記載の画像表示制御方法。
【請求項６】
　前記輝度基準画像の画像信号を生成するための設定情報を記憶する
ことを特徴とする請求項 記載の画像表示制御方法。
【請求項７】
　被写体を撮影して撮影画像信号を生成する撮影画像信号生成手段と、
　
　 輝度基準画像の画像信号を生成する信号生
成手段と、
　前記撮影画像信号と前記輝度基準画像の画像信号を用いて、前記撮影画像信号に基づく
表示画像と前記輝度基準画像を合わせて 画像信号を生成す
る混合手段とを有する
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項８】
　前記判別手段では、最も多い色を判別するものとし、
　前記信号生成手段では、前記判別手段で判別された色で前記輝度基準画像を表示させる
画像信号を生成する
ことを特徴とする請求項 記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記信号生成手段で前記輝度基準画像の画像信号を生成するための設定情報を記憶する
記憶手段を設けた
ことを特徴とする請求項 記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は画像表示制御装置と画像表示制御方法及び撮像装置に関する。詳しくは、入力
画像信号や撮影画像信号に輝度判別の基準となる輝度基準画像の画像信号を用いて、入力
画像信号に基づく表示画像や撮影画像と輝度基準画像を合わせて表示することで、撮影画
像の明るさの確認等を容易に行えるようにするものである。
【０００２】
【従来の技術】
テレビジョン番組制作等では、番組の撮影や編集及び送出等のディジタル化が図られてい
るが、ディジタル技術の進展に伴う高画質化や機器の低価格化に伴い、映画製作等におい
てもディジタル化が進められており、例えばフィルムに撮影画像を記録するフィルムカメ
ラに代えて、撮影画像の画像信号を得るビデオカメラが用いられている。
【０００３】
ここで、フィルムカメラを用いる場合、効果的な演出を行うためだけでなく、フィルムカ
メラのビューファインダー上の画像とフィルムに記録された画像とで輝度レベルが異なる
ことから、照度計を用いて被写体の受光量を測定して露出を調整する操作が行われている
。また、ビデオカメラを用いる場合にも、ビデオカメラのダイナミックレンジはフィルム
カメラに比べて狭く、被写体の受光量の差が与える影響が大きいことから、照度計を用い
て被写体の受光量を精度良く管理することが行われている。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、撮像装置例えばビデオカメラを用いる場合、陰極線管等の画像表示デバイスを
用いて構成された画像表示装置である電子ビューファインダーの画面上に撮影画像が表示
される。また、電子ビューファインダーでは、表示画像の輝度やコントラストが調整可能
とされており、撮影毎及び各ビデオカメラ毎に、表示画像の輝度やコントラストが一定と
なるように例えば波形モニタ装置を用いて調整が行われる。
【０００５】
このため、撮影が長時間・長期間に渡る場合や、撮影に用いられるビデオカメラの台数が
多いと、調整のための時間や労力が多大となると共に、調整のための機器も多く必要とな
ってしまう。
【０００６】
また、屋外撮影では天候の変化や時間の経過と共に被写体の受光量が変化してしまう。こ
のため、所望の撮影画像を得るためには、多数点の受光量を度々測定して、測定結果に基
づきビデオカメラの絞り調整等を行う必要があり、効率よく撮影を行うことができない。
【０００７】
そこで、この発明では、画像表示装置の輝度やコントラストの調整を容易に行うことがで
きると共に、撮影画像の明るさを容易に確認できる画像表示制御装置と画像表示制御方法
及び撮像装置を提供するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係る画像表示制御装置は、

輝度基準画像の画像信号を生成する信
号生成手段と、前記入力画像信号と前記輝度基準画像の画像信号を用いて、前記入力画像
信号に基づく表示画像と前記輝度基準画像を合わせて 画像
信号を生成する混合手段とを有するものである。また、信号生成手段で輝度基準画像の画
像信号を生成するための設定情報を記憶する記憶手段を設けたものである。
【０００９】
　また、この発明に係る画像表示制御方法は、

前記入力
画像信号と前記輝度基準画像の画像信号を用いて、前記入力画像信号に基づく表示画像と
前記輝度基準画像を合わせて もので
ある。
【００１０】
　さらに、この発明に係る撮像装置は、被写体を撮影して撮影画像信号を生成する撮影画
像信号生成手段と、

輝度基準画像の画像信号を生成する信号生成手段と、撮像画像
信号と輝度基準画像の画像信号を用いて、撮像画像信号に基づく表示画像と輝度基準画像
を合わせて 画像信号を生成する混合手段とを有するもので
ある。 信号生成手段で輝度基準画像の画像信号を生成するための設定情報を記憶す
る記憶手段を設けたものである。
【００１１】
この発明においては、例えばビデオカメラで被写体を撮影して得られた撮影画像信号に、
輝度判別の基準となる輝度基準画像の画像信号が混合されて、電子ビューファインダー等
の画像表示装置の画面上に、撮影画像と輝度基準画像が合わせて表示される。この輝度基
準画像は、所定の階調を示す連続的輝度基準画像、撮影時に好適な所望の階調を示す撮影
輝度基準画像、画像表示装置の輝度やコントラストの調整に用いる高輝度調整用と低輝度
調整用の輝度基準画像の少なくとも１つを有するものとされる。ここで、画像表示装置の
輝度やコントラストの調整に用いる高輝度調整用と低輝度調整用の輝度基準画像の階調差
は、連続的輝度基準画像等よりも小さいものとされる。また、撮影画像信号の信号判別、
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例えばアスペクト比や色の判別が行われて、電子ビューファインダーの画面上に撮影画像
を表示したときに画像の無い領域が生じるときには、この画像の無い領域に輝度基準画像
が表示され、画像の無い領域が無いときには例えば撮影画像に重畳して表示される。また
、撮影画像を縮小することで画像の無い領域を設けて、この領域に輝度基準画像が設けら
れる。また、表示された撮影画像や輝度基準画像で所望の輝度領域には、輝度識別画像が
重畳して表示される。さらに、撮影画像と輝度基準画像との位置関係が変更可能とされて
、輝度基準画像を撮影画像上の所望の位置に移動可能とされる。また、撮影画像がカラー
画像であるときには、撮影画像で最も多く存在する色や、撮影画像中の所望の被写体色を
用いて輝度基準画像が表示される。さらに、どのような輝度基準画像を表示させるか等の
輝度基準画像の設定に関する情報が記憶手段に記憶される。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照しながら、この発明の実施の一形態について説明する。図１は、この発明
に係る撮像装置、例えばビデオカメラの構成を示している。
【００１３】
撮像レンズ系１０を通して入射された光は、本線系ブロック１１を構成する撮像部１２に
入射されて、撮像面上に被写体画像が結像される。撮像部１２は固体撮像素子例えばＣＣ
Ｄを用いて構成されており、光電変換によって被写体画像に応じた三原色の撮像信号Ｓ pa
を生成してＣＤＳ（ corelated double sampling）／ＡＧＣ１３に供給する。
【００１４】
ＣＤＳ／ＡＧＣ１３では、相関二重サンプリング処理を行い、撮像信号Ｓ pａからノイズ
成分を除去する。さらにノイズ成分を除去した信号を所定の信号レベルに増幅して撮像信
号Ｓ pbとして低域フィルタ１４に供給する。低域フィルタ１４では、ＣＤＳ／ＡＧＣ１３
から供給された撮像信号Ｓ pbから、原信号スペクトル成分を取り出して撮像信号Ｓ pcとし
てアンプ１５に供給する。アンプ１５では供給された撮像信号Ｓ pcを増幅して撮像信号Ｓ
pdとしてＡ／Ｄ変換器１６に供給する。Ａ／Ｄ変換器１６では、供給された撮像信号Ｓ pd
をディジタルの撮像信号Ｄ pに変換してカメラ信号処理部２０に供給する。
【００１５】
カメラ信号処理部２０では、良好な撮像画像を得ることが出来るように、供給された撮像
信号Ｄ pに対して信号処理を行う。例えば、シェーディング補正やマスキング補正、ニー
補正、γ補正、輪郭補償等の信号処理を行い、撮像信号Ｄ pから画像信号Ｄ qを生成してセ
レクタ２５とモニタ系ブロック３０の画像表示制御部３１に供給する。
【００１６】
画像表示制御部３１では、撮影画像の輝度を判別するための基準となる輝度基準画像の画
像信号Ｄ rを生成すると共に、この画像信号Ｄ rとカメラ信号処理部２０から供給された画
像信号Ｄ qを用いて、撮影画像と輝度基準画像が合わせて表示される画像信号を生成する
。さらに生成された画像信号に対して信号処理、例えば輝度やコントラスト調整等の処理
を行い、得られた画像信号Ｄ uをモニタ出力処理部３５と本線系ブロック１１のセレクタ
２５に供給する。
【００１７】
図２は、画像表示制御部３１の構成を示している。カメラ信号処理部２０から供給された
画像信号Ｄ qは判別回路３１１と混合回路３１３に供給される。判別回路３１１では、画
像信号Ｄ qの信号判別を行う。この信号判別では、画像信号Ｄ qの信号フォーマットや画像
信号Ｄ qに基づく撮影画像の色判別を行い、判別結果を示す判別信号Ｈ aを生成して後述す
る制御部５０に供給する。
【００１８】
また、画像表示制御部３１には輝度基準信号生成回路３１２が設けられており、この輝度
基準信号生成回路３１２では、後述する制御部５０から供給された制御信号ＣＴ rに基づ
き、判別回路３１１で判別された画像信号Ｄ qの信号フォーマットや色に対応させて、撮
影画像の輝度を判別するための基準となる輝度基準画像の画像信号Ｄ rを生成する。この
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輝度基準信号生成回路３１２で生成された輝度基準画像の画像信号Ｄ rは混合回路３１３
に供給される。
【００１９】
混合回路３１３では、制御部５０からの制御信号ＣＴ mに基づき、撮影画像の画像信号Ｄ q
と輝度基準画像の画像信号Ｄ rを用いて撮影画像と輝度基準画像を合わせて表示する画像
信号Ｄ sを生成して、輝度／コントラスト調整回路３１４に供給する。例えば、画像信号
Ｄ qの一部を画像信号Ｄ qに換えてあるいは画像信号Ｄ qに画像信号Ｄ rを追加する等の処理
を行い画像信号Ｄ sを生成し、この画像信号Ｄ sを輝度／コントラスト調整回路３１４に供
給する。
【００２０】
輝度／コントラスト調整回路３１４では、所望の輝度及びコントラストの表示画像を得る
ことが出来るように、制御部５０から供給された制御信号ＣＴ bcに基づいて、混合回路３
１３から供給された画像信号Ｄ sの信号レベルを調整する。この輝度／コントラスト調整
回路３１４で信号レベルの調整が行われた画像信号Ｄ sは、画像信号Ｄ tとして識別表示信
号重畳回路３１５に供給される。
【００２１】
識別表示信号重畳回路３１５では、輝度／コントラスト調整回路３１４から供給された画
像信号Ｄ tの信号レベルと、制御部５０から供給された制御信号ＣＴ zに基づいて設定した
所望の輝度範囲を示す範囲設定信号レベルとを比較する。ここで、画像信号Ｄ tの信号レ
ベルが範囲設定信号レベルで示された範囲内であるとき、所望の輝度範囲であることを容
易に識別可能とする識別表示信号、例えば所望の輝度範囲であることを縞模様表示とする
ゼブラ信号を画像信号Ｄ tに重畳させる。この識別表示信号重畳回路３１５で識別表示信
号の重畳処理が行われた画像信号Ｄ tは、画像信号Ｄ uとして図１のモニタ出力処理部３５
と本線系ブロック１１のセレクタ２５に供給される。
【００２２】
セレクタ２５では、制御部５０からの制御信号に基づき、カメラ信号処理部２０から供給
された画像信号Ｄ q、あるいは画像表示制御部３１から供給された画像信号Ｄ uのいずれか
を選択してカメラ出力処理部２８に供給する。
【００２３】
カメラ出力処理部２８では、セレクタ２５から供給された画像信号Ｄ qあるいは画像信号
Ｄ uを、ビデオカメラに接続される機器に応じた信号ＣＭ outに変換して出力する。例えば
、コンポーネント信号に対応した機器やコンポジット信号に対応した機器が接続される場
合には、それぞれの機器に応じた信号ＣＭ outに変換して出力する。またＳＭＰＴＥ２５
９Ｍとして規格化されているシリアルディジタルインタフェース等を介して画像信号を伝
送する場合には、セレクタ２５から供給された画像信号を用いてインタフェース規格に応
じた伝送データを生成して信号ＣＭ outとして出力する。
【００２４】
モニタ出力処理部３５では、画像表示制御部３１の識別表示信号重畳回路３１５から供給
された画像信号Ｄ uを、撮影画像モニタ用の画像表示装置、例えば電子ビューファインダ
に応じた信号ＭＴ outに変換して出力する。例えば画像表示装置がアナログ信号を用いる
ものであるときには、画像信号Ｄ uをアナログ信号に変換して信号ＭＴ outとして出力する
。
【００２５】
制御部５０には、操作部５１が接続されており、操作部５１をビデオカメラのユーザが操
作すると、ユーザ操作に応じた操作信号ＰＳが操作部５１から制御部５０に供給される。
制御部５０では、この操作信号ＰＳに基づき各種の制御信号ＣＴを生成して、ビデオカメ
ラの本線系ブロック１１やモニタ系ブロック３０に供給することで、ユーザ操作に応じて
ビデオカメラを動作させる。また、制御部５０には、上述したように判別回路３１１から
判別信号Ｈ aが供給されており、この判別信号Ｈ aや操作信号ＰＳに基づき制御信号ＣＴ r
，ＣＴ m，ＣＴ bc，ＣＴ zを生成してモニタ系ブロック３０に供給する。
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【００２６】
次に動作について説明する。図３は、輝度基準信号生成回路で生成された画像信号Ｄ rに
基づく輝度基準画像の一形態を示している。表示画面の左側には、例えば低輝度から高輝
度までを段階的に所定の輝度差を持って表示する連続的輝度基準画像が表示される。なお
、図では例えば輝度レベル「０％（０ IRE）～１１０％ (１１０ IRE)」までを１０％（１０
IRE）毎に段階的に表示した場合を示している。また、連続的輝度基準画像内には輝度レ
ベルの目安となる仕切表示を設けることで、いずれの表示がどの位の輝度レベルであるか
を容易に判別できる。例えば輝度レベル「５０％」と輝度レベル「６０％」の表示の境界
を示す仕切表示、及び輝度レベル「１００％」と輝度レベル「１１０％」の表示の境界を
示す仕切表示を設けることで、連続的輝度基準画像の各輝度レベルを容易に判別できる。
【００２７】
表示画面の右側には、例えば複数の高輝度調整用輝度基準画像と複数の低輝度調整用輝度
基準画像が表示される。この複数の高輝度調整用輝度基準画像では、隣接する高輝度調整
用輝度基準画像との輝度差が少ないものとされている。同様に、複数の低輝度調整用輝度
基準画像では、隣接する低輝度調整用輝度基準画像との輝度差が少ないものとされている
。ここで、各ビデオカメラでは、複数の高輝度調整用輝度基準画像において、輝度差を判
別できる輝度基準画像の位置が等しくなるように輝度／コントラスト調整回路３１４で画
像信号Ｄ sの信号レベルを調整する。また、複数の低輝度調整用輝度基準画像において、
輝度差を判別できる輝度基準画像の位置が等しくなるように輝度／コントラスト調整回路
３１４で画像信号Ｄ sの信号レベルを調整する。例えば、高輝度調整用輝度基準画像ＰＲ
Ｈ -1と高輝度調整用輝度基準画像ＰＲＨ -2との輝度差は判別できず、高輝度調整用輝度基
準画像ＰＲＨ -2と高輝度調整用輝度基準画像ＰＲＨ -3との輝度差は判別可能とし、低輝度
調整用輝度基準画像ＰＲＬ -3と低輝度調整用輝度基準画像ＰＲＬ -2との輝度差は判別でき
ず、低輝度調整用輝度基準画像ＰＲＬ -2と低輝度調整用輝度基準画像ＰＲＬ -1との輝度差
は判別可能となるように調整を行う。このように、高輝度調整用輝度基準画像と低輝度調
整用輝度基準画像において、輝度差を判別できる輝度基準画像の位置が等しくなるように
、輝度／コントラスト調整回路３１４で画像信号Ｄ sの信号レベルの調整を各ビデオカメ
ラで行うことにより、信号ＭＴ outに基づいて撮影画像をモニタするための画像表示装置
、例えば電子ビューファインダーにおける輝度やコントラストの特性を等しくできる。
【００２８】
高輝度調整用輝度基準画像ＰＲＨと低輝度調整用輝度基準画像ＰＲＬとの間には、撮影者
の使用頻度の高い所望の階調を示す撮影輝度基準画像を表示する。例えば肌色部分の輝度
レベルを適正な輝度レベルに調整できるように、所望の輝度範囲を段階的に所望の輝度差
を持って表示する撮影輝度基準画像を表示する。このように、撮影者の使用頻度が高い輝
度レベルに応じた撮影輝度基準画像を表示することで、この撮影輝度基準画像を利用して
、撮影時に被写体の輝度が所望の輝度レベルとなるように撮影条件の調整を簡単に行うこ
とができる。
【００２９】
なお、高輝度調整用輝度基準画像と撮影輝度基準画像との間、及び低輝度調整用輝度基準
画像と撮影輝度基準画像との間に仕切表示を設けるものとすれば、高輝度調整用輝度基準
画像と低輝度調整用輝度基準画像及び撮影輝度基準画像を簡単に区分できる。
【００３０】
また、図３に示す輝度基準画像での輝度レベル範囲や階調数、輝度レベルの表示位置や表
示形状等は例示的なものであり、限定的なものでないことは勿論である。さらに、輝度基
準画像の階調数や輝度レベル等は、予め設定しておくものとしても良く、また撮影画像に
応じて輝度基準画像を変更するものとしても良い。例えば、撮影画像に於ける全画素の平
均値や標準偏差を算出して、輝度基準画像の輝度レベル範囲や階調数等を変化させる。こ
の場合、暗い撮影画像では輝度レベルの低い輝度基準画像を表示するものとしたり、輝度
レベルの高い輝度基準画像の表示を行わないものとして階調数を少なくする。また、輝度
レベルの差が少ない撮影画像では、撮影画像の輝度レベル範囲の輝度基準画像表示を行う
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と共に、各階調の輝度レベル差を少なくして、詳細な輝度基準画像表示を行うものとする
。このように撮影画像に応じて輝度基準画像を変更することで、輝度基準画像を有効かつ
効果的に利用できる。
【００３１】
次に、撮影画像と輝度基準画像を合わせて表示する場合の動作について説明する。なお、
撮影画像をモニタするために用いる画像表示装置の表示画面は、アスペクト比が例えば「
１６：９」であるものとして以下の説明を行う。
【００３２】
図４は、撮影画像の一部を輝度基準画像に置き換えて表示する場合を示している。ここで
、判別回路３１１によって判別された撮影画像の画像信号Ｄ qの信号フォーマットが、ア
スペクト比「１６：９」であると制御部５０で判別された場合、制御部５０では判別信号
Ｈ aに基づき制御信号ＣＴ rを生成して輝度基準信号生成回路３１２に供給すると共に、制
御信号ＣＴ mを生成して混合回路３１３に供給する。
【００３３】
輝度基準信号生成回路３１２では、画像信号Ｄ qの信号フォーマットと等しい信号フォー
マットであると共に、図３に示す輝度基準画像を表示する画像信号Ｄ rを生成して混合回
路３１３に供給する。混合回路３１３では、制御信号ＣＴ mに基づき表示画面の左側端部
側や右側端部側では、画像信号Ｄ rを選択し、表示画面の中央部分では画像信号Ｄ qを選択
する。
【００３４】
この場合、図４に示すように表示画面の左側端部側や右側端部側では、撮影画像に換えて
輝度基準画像が表示されるので、この撮影輝度基準画像や連続的輝度基準画像を利用して
、被写体が所望の明るさとなるように撮影条件例えば照明や撮像レンズ系１０の絞りを簡
単に調整することができる。また、高輝度調整用輝度基準画像や低輝度調整用輝度基準画
像を利用して画像表示装置の輝度調整やコントラスト調整を行うことができる。なお、混
合回路３１３では、画像信号Ｄ qに換えて画像信号Ｄ rを選択することにより輝度基準画像
を表示するものとしたが、表示画面の左側端部側や右側端部側で画像信号Ｄ qに画像信号
Ｄ rを上書きして輝度基準画像を表示させるものとしても良い。また、画像信号Ｄ qに換え
て画像信号Ｄ rを選択したり画像信号Ｄ qに画像信号Ｄ rを上書きすることで輝度基準画像
を表示するものであることから、輝度基準画像を表示するための構成が簡単である。
【００３５】
ところで、図４に示す場合には、撮影画像の一部が輝度基準画像に置き換えられてしまう
ため、撮影画角内にどのような被写体が含まれているか判別することができなくなってし
まう。このため、表示画面上に撮影画像を表示したときに、画像の無い空き領域が生じる
ように撮影画像を縮小して表示する。例えば撮影画像を水平方向に圧縮して、撮影画像の
左右両側に空き領域を設け、この空き領域に輝度基準画像を表示する。この場合、判別回
路３１１では画像信号Ｄ qの信号フォーマットを判別して制御部５０に通知し、制御部５
０では判別信号Ｈ aに基づき撮影画像のアスペクト比と表示画面のアスペクト比が略一致
すると判別したときに混合回路３１３の動作を制御して、信号の切り換えあるいは信号の
上書きを行うだけでなく、撮影画像の縮小処理を行わせる。例えば画像信号Ｄ qに対して
水平方向の画素間引き処理を行い、撮影画像を水平方向に圧縮する。
【００３６】
この縮小処理を行った画像信号Ｄ qを表示画面の中央部分で選択し、空き領域の部分では
輝度基準画像の画像信号Ｄ rを選択すると、図５に示すように、表示画面の左側端部側や
右側端部側で輝度基準画像を表示させることができると共に、画面中央には撮影画像全体
を表示させることができるので、撮影条件や画像表示装置の輝度調整及びコントラスト調
整を簡単に行うことができるだけでなく、撮影画角内にどのような被写体が含まれている
か正しく判別できる。
【００３７】
次に、撮影画像のアスペクト比と画像表示装置の表示画面のアスペクト比が一致しないと
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きには、撮影画像を画像表示装置の表示画面に表示したときに生じる空き領域を利用して
輝度基準画像を表示する。例えば、判別回路３１１によって判別された画像信号Ｄ qの信
号フォーマットが、表示画面よりも縦長であるアスペクト比「４：３」であると制御部５
０で判別された場合、制御部５０では判別信号Ｈ aに基づき制御信号ＣＴ rを生成して輝度
基準信号生成回路３１２に供給すると共に、制御信号ＣＴ mを生成して混合回路３１３に
供給する。混合回路３１３では、制御信号ＣＴ mに基づき表示画面の左側端部側では画像
信号Ｄ rを選択する。また、この左側端部側の輝度基準画像表示分だけ画像信号Ｄ qを遅延
させて、表示画面の中央部分の信号として、この遅延された画像信号Ｄ qを選択する。さ
らに、画像信号Ｄ qの終了後は画像信号Ｄ rを選択する。この場合には、図６に示すように
、表示画面の中央にアスペクト比が「４：３」である撮影画像を表示できると共に、撮影
画像の左右側の空き領域を有効に活用して輝度基準画像を表示できる。
【００３８】
また、判別回路３１１によって判別された画像信号Ｄ qの信号フォーマットが、映画のビ
スタサイズ「１．８５：１」やシネマスコープサイズ「２．３９：１」のように、表示画
面よりも横長であると制御部５０で判別された場合、制御部５０では判別信号Ｈ aに基づ
き制御信号ＣＴ rを生成して輝度基準信号生成回路３１２に供給して、輝度基準画像を水
平方向に表示する画像信号Ｄ rを生成する。混合回路３１３では、制御信号ＣＴ mに基づき
表示画面の上端部側の所定垂直期間では画像信号Ｄ rを選択する。また、この上端部側の
所定垂直期間分だけ画像信号Ｄ qを遅延させて、画面の中央部分の垂直走査期間では遅延
された画像信号Ｄ qを選択するものとし、その後、表示画面の下端部側の所定垂直期間で
は画像信号Ｄ rを選択する。この場合には、図７に示すように、表示画面の中央に横長の
撮影画像を表示できると共に、撮影画像の上下側に輝度基準画像を表示できる。
【００３９】
さらに輝度基準画像は、図３に示すように、１つの輝度を矩形状表示として示すと共に、
輝度が異なる複数の矩形状表示を並べて輝度基準画像を形成したが、１つの輝度を示す表
示は矩形状表示に限られるものではなく、他の形状を用いることができる。例えば、図８
に示すように、輝度の異なる楕円形状の表示を複数設けるものとしても良い。
【００４０】
ところで、画面上に表示された輝度基準画像と、撮影画像上の所望の被写体とを比較して
、被写体の輝度を判別する場合、輝度基準画像と輝度を判別する被写体の位置が離れてい
ると、被写体の輝度を簡単かつ正しく判別することが難しくなってしまう。このため、図
２に示す識別表示信号重畳回路３１５では、画像信号Ｄ tの信号レベルが所定の輝度範囲
内であるとき、識別表示信号を画像信号Ｄ tに重畳させて画像信号Ｄ uとして図１のモニタ
出力処理部３５と本線系ブロック１１のセレクタ２５に供給する。
【００４１】
このため、操作部５１を操作して識別表示を行う輝度範囲を設定したときには、図９に示
すように、設定された輝度範囲内の輝度基準画像上に識別表示例えば縞模様表示が重畳さ
れる。また、撮影画面上においても設定された輝度範囲内の被写体画像上に識別表示が重
畳されるので、被写体の輝度を正しくかつ容易に判別することができる。また、識別表示
として縞模様表示を行う場合、従来より用いられているセブラ信号の発生回路を流用する
ことができるので、簡単に識別表示を重畳させることができる。
【００４２】
さらに、輝度基準画像と輝度を判別する被写体の位置が離れているときでも、被写体の輝
度を簡単かつ正しく判別することができるように、輝度基準画像の位置あるいは撮影画像
の位置を移動可能としても良い。ここで、画像の位置を移動させる場合、撮影画像に比べ
て表示面積の小さい画像である輝度基準画像を移動させることにより、画像移動のための
信号処理量を少なくできる。輝度基準画像の移動では、複数の輝度表示全体を移動しても
良く、所望の輝度表示を選択して、この選択した輝度表示のみを図１０に示すように移動
可能とすれば、画像の移動のための信号処理量を更に少なくして、効率よく画像の移動を
行うことができる。また、所望の輝度の輝度基準画像のみを表示して移動可能としても良
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い。このようにして、画像を移動可能としたときには、所望の輝度の輝度基準画像と撮影
画像の所望の位置とを近接させることができるので、輝度基準画像と輝度を判別する被写
体の位置が離れている場合に比べて、簡単かつ正しく輝度判別を行うことができる。
【００４３】
次に、画像表示装置で表示される撮影画像がカラー画像である場合、色の付いた画像では
白黒画像の場合に比べて輝度の判別が困難となる。すなわち、輝度基準画像と輝度を判別
する被写体の彩度や色相が大きく異なっていると、輝度基準画像と被写体とを比較しても
明るさが等しいか否か簡単に判別が困難な場合が生じてしまう。このため、画像表示装置
で表示される撮影画像がカラー画像の場合には、図１１に示すように撮影画像に応じた色
で輝度基準画像を表示する。ここで、輝度基準画像の色の決定では、例えば撮影画像中に
最も多く含まれている色を用いるものとする。この場合、判別回路３１１では、撮影画像
の各画素あるいは代表点の画素の色を判別して最も多く用いられている色を制御部５０に
通知し、制御部５０では輝度基準信号生成回路３１２の動作を制御して、判別回路３１１
で判別された色の連続的輝度基準画像や撮影輝度基準画像の画像信号Ｄ rを生成させるも
のとする。
【００４４】
また、輝度基準画像の色の決定では、例えば撮影者が輝度の調整を行う際に最も重視する
色を用いるものとしても良い。この場合、操作部５１を操作して色の指定を行い、制御部
５０では輝度基準信号生成回路３１２の動作を制御して、指定された色の連続的輝度基準
画像や撮影輝度基準画像の画像信号Ｄ rを生成させるものとする。さらに、撮影者が操作
部５１を操作して、画像表示装置に表示された撮影画像から輝度を判別したい部分を指定
するものとし、制御部５０では撮影者によって指定された位置を判別回路３１１に通知す
ると共に、判別回路３１１では、指定された位置の色を判別して制御部５０に通知する。
その後、制御部５０では、輝度基準信号生成回路３１２の動作を制御して、判別回路３１
１で判別された色の連続的輝度基準画像や撮影輝度基準画像の画像信号Ｄ rを生成させる
ものとしても良い。
【００４５】
さらに、撮影画像中に最も多く含まれている色と撮影者が輝度の調整を行う際に最も重視
する色の両方を用いて輝度基準画像を表示することもできる。例えば撮影画像中に最も多
く含まれている色を用いて連続的輝度基準画像を表示すると共に、撮影者が輝度の調整を
行う際に最も重視する色を用いて撮影輝度基準画像を表示するものとする。この場合には
、連続的輝度基準画像を用いて背景画像等の輝度を正しく判別できると共に、撮影輝度基
準画像を用いて人物の顔の輝度等を正しく判別できる。
【００４６】
また、上述の実施の形態では、判別回路３１１によって画像信号Ｄ qに基づき、種々の判
別を行い、輝度基準画像の表示を自動的に制御するものとしたが、操作部５１を操作して
、輝度基準画像の表示を手動で制御するものとしても良いことは勿論である。
【００４７】
ところで、撮影画像の輝度を判別する場合、どのような被写体を撮影するかあるいはどの
ような撮影画像を創るかによって、明るい部分を重視した輝度基準画像や暗い部分を重視
した輝度基準画像が必要とされるときがある。また、撮影者によって希望する輝度基準画
像が異なる場合もある。このような場合、輝度基準画像の階調数や各階調の輝度レベル等
をその都度設定すると、操作が煩雑となり速やかに撮影を行うことができなくなってしま
う。このため、どのような階調数でどのような輝度レベルの輝度基準画像をどのように表
示するかを設定するための輝度基準画像設定情報を、記憶手段例えば図２に示す不揮発性
メモリ３１６に記憶させておくものとする。このように記憶手段に輝度基準画像設定情報
を記憶させておけば、所望の設定情報を記憶手段から読み出すだけで所望の輝度基準画像
を速やかに表示させることができる。また、記憶手段を着脱可能に構成すれば、この記憶
手段を他のビデオカメラに装着するだけで、所望の輝度基準画像を表示することが可能と
なり、使用するビデオカメラを交換する毎に輝度基準画像の階調数や各階調の輝度レベル
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等を設定する必要が無く、速やかに撮影を開始することができる。
【００４８】
また、上述の実施の形態では、撮影画像の画像信号を得る本線系ブロックと撮影画像を表
示するためのモニタ系ブロックを有したビデオカメラについて説明したが、本線系ブロッ
クとモニタ系ブロックを分離して、本線系ブロックをビデオカメラに設け、画像表示装置
側にモニタ系ブロックを設けるものとしても良い。この場合、画像表示装置にも制御部５
０や操作部５１に相当する構成を設けて、上述のように画像表示制御部３１の動作等を制
御する。このように画像表示装置にモニタ系ブロックを設けるものとすれば、輝度基準画
像を表示する機能を有していないビデオカメラを用いる場合でも、この画像表示装置を接
続するだけで、容易かつ精度良く輝度の判別を行うことが可能となり、機能の向上を図る
ことができる。
【００４９】
このように、上述の実施の形態によれば、撮影の際に基準となる輝度基準画像を表示する
ことができると共に、この輝度基準画像を撮影画像と合わせて表示することができるので
、画像表示装置の輝度調整やコントラスト調整を簡単かつ精度良く行うことができる。
【００５０】
また、撮影画像と輝度基準画像を比較するだけで、被写体の明るさを判別できるので、照
度計や波形モニタを用いることなく、簡単に所望の信号レベルの画像を得ることができる
。さらに、輝度基準画像では、様々な輝度レベルが表示されることから、撮影画像上の異
なる複数位置の明るさを同時に把握することもできる。
【００５１】
【発明の効果】
この発明によれば、輝度判別の基準となる輝度基準画像と入力画像信号に基づく画像や撮
影画像が合わせて表示されるので、入力画像信号に基づく画像や撮影画像表示画像と輝度
基準画像を比較することで、明るさを容易かつ精度良く判別できる。
【００５２】
また、入力画像信号や撮影画像信号の信号判別が行われて、判別結果に応じて輝度基準画
像の画像信号が生成されるので、入力画像信号や撮影画像信号に基づく画像に対して、信
号フォーマットや画像の色に応じた輝度撮影画像を表示させることができる。
【００５３】
また、輝度基準画像と入力画像信号に基づく画像等を合わせた画像を用いて輝度及びコン
トラストが調整されるので、輝度基準画像を用いてこの調整を行うことにより、画像表示
装置間での調整ばらつきを容易に少なくできる。
【００５４】
また、輝度基準画像と入力画像信号に基づく画像等を合わせた画像における所望の輝度領
域に、輝度識別画像が重畳されて表示されるので、輝度基準画像上のいずれの表示に輝度
識別画像が重畳されているかによって、輝度レベルを把握できると共に、この輝度レベル
の領域が画面上でどのように分布しているか把握することができる。
【００５５】
また、入力画像信号に基づく画像等と輝度基準画像との位置関係を変更可能とすることが
できるので、明るさを判別したい画像の位置と輝度基準画像を近接させることで、明るさ
を正しく判別できる。
【００５６】
さらに、どのような輝度基準画像を表示させるかの設定情報が記憶手段に記憶されるので
、この記憶された設定情報を選択して読み出すだけで所望の輝度基準画像を表示させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係るビデオカメラの構成を示す図である。
【図２】画像表示制御部の構成を示す図である。
【図３】輝度基準画像の一形態を示す図である。
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【図４】撮影画像の一部を輝度基準画像に置き換えて表示した場合を示す図である。
【図５】撮影画像全体を表示できるようにした場合を示す図である。
【図６】空き領域を利用して輝度基準画像を左右に表示した場合を示す図である。
【図７】空き領域を利用して輝度基準画像を上下に表示した場合を示す図である。
【図８】輝度基準画像を楕円形状とした場合を示す図である。
【図９】輝度識別画像を重畳させた場合を示す図である。
【図１０】輝度基準画像を撮影画像上で移動可能とした場合を示す図である。
【図１１】撮影画像がカラー画像の場合を示す図である。
【符号の説明】
１０・・・撮像レンズ系、１１・・・本線系ブロック、１２・・・撮像部、１３・・・Ｃ
ＤＳ／ＡＧＣ、１４・・・低域フィルタ、１５・・・アンプ、１６・・・Ａ／Ｄ変換器、
２０・・・カメラ信号処理部、２５・・・セレクタ、２８・・・カメラ出力処理部、３０
・・・モニタ系ブロック、３１・・・画像表示制御部、３５・・・モニタ出力処理部、５
０・・・制御部、５１・・・操作部、３１１・・・判別回路、３１２・・・輝度基準信号
生成回路、３１３・・・混合回路、３１４・・・輝度／コントラスト調整回路、３１５・
・・識別表示信号重畳回路
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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