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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を時系列的に撮像して取得された複数枚の画像データについて、前記画像データ
を構成する各画素の彩度が高彩度エリア内であるか否かを判定する彩度判定部と、
　前記画像データを構成する各画素の内の、前記彩度判定部により前記高彩度エリア内で
あると判定された画素のみについて、輝度成分を含む指標がより大きい画素の画素値に置
き換える高彩度比較明合成処理を、前記複数枚の画像データについて行う画像合成部と、
　を具備することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記彩度判定部は、前記複数枚の画像データに基づいて無彩色基準値を決定し、決定し
た無彩色基準値に応じて、前記高彩度エリアを設定す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３】
　前記画像合成部は、画素値を、前記輝度成分を含む指標として用いて、前記高彩度比較
明合成処理を行う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４】
　前記画像合成部は、画素の輝度色差成分を重み付け加算して得られる合成評価値を、前
記輝度成分を含む指標として用いて、前記高彩度比較明合成処理を行うことを特徴とする
請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
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　前記画像合成部は、複数枚の画像データに比較暗合成処理を行って比較暗画像を作成す
る比較暗合成処理部を含み、作成した比較暗画像を、前記高彩度比較明合成処理における
合成画像の初期値として設定す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６】
　前記比較暗合成処理部は、前記高彩度比較明合成処理用に取得された前記複数枚の画像
データに基づき、前記比較暗画像を作成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７】
　被写体を撮像して画像データを取得する撮像部と、
　前記撮像部に撮像を時系列的に行わせて複数枚の画像データを取得させる制御部と、
　前記複数枚の画像データを処理する請求項１に記載の画像処理装置と、
　を具備することを特徴とする撮像装置。
【請求項８】
　前記画像合成部は、複数枚の画像データに比較暗合成処理を行って比較暗画像を作成す
る比較暗合成処理部を含み、作成した比較暗画像を、前記高彩度比較明合成処理における
合成画像の初期値として設定し、
　前記制御部は、前記高彩度比較明合成処理用の前記複数枚の画像データを取得するタイ
ミングとは異なるタイミングで、前記比較暗合成処理用の複数枚の画像データを前記撮像
部に取得させ、
　前記比較暗合成処理部は、少なくとも該異なるタイミングで取得された前記複数枚の画
像データを含む画像データに基づき、前記比較暗画像を作成することを特徴とする請求項
７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　被写体を時系列的に撮像して取得された複数枚の画像データについて、前記画像データ
を構成する各画素の彩度が高彩度エリア内であるか否かを判定する彩度判定ステップと、
　前記画像データを構成する各画素の内の、前記彩度判定ステップにより前記高彩度エリ
ア内であると判定された画素のみについて、輝度成分を含む指標がより大きい画素の画素
値に置き換える高彩度比較明合成処理を、前記複数枚の画像データについて行う画像合成
ステップと、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時系列的に撮像された複数枚の画像データを合成する画像処理装置、撮像装
置、画像処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、比較明合成処理機能が搭載されたデジタルカメラ等の撮像装置が提案されている
。ここに比較明合成処理とは、時系列的に撮像された複数枚の画像における同一画素位置
の画素値を比較して、値が大きい方の画素値で該当画素位置の画素値を置き換える処理で
ある。
【０００３】
　この比較明合成処理は、比較的明るく小さい移動体を含む撮影シーンにおいて、必要十
分な短いシャッタ速度で時系列的に撮像（いわゆる連続撮影）して得られた複数枚の画像
に対して用いられ、移動体の軌跡をＳ／Ｎ比の高い良好な画像として取得することができ
る。
【０００４】
　適用される撮影シーンの幾つかの例を挙げれば、花火、天体撮影、夜間の車等のヘッド
ライトの移動軌跡の撮影、などである。
【０００５】
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　例えば花火撮影の場合、花火を構成する輝点の数秒の流れを、数秒よりも短いシャッタ
速度で時系列的に撮像して複数枚の画像を取得する。また、天体撮影の場合、天体を構成
する星々の非常にスローな動きを、短いシャッタ速度で時系列的に撮像して複数枚の画像
を取得する。さらに、夜間の車等のヘッドライトの移動軌跡の場合にも、同様に、撮影し
ようとする移動軌跡の長さに対応するシャッタ速度よりも短いシャッタ速度で時系列的に
撮像して複数枚の画像を取得する。
【０００６】
　そして、何れの場合にも、得られた複数枚の画像を比較明合成することにより、長時間
のシャッタ速度で撮影した場合のような暗電流による画質劣化を避けて、Ｓ／Ｎの良い画
像を得ることができる。
【０００７】
　こうした技術として、例えば特開２０１４－２１２４１５号公報には、最初の画像デー
タを累積比較明合成画像データとして記憶し、新たに得られた画像データと累積比較明合
成画像データとを画素毎に比較して、大きい方の画素データを新たな画素データとして累
積比較明合成画像データを再構成する比較明合成処理を、新たな画像データが取得される
毎に繰り返して行う比較明合成処理部を備える撮像装置が記載されている。
【０００８】
　さらに、該公報には、比較明合成処理部と比較暗合成処理部とを備え、累積比較明合成
画像データと累積比較暗合成画像データとの差分画像データを演算し、累積比較暗合成画
像データにゲイン値を乗算した画像データと、差分画像データに任意のゲイン値を乗算し
た画像データと、を合成する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１４－２１２４１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、比較明合成は、上述したような撮影シーンにおいて、印象的な（例えば、実
際よりも印象的な）画像を撮影する技術として普及しつつあるが、実際よりもさらに一層
印象的な画像を撮影することが望まれている撮影シーンがある。
【００１１】
　例えば、花火の撮影シーンでは様々な色のカラフルな花火が打ち上げられているが、そ
の一方で、あまりカラフルでない花火が打ち上げられることもある。こうした場合に、カ
ラフルな花火のみが画像化されることが望まれる場合がある。
【００１２】
　また、花火に伴って、煙などのような花火の鮮明さを損なう現象も発生する。同様に、
夜間の車等のヘッドライトの移動軌跡の撮影においても、都会の道路を対象とする場合に
は、路上に浮遊する排気ガスがヘッドライトの移動軌跡の鮮明さを損なうことがある。こ
うした場合に、煙や排気ガスが除去されたより鮮明な画像が望まれる場合がある。
【００１３】
　こうして、より鮮やかで印象的な画像を撮影するというユーザニーズが存在している。
【００１４】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、実際の撮影シーンよりも鮮やかで印象
的な画像を得ることができる画像処理装置、撮像装置、画像処理方法を提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明のある態様による画像処理装置は、被写体を時系列的に撮像して取得された複数
枚の画像データについて、前記画像データを構成する各画素の彩度が高彩度エリア内であ
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るか否かを判定する彩度判定部と、前記画像データを構成する各画素の内の、前記彩度判
定部により前記高彩度エリア内であると判定された画素のみについて、輝度成分を含む指
標がより大きい画素の画素値に置き換える高彩度比較明合成処理を、前記複数枚の画像デ
ータについて行う画像合成部と、を具備している。
【００１６】
　本発明のある態様による撮像装置は、被写体を撮像して画像データを取得する撮像部と
、前記撮像部に撮像を時系列的に行わせて複数枚の画像データを取得させる制御部と、前
記複数枚の画像データを処理する前記画像処理装置と、を具備している。
【００１７】
　本発明のある態様による画像処理方法は、被写体を時系列的に撮像して取得された複数
枚の画像データについて、前記画像データを構成する各画素の彩度が高彩度エリア内であ
るか否かを判定する彩度判定ステップと、前記画像データを構成する各画素の内の、前記
彩度判定ステップにより前記高彩度エリア内であると判定された画素のみについて、輝度
成分を含む指標がより大きい画素の画素値に置き換える高彩度比較明合成処理を、前記複
数枚の画像データについて行う画像合成ステップと、を有している。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の画像処理装置、撮像装置、画像処理方法によれば、実際の撮影シーンよりも鮮
やかで印象的な画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態１における撮像装置の構成を示すブロック図。
【図２】上記実施形態１における撮像素子の構成を示す図。
【図３】上記実施形態１の撮像素子の有効画素部における画素の配列を示す図。
【図４】上記実施形態１における画像処理部の構成を示すブロック図。
【図５】上記実施形態１の撮像装置における高彩度比較明合成モードの処理を示すフロー
チャート。
【図６】上記実施形態１の撮像装置において、合成対象となる複数枚の画像を取得する様
子を示すタイミングチャート。
【図７】上記実施形態１の図５のステップＳ３における高彩度比較明合成処理の詳細を示
すフローチャート。
【図８】上記実施形態１において、高彩度エリアを設定する方法の一例を説明するための
図。
【図９】上記実施形態１において、フレーム１の画像が取得された時点の撮影シーンの例
を示す図。
【図１０】上記実施形態１において、フレーム１～ｎの画像が取得された期間のトータル
の撮影シーンの例を示す図。
【図１１】上記実施形態１において、フレーム１～ｎの画像に基づき作成された比較暗画
像の例を示す図。
【図１２】上記実施形態１において、フレーム１～ｎの画像に基づき作成された高彩度比
較明画像の例を示す図。
【図１３】本発明の実施形態２の撮像装置における高彩度比較明合成モードの処理を示す
フローチャート。
【図１４】上記実施形態２の撮像装置において、高彩度比較明合成用の複数枚の画像を取
得し、その後に比較暗合成用の複数枚の画像を取得する様子を示すタイミングチャート。
【図１５】上記実施形態２の図１３のステップＳ３における高彩度比較明合成処理の詳細
を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
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［実施形態１］
【００２１】
　図１から図１２は本発明の実施形態１を示したものであり、図１は撮像装置の構成を示
すブロック図である。本実施形態の撮像装置は、以下に説明するように、撮像して得られ
た画像を処理する画像処理装置としての機能を備えたものとなっている。
【００２２】
　この撮像装置は、図１に示すように、レンズ１と、撮像素子２と、画像処理部３と、Ａ
Ｆ（オートフォーカス）評価値演算部４と、表示部５と、手振検出部７と、手振補正部８
と、露光制御部９と、フォーカス制御部１０と、カメラ操作部１１と、カメラ制御部１２
と、を備えている。なお、図１にはメモリカード６も記載されているが、このメモリカー
ド６は撮像装置に対して着脱可能に構成されているために、撮像装置に固有の構成でなく
ても構わない。
【００２３】
　レンズ１は、被写体の光学像を撮像素子２の撮像領域に結像する撮像光学系である。こ
のレンズ１は、焦点位置（ピント位置）を調節してフォーカシングを行うためのフォーカ
スレンズと、通過する光束の範囲を制御するための絞りと、を備え、さらに、本実施形態
においては手振補正機能も備えたものとなっている。
【００２４】
　撮像素子２は、レンズ１により結像された被写体の光学像を撮像（光電変換）して画像
データを取得し出力する撮像部である。なお、本実施形態においては、撮像素子２が原色
ベイヤー配列のカラーフィルタを備えたカラー撮像素子であるとして説明するが、もちろ
んその他の構成であっても構わない。また、撮像素子２は、レンズ１の撮影光軸に垂直な
面内を移動可能に構成されていて、手振補正機能を備えたものとなっている。
【００２５】
　画像処理部３は、撮像素子２から出力される画像データに各種の画像処理を行い、表示
用あるいは記録用の画像を作成するものである。この画像処理部３の構成については、後
で図４を参照してより詳細に説明する。
【００２６】
　ＡＦ評価値演算部４は、撮像素子２から出力された画像データに基づいてＡＦ評価値を
算出し、カメラ制御部１２へ出力するものである。例えば、ＡＦ評価値演算部４は、撮像
素子２から出力された画像データに基づいてコントラスト値を算出し、ＡＦ評価値として
出力する。
【００２７】
　表示部５は、画像処理部３により表示用に画像処理された信号に基づき、画像を表示す
るものである。この表示部５は、ライブビュー表示や静止画像表示、動作再生表示等を行
うとともに、この撮像装置に係る各種の情報等も表示するようになっている。
【００２８】
　メモリカード６は、画像処理部３により記録用に処理された画像データ（静止画像デー
タ、動画像データなど）を保存するための記録媒体である。
【００２９】
　手振検出部７は、加速度センサや角速度センサ等を有して構成され、この撮像装置の手
振れを検出してカメラ制御部１２へ出力するものである。
【００３０】
　手振補正部８は、カメラ制御部１２の制御に基づいて、検出された手振れを相殺するよ
うにレンズ１と撮像素子２との少なくとも一方を移動させ、撮像素子２の撮像領域上に結
像される光学的な被写体像に手振れの影響が生じるのを軽減するものである。
【００３１】
　露光制御部９は、カメラ制御部１２の指令に基づいて、該カメラ制御部１２により決定
されたシャッタ速度（露光時間）で撮像素子２の素子シャッタを制御し画像を取得させる
ものである。さらに、露光制御部９は、カメラ制御部１２により決定された絞り値に基づ
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いて、レンズ１に含まれる絞りの制御等も行うようになっている。また、露光制御部９は
、撮像素子２の駆動情報をカメラ制御部１２へ出力するようになっている。
【００３２】
　フォーカス制御部１０は、焦点を調節するためにレンズ１を駆動するものである。すな
わち、フォーカス制御部１０は、ＡＦ評価値演算部４からＡＦ評価値を受けたカメラ制御
部１２の制御に基づいて、レンズ１に含まれるフォーカスレンズを駆動し、撮像素子２に
結像される被写体像が合焦に至るようにする。また、フォーカス制御部１０は、レンズ位
置などのレンズ駆動情報をカメラ制御部１２へ出力するようになっている。
【００３３】
　カメラ操作部１１は、この撮像装置に対する各種の操作入力を行うための操作部である
。このカメラ操作部１１には、撮像装置の電源をオン／オフするための電源スイッチ、静
止画撮影、動画撮影などを指示入力するためのレリーズボタン、静止画撮影モード（この
静止画撮影モードは、より詳細なモードとして、高彩度比較明合成モードを含む）や動画
撮影モード、ライブビューモードなどを設定するためのモードボタン等の操作部材が含ま
れている。
【００３４】
　カメラ制御部１２は、フォーカス制御部１０からのレンズ駆動情報やＡＦ評価値演算部
４からのＡＦ評価値、露光制御部９からの駆動情報、画像処理部３からの処理情報、手振
検出部７からの手振情報、カメラ操作部１１からの操作入力などに基づいて、画像処理部
３、メモリカード６、手振補正部８、露光制御部９、フォーカス制御部１０等を含むこの
撮像装置全体を制御するものである。
【００３５】
　このカメラ制御部１２は、自動露出制御に基づき、あるいはカメラ操作部１１から入力
された設定値に基づき、シャッタ速度（露光時間）および絞り値を決定して、決定したシ
ャタ速度および絞り値の情報を露光制御部９へ出力する。
【００３６】
　そして、カメラ制御部１２は、高彩度比較明合成モードが設定されているときには、露
光制御部９を介して撮像素子２に撮像を時系列的に行わせて複数枚の画像データを取得さ
せる制御部として機能する。
【００３７】
　次に、図２は撮像素子２の構成を示す図である。
【００３８】
　撮像素子２は、レンズ１からの光を受光して光電変換を行う画素が垂直方向および水平
方向に配列された有効画素部２１と、レンズ１からの光が遮光されているオプティカルブ
ラック（ＯＢ）部２２と、を備えている。
【００３９】
　図３は、撮像素子２の有効画素部２１における画素の配列を示す図である。
【００４０】
　撮像素子２の有効画素部２１には、図３に示すように、原色ベイヤー配列のカラーフィ
ルタが配置されている。ここに原色ベイヤー配列は、よく知られているように、２×２画
素配列を基本配列として、この基本配列の対角位置に緑色画素Ｇｒ，Ｇｂを配置し、緑色
画素Ｇｒと同一ライン上に赤色画素Ｒを、緑色画素Ｇｂと同一ライン上に青色画素Ｂを配
置したものとなっている。
【００４１】
　なお、原色ベイヤー配列のカラーフィルタは、有効画素部２１に配置するに限るもので
はなく、ＯＢ部２２を含む、撮像素子２の撮像面全体に配置するようにしても構わない。
【００４２】
　図４は画像処理部３の構成を示すブロック図である。
【００４３】
　画像合成部である画像処理部３は、比較暗合成処理部３１と、高彩度比較明合成処理部
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３２と、標準画像処理部３３と、を備えている。
【００４４】
　比較暗合成処理部３１は、連続して撮影し得られた複数枚の画像データに比較暗合成処
理を行って比較暗画像を作成するものである。ここに比較暗合成処理は、複数枚の画像に
おける同一画素位置の画素値を比較して、値が小さい方の画素値で該当画素位置の画素値
を置き換える処理である。
【００４５】
　高彩度比較明合成処理部３２は、後で図７等を参照して詳細に説明するように、彩度を
考慮した比較明合成処理を行うものである。ここに、本実施形態（および後述する他の実
施形態）における比較明合成処理は、通常の比較明合成処理を、より一般化したものとな
っている。
【００４６】
　すなわち、通常の比較明合成処理は、複数枚の画像における同一画素位置の画素値を比
較して、値が大きい方の画素値で該当画素位置の画素値を置き換える処理である。
【００４７】
　これに対して、本実施形態（および後述する他の実施形態）の比較明合成処理は、複数
枚の画像における同一画素位置の指標（画素の輝度成分を含む指標）を比較して、指標が
より大きい方の画素値を該当画素位置の画素値に置き換える処理となっている。この指標
の一例は、通常の比較明合成処理において示されている画素値自体であるが、後述する実
施形態２において説明するように、画素の輝度色差成分を重み付け加算して得られる合成
評価値を、画素の輝度成分を含む指標としても良い。
【００４８】
　そして、高彩度比較明合成処理部３２は、複数枚の画像データについて、画像データを
構成する各画素の彩度が高彩度エリア内であるか否かを判定する彩度判定部として機能す
ると共に、画像合成部の一部として機能し、画像データを構成する各画素の内の、彩度判
定部により高彩度エリア内であると判定された画素のみについて、輝度成分を含む指標が
より大きい画素の画素値に置き換える高彩度比較明合成処理を、複数枚の画像データにつ
いて行うようになっている。
【００４９】
　標準画像処理部３３は、比較暗合成処理部３１および高彩度比較明合成処理部３２によ
り作成された合成画像に、表示用画像または記録用画像を作成するための標準画像処理、
いわゆる現像処理を行うものである。この標準画像処理部３３は、高彩度比較明合成モー
ド以外の通常の静止画撮影モードにおいて得られた画像に対しても、同様に現像処理を行
う。なお、高彩度比較明合成モード以外の通常の静止画撮影モードにおいて得られた画像
の場合には、比較暗合成処理部３１および高彩度比較明合成処理部３２の各処理は適宜ス
キップされる。
【００５０】
　この標準画像処理部３３は、ＯＢ減算部３４を含んでいる。このＯＢ減算部３４は、有
効画素部２１の画素値からＯＢ部２２の画素値を減算するか、露光時間（シャッタ速度）
が比較的長い場合は遮光画像を別途に取得してフレーム減算することで、有効画素部２１
に含まれるオフセット成分や固定パターンノイズ等を除去するものである。
【００５１】
　図５は撮像装置における高彩度比較明合成モードの処理を示すフローチャートである。
【００５２】
　図示しないメイン処理からこの処理に入ると、まず、カメラ制御部１２の制御に基づい
て、高彩度比較明合成処理において合成対象となる複数枚の画像を取得する（ステップＳ
１）。
【００５３】
　ここで図６は、撮像装置において、合成対象となる複数枚の画像を取得する様子を示す
タイミングチャートである。
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【００５４】
　撮影を開始する前に、ユーザは、手ブレ補正機能を予めオンにするか、より好ましくは
撮像装置を例えば三脚等に固定しているものとする。そして、ユーザが、レリーズボタン
の１回目の押圧操作Ｒ１を例えば行うことにより、合成対象となる複数枚の画像の取得が
開始され、まずフレーム１の画像が取得される。続いて、フレーム２，フレーム３，…の
各画像が順次取得される。その後、ユーザがレリーズボタンの２回目の押圧操作Ｒ２を行
うことにより、合成対象となる複数枚の画像における最終画像であるフレームｎ（ｎは正
の整数）の画像が取得される。こうして、フレーム１～フレームｎの画像が、高彩度比較
明合成を実施する対象のフレーム情報ＢＦとなる。
【００５５】
　図９は、フレーム１の画像が取得された時点の撮影シーンＰ１の例を示す図である。
【００５６】
　撮影シーンＰ１には、街の夜景４１と、夜空４２と、灰色の雲４３と、彩度が低い花火
４４と、がある。
【００５７】
　また、図１０は、フレーム１～ｎの画像が取得された期間のトータルの撮影シーンＰ１
～ｎの例を示す図である。
【００５８】
　トータルの撮影シーンＰ１～ｎには、撮影シーンＰ１の後に打ち上げられた彩度の高い
各色の花火４５がさらに加わっている。このトータルの撮影シーンＰ１～ｎは、フレーム
１～ｎの画像に対して、通常の比較明合成処理を行ったときに得られる画像の様子とほぼ
一致している。
【００５９】
　こうして、合成対象となる複数枚の画像が取得されたら、次に、比較暗合成処理部３１
が比較暗画像を合成する（ステップＳ２）。すなわち、比較暗合成処理部３１は、高彩度
比較明合成処理用に取得されたフレーム１～フレームｎの各画像から、各画素位置におい
て最も画素値が小さい画素を選択して合成することで、比較暗画像を作成する。この処理
を行うことにより、合成対象となる複数枚の画像において共通する背景が抽出される。
【００６０】
　図１１は、フレーム１～ｎの画像に基づき作成された比較暗画像の例を示す図である。
【００６１】
　この図１１に示す例においては、最も画素値が小さい画素が選択された結果、フレーム
１～ｎの画像の何れかに含まれていた、街の夜景４１および夜空４２が残り、灰色の雲４
３、彩度が低い花火４４、および彩度の高い各色の花火４５が消去されている。
【００６２】
　続いて、高彩度比較明合成処理部３２により、後で図７を参照して説明する高彩度比較
明合成処理を行う（ステップＳ３）。
【００６３】
　図１２は、フレーム１～ｎの画像に基づき作成された高彩度比較明画像の例を示す図で
ある。
【００６４】
　本実施形態の高彩度比較明合成処理を行うと、街の夜景４１、夜空４２、および彩度の
高い各色の花火４５が残り、灰色の雲４３および彩度が低い花火４４が消去されている。
すなわち、通常の比較明合成処理では残る灰色の雲４３および彩度が低い花火４４は、本
実施形態においては彩度が低いために比較明合成の対象から除去されて、最終的な合成画
像には残らない（図７の処理を参照）。
【００６５】
　さらに、標準画像処理部３３により合成画像に対して標準画像処理（いわゆる現像処理
）を行い（ステップＳ４）、作成した画像を表示部５に表示すると共にメモリカード６に
記録して（ステップＳ５）、この処理から図示しないメイン処理にリターンする。
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【００６６】
　図７は、図５のステップＳ３における高彩度比較明合成処理の詳細を示すフローチャー
トである。この高彩度比較明合成処理は、カメラ制御部１２の制御に基づいて、画像合成
部の一部である高彩度比較明合成処理部３２により行われる。
【００６７】
　この処理を開始すると、高彩度比較明合成処理部３２は、まず、上述したステップＳ２
において比較暗合成処理部３１により作成された比較暗画像を、高彩度比較明合成処理に
おける合成画像の初期値（最初の合成画像）として設定する（ステップＳ１１）。これに
より、比較暗画像が、高彩度比較明合成処理を行う際の基準の画像となる。
【００６８】
　次に、高彩度エリアを設定する（ステップＳ１２）。
【００６９】
　図８は、高彩度エリアを設定する方法の一例を説明するための図である。
【００７０】
　ある画素が高彩度であるか否かを判定するための高彩度エリアは、所定のエリアとして
予め与えても良いが、撮影シーンに応じて適応的に設定するとより良い。そこで、この図
８は、高彩度エリアを、合成対象となる複数枚の画像に基づいて設定する例を示している
。
【００７１】
　まず、合成対象となる複数枚の画像に基づいて、高彩度エリアを設定するための評価画
像を作成する。この評価画像としては、合成対象となる複数枚の画像に対して通常の比較
明合成処理を行って得られる比較明画像を用いても良いし、ステップＳ２の処理により作
成した比較暗画像を用いることも可能であるし、その他の画像を用いても構わない。また
、評価画像を作成する際には、処理負荷を軽減するために、画素数を減少させた縮小画像
を用いると良い。
【００７２】
　さらに、評価画像が例えばベイヤー画像である場合には、デモザイキング処理を行って
、各画素が色成分（ここでは例えば、ＲＧＢ成分）をもつ評価画像を作成する。
【００７３】
　次に、評価画像を所定の複数個の部分画像に分割する。この部分画像への分割は、等分
割であっても良いし、画像の例えば中央部と周辺部とで異なる大きさおよび形状にする分
割であっても構わない。ここで、分割して得られた複数の部分画像を記号ｉにより分別し
て表すことにすると、まず、部分画像ｉに含まれる全画素のＲＧＢ成分の平均値Ｒ（ｉ）
，Ｇ（ｉ），Ｂ（ｉ）を算出し、さらに、部分画像ｉの平均輝度色差成分、
　　Ｙ（ｉ）＝｛Ｒ（ｉ）＋２Ｇ（ｉ）＋Ｂ（ｉ）｝／４
　　Ｃｘ（ｉ）＝｛Ｒ（ｉ）－Ｂ（ｉ）｝／Ｙ（ｉ）
　　Ｃｙ（ｉ）＝｛Ｒ（ｉ）＋Ｂ（ｉ）－２Ｇ（ｉ）｝／Ｙ（ｉ）
を算出する。
【００７４】
　こうして算出した部分画像ｉのＣｘ（ｉ），Ｃｙ（ｉ）が、図８に示す予め定めた無彩
色エリアＮＣＡに入るか否かを判定する処理を、全ての部分画像ｉに対して行う。
【００７５】
　この判定の結果、無彩色エリアＮＣＡに入ると判定された複数の部分画像を記号ｉ’に
より分別して表すこととする。次に、全ての部分画像ｉ’のＣｘ（ｉ’），Ｃｙ（ｉ’）
の平均値をそれぞれ算出して、算出した平均値を、高彩度比較明合成処理において無彩色
の基準となるＣｘ基準値およびＣｙ基準値とする。このＣｘ基準値およびＣｙ基準値に対
応する色空間上の座標が、図８に示す無彩色基準値ＳＰである。
【００７６】
　この無彩色基準値ＳＰが決定されたら、図８に示すような無彩色基準値ＳＰを基準とし
た所定範囲の領域を、適応的に定めた非高彩度エリアＴＣＡとする。
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【００７７】
　そして、全色空間ＡＣＡの内の、非高彩度エリアＴＣＡの外側の領域（図８においてハ
ッチングを付した領域）を、高彩度エリアとする。なお、全色空間ＡＣＡの輪郭に沿って
付した３桁の数値は、光の波長をｎｍ単位で表したものである。
【００７８】
　こうして、彩度判定部である高彩度比較明合成処理部３２は、複数枚の画像データに基
づいて無彩色基準値を決定し、決定した無彩色基準値に応じて、高彩度エリアを設定する
。
【００７９】
　なお、ここで説明した高彩度エリアの設定方法は一例であり、その他の適宜の設定方法
を用いても構わない。
【００８０】
　続いて、合成対象となる複数枚の画像の内の、１枚の画像を読み込み（ステップＳ１３
）、読み込んだ画像中のある画素を読み込む（ステップＳ１４）。
【００８１】
　さらに、読み込んだ画素がステップＳ１２で設定された高彩度エリア内であるか否かを
高彩度比較明合成処理部３２が判定する（ステップＳ１５）。
【００８２】
　この判定を行うに際しては、読み込んだ画素の色成分が必要であるが、ステップＳ１３
において読み込んだ画像が例えばベイヤー画像である場合には、デモザイキング処理を行
って、さらに上述と同様に該画素のＣｘ成分およびＣｙ成分を求める処理を行う。
【００８３】
　ここにデモザイキング処理は、より簡易化して処理を高速化するために、一例として、
次のような処理を行っても良い。
【００８４】
　すなわち、ベイヤー配列における画素Ｇｒに対しては、上下に隣接する画素Ｂの平均値
をＢ成分、左右に隣接する画素Ｒの平均値をＲ成分とする。また、ベイヤー配列における
画素Ｇｂに対しては、左右に隣接する画素Ｂの平均値をＢ成分、上下に隣接する画素Ｒの
平均値をＲ成分とする。さらに、ベイヤー配列における画素Ｒに対しては、左右に隣接す
る画素Ｇｒの平均値をＧ成分、左上右上左下右下（あるいは、これら４つの内の２つでも
構わない）に隣接する画素Ｂの平均値をＢ成分とする。そして、ベイヤー配列における画
素Ｂに対しては、左右に隣接する画素Ｇｂの平均値をＢ成分、左上右上左下右下（あるい
は、これら４つの内の２つでも構わない）に隣接する画素Ｒの平均値をＲ成分とする。
【００８５】
　ステップＳ１５において、高彩度エリア内であると判定された場合には、現在の合成画
像における対応する画素値よりも、ステップＳ１４において読み込んだ画素の画素値の方
が明るい（画素値が大きい）か否かを高彩度比較明合成処理部３２が判定する（ステップ
Ｓ１６）。従って、本実施形態の画像合成部は、画素の輝度成分を含む指標として、画素
値自体（画素の明るさ）を用いて、高彩度比較明合成処理を行うようになっている。
【００８６】
　そして、読み込んだ画素の画素値の方が明るいと判定された場合には、現在の合成画像
の画素値を、ステップＳ１４において読み込んだ画素の画素値で置き換える（ステップＳ
１７）。
【００８７】
　このステップＳ１７の処理が終了するか、またはステップＳ１５において高彩度エリア
内でないと判定された場合、あるいはステップＳ１６において、読み込んだ画素の画素値
の方が明るくないと判定された場合には、ステップＳ１３において読み込んだ画像の全画
素について処理が終了したか否かを判定する（ステップＳ１８）。従って、高彩度エリア
内に入っていない画素は、比較明合成処理が行われないことになる。
【００８８】
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　このステップＳ１８において、全画素についての処理が終了していないと判定された場
合には、ステップＳ１４へ行って次の画素を読み込み、上述したような処理を行う。
【００８９】
　一方、ステップＳ１８において、全画素についての処理が終了したと判定された場合に
は、合成対象となる複数枚の画像の全てについて処理が終了したか否かを判定する（ステ
ップＳ１９）。
【００９０】
　ここで、全ての画像についての処理が終了していないと判定された場合には、ステップ
Ｓ１３へ行って次の画像を読み込み、上述したような処理を行う。
【００９１】
　こうして、ステップＳ１９において、全ての画像についての処理が終了したと判定され
た場合には、この処理から図５に示した処理にリターンする。
【００９２】
　このような実施形態１によれば、画像データを構成する各画素が高彩度であるか否かを
判定して、高彩度であると判定された画素のみについて、輝度成分を含む指標がより大き
い画素の画素値に置き換える高彩度比較明合成処理を行うようにしたために、例えば、花
火の煙、路上に浮遊する排気ガス、同時に打ち上げられる多数の花火の内の彩度が低くあ
まり見映えのしない花火、路上のヘッドライト等の特定色などを取り除き、鮮やかさを増
した印象的な画像を残すことができる。
【００９３】
　また、複数枚の画像データに基づいて、無彩色基準値および高彩度エリアを適応的に設
定するようにしたために、撮影シーンに応じた最適な彩度の画像を残すことが可能となる
。
【００９４】
　さらに、高彩度比較明合成処理を行う際の輝度成分を含む指標として画素値を用いるこ
とにより、高彩度エリア内の画素に対して通常の比較明合成処理を行うことができ、既存
の処理回路や処理プログラムを適用可能となってコストを削減することができる。
【００９５】
　そして、比較暗画像を高彩度比較明合成処理における合成画像の初期値として設定する
ようにしたために、夜空等の暗部のノイズを低減しながら黒に近付けることができ、より
ダイナミックレンジが広くノイズ感が少ない鮮明な合成画像を得ることができる。
【００９６】
　このとき、高彩度比較明合成処理用に取得された複数枚の画像データに基づき比較暗画
像を作成することで、撮影に要する時間を短縮することができる。
［実施形態２］
【００９７】
　図１３から図１５は本発明の実施形態２を示したものであり、図１３は撮像装置におけ
る高彩度比較明合成モードの処理を示すフローチャートである。
【００９８】
　この実施形態２において、上述の実施形態１と同様である部分については同一の符号を
付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。
【００９９】
　上述した実施形態では、高彩度比較明合成処理において合成対象となる複数枚の画像を
用いて、比較暗画像を作成した。これに対して、本実施形態は、高彩度比較明合成処理に
おいて合成対象となる複数枚の画像データを取得するタイミングとは異なるタイミングで
複数の画像データを取得して、異なるタイミングで取得した複数の画像データを少なくと
も含む画像データに基づき比較暗画像を作成するようにしたものとなっている。さらに、
上述した実施形態１では、読み込んだ画素の画素値自体の大きさを比較した結果に応じて
画素値の置き換えを行っていたが、本実施形態では、読み込んだ画素の画素値から合成評
価値を算出して、算出した合成評価値の大きさを比較した結果に応じて画素値の置き換え
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を行うようにしたものとなっている。
【０１００】
　すなわち、図１３に示す処理を開始すると、ステップＳ１で高彩度比較明合成処理にお
いて合成対象となる複数枚の画像を取得した後に、高彩度比較明合成用の画像群とは別途
に、比較暗合成用の画像群を取得する（ステップＳ２１）。
【０１０１】
　ここに、図１４は、撮像装置において、高彩度比較明合成用の複数枚の画像を取得し、
その後に比較暗合成用の複数枚の画像を取得する様子を示すタイミングチャートである。
【０１０２】
　ユーザが、レリーズボタンの１回目の押圧操作Ｒ１を行い、その後にレリーズボタンの
２回目の押圧操作Ｒ２を行うことにより、高彩度比較明合成を実施する対象のフレーム情
報ＢＦであるフレーム１～フレームｎの画像が取得されるのは、上述した実施形態１と同
様である。
【０１０３】
　本実施形態においては、フレームｎの次のフレーム（ｎ＋１）から、比較暗合成を実施
する対象のフレーム情報ＤＦを取得する。ここでは、ｍ枚の画像がフレーム情報ＤＦとし
て取得されるものとする。こうして、フレーム（ｎ＋ｍ）が取得されたところで、撮影の
処理が終了する。
【０１０４】
　画像の鮮明度を低下させる煙や雲などは、時間と共に変化する。これに対して、撮像装
置を例えば三脚等に固定している場合には、背景は変化しない。そこで、高彩度比較明合
成用の画像群を取得するのとは別途のタイミングで比較暗合成用の画像群を取得すること
で、煙や雲などの影響を排除して、より鮮明な比較暗画像を得ることが可能となる。
【０１０５】
　従って、引き続くステップＳ２においては、フレーム情報ＤＦとして取得されたフレー
ム（ｎ＋１）～（ｎ＋ｍ）の画像を用いて、比較暗合成処理部３１により比較暗画像を合
成する。
【０１０６】
　その後は、ステップＳ３～Ｓ５の処理を行って、この処理から図示しないメイン処理に
リターンする。
【０１０７】
　なお、上述では、高彩度比較明合成用の複数枚の画像を取得した後に比較暗合成用の画
像群を取得してそのフレーム（ｎ＋１）～（ｎ＋ｍ）の画像群で比較暗合成を実施してい
るが、フレーム１～（ｎ＋ｍ）の全ての画像を用いて比較暗合成を実施しても構わない（
この場合には、高彩度比較明合成用の複数枚の画像データを取得するタイミングとは異な
るタイミングで取得された複数枚の画像データを含む画像データに基づき比較暗画像を作
成することになる）し、高彩度比較明合成用の複数枚の画像を取得する前に比較暗合成用
の画像群を取得しても良い。あるいは、同一の撮影シーンにおける以前の撮影において、
既に比較暗画像が作成されている場合（三脚を用いての撮影では、こうした場合が多い）
には、この比較暗画像を用いるようにしても構わない。例えば花火撮影においては、打ち
上げられる花火の数が増えるほど煙も増えるために、打ち上げ開始の時点、または打ち上
げ開始前の時点で比較暗画像を作成しておけば、より好ましい比較暗画像を得ることがで
きる。
【０１０８】
　次に、図１５は、図１３のステップＳ３における高彩度比較明合成処理の詳細を示すフ
ローチャートである。この高彩度比較明合成処理は、カメラ制御部１２の制御に基づいて
、画像合成部の一部である高彩度比較明合成処理部３２により行われる。
【０１０９】
　この処理を開始すると、ステップＳ１１～Ｓ１５の処理を行う。
【０１１０】
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　そして、ステップＳ１５において高彩度エリア内であると判定された場合には、ステッ
プＳ１４において読み込んだ画素に対する合成評価値Ｐを、画素の輝度成分を含む指標と
して算出する（ステップＳ３１）。
【０１１１】
　すなわち、ステップＳ１４において読み込んだ画素の輝度色差成分をＹ，Ｃｘ，Ｃｙと
したときに、合成評価値Ｐを、
　　Ｐ＝ｋ×Ｙ＋ｌ×Ｃｘ＋ｍ×Ｃｙ
により算出する。ここに、ｋ，ｌ，ｍは、合成評価値Ｐを算出する際に各成分Ｙ，Ｃｘ，
Ｃｙに与える重み係数である。この重み係数を調整することにより、Ｙ，Ｃｘ，Ｃｙの何
れを重要視した合成評価値Ｐとするかを所望に設定することができる。例えば、ｌ＞ｋ、
かつｌ＞ｍとすれば、Ｃｘ成分を重要視した合成評価値Ｐを得ることができる。
【０１１２】
　続いて、算出した合成評価値Ｐが、現在の合成画像における対応する画素の合成評価値
Ｐ０よりも大きいか否かを判定する（ステップＳ３２）。
【０１１３】
　ここで、合成評価値Ｐが合成評価値Ｐ０よりも大きいと判定された場合には、ステップ
Ｓ１７へ行って、上述したように、現在の合成画像の画素値をステップＳ１４において読
み込んだ画素の画素値で置き換える。
【０１１４】
　従って、本実施形態の画像合成部は、画素の輝度色差成分を重み付け加算して得られる
合成評価値を、輝度成分を含む指標として用いて、高彩度比較明合成処理を行うようにな
っている。
【０１１５】
　このステップＳ１７の処理が終了するか、またはステップＳ１５において高彩度エリア
内でないと判定された場合、あるいはステップＳ３２において、合成評価値Ｐが合成評価
値Ｐ０以下であると判定された場合には、ステップＳ１８およびステップＳ１９の処理を
行う。従って、高彩度エリア内でないと判定された画素、および合成評価値Ｐが合成評価
値Ｐ０以下である画素は、画素値の置き換えが行われないことになる。
【０１１６】
　こうして、ステップＳ１９において、全ての画像についての処理が終了したと判定され
た場合には、この処理から図１３に示した処理にリターンする。
【０１１７】
　このような実施形態２によれば、上述した実施形態１とほぼ同様の効果を奏するととも
に、高彩度比較明合成処理用の複数枚の画像データを取得するタイミングとは異なるタイ
ミングで、比較暗合成処理用の複数枚の画像データを取得するようにしたために、画像の
背景の彩度を低下させる要因（例えば、煙や花火等）を取り除いたより純粋な背景シーン
を得ることが可能となり、ひいては、より好ましい高彩度比較明画像を得ることができる
。
【０１１８】
　また、画素の輝度色差成分を重み付け加算して得られる合成評価値Ｐを、輝度成分を含
む指標として用いて、高彩度比較明合成処理を行うようにしたために、単により明るい画
素を選択するのではなく、例えば、赤色あるいは青色の画素を優先して選択する（色選択
）、あるいは彩度と明るさの何れかを優先して選択する、等を行うことが可能となり、よ
りユーザの意向に沿った合成画像の作成を行うことが可能となる。
【０１１９】
　なお、上述では主として撮像装置について説明したが、撮像装置により被写体を時系列
的に撮像して取得された複数枚の画像データを用いて上述したような比較暗合成処理や高
彩度比較明合成処理を行う画像処理装置であっても構わない。また、撮像装置または画像
処理装置と同様の処理を行う撮像方法または画像処理方法であっても良いし、コンピュー
タに撮像装置または画像処理装置と同様の処理を行わせるための処理プログラム、該処理
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っても構わない。
【０１２０】
　さらに、本発明は上述した実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実
施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明の態様を
形成することができる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を
削除しても良い。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
このように、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用が可能であること
は勿論である。
【符号の説明】
【０１２１】
　　１…レンズ
　　２…撮像素子
　　３…画像処理部
　　４…ＡＦ評価値演算部
　　５…表示部
　　６…メモリカード
　　７…手振検出部
　　８…手振補正部
　　９…露光制御部
　１０…フォーカス制御部
　１１…カメラ操作部
　１２…カメラ制御部
　２１…有効画素部
　２２…オプティカルブラック部（ＯＢ部）
　３１…比較暗合成処理部
　３２…高彩度比較明合成処理部
　３３…標準画像処理部
　３４…ＯＢ減算部
　４１…街の夜景
　４２…夜空
　４３…灰色の雲
　４４…彩度が低い花火
　４５…彩度の高い各色の花火
　Ｐ１，Ｐ１～ｎ…撮影シーン
　ＡＣＡ…全色空間
　ＮＣＡ…無彩色エリア
　ＳＰ…無彩色基準値
　ＴＣＡ…非高彩度エリア
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