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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マニュアルによる合焦機能を有し、被写体に応じた撮影画像を生成して出力する撮像部
と、
　前記撮像部に対してマニュアルによるフォーカス調整を指示するフォーカス指示部と、
　前記撮像部によって生成された前記撮影画像のマニュアルによる合焦レベルの変化量を
算出する算出部と、
　前記撮影画像に基づく撮影画面と、前記算出部によって算出された前記合焦レベルの変
化量に応じた情報とを表示部に表示させる表示制御部と
　を備え、
　前記算出部は、前記フォーカス指示部によって指示された前記フォーカス調整の単位時
間当たりの調整量が所定の値以上である場合には、前記合焦レベルの変化量の算出をリセ
ットする
　撮像装置。
【請求項２】
　前記算出部は、前記撮影画像の少なくとも一部の領域を複数の領域に分割し、前記複数
の領域のそれぞれについて、前記合焦レベルの変化量を算出し、
　前記表示制御部は、前記複数の領域のそれぞれについての前記合焦レベルの変化量に応
じた情報を前記表示部に表示させる
　請求項１に記載の撮像装置。
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【請求項３】
　前記表示制御部は、前記撮影画面内において前記複数の領域を枠状に表示させ、前記枠
状の表示の表示態様を前記合焦レベルの変化量に応じて変化させる
　請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記合焦レベルの変化量の算出をリセットした場合には、前記表示
部に、その旨を通知する表示を行わせる
　請求項１ないし３のいずか１つに記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記合焦レベルの変化量が所定期間以上、第１の閾値内にある場合
には前記情報は表示させない
　請求項１ないし４のいずか１つに記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記合焦レベルの変化量に基づいて、前記合焦レベルの極大値を判定する判定部と、
　前記判定部によって前記合焦レベルの極大値と判定された場合に、記録媒体に前記撮影
画像の自動的な記録を行う記録部と
　をさらに備える請求項１ないし５のいずか１つに記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記記録部によって自動的な記録が行われた場合に、前記表示部に
、その旨を通知する表示を行わせる
　請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記記録部は、前記合焦レベルの変化量が第２の閾値以上である場合には、前記合焦レ
ベルの極大値と判定された場合であっても、前記撮影画像の自動的な記録を行わない
　請求項６または７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記判定部において前記極大値と判定する前記合焦レベルの変化量の基準値を指示する
判定指示部をさらに備え、
　前記判定部は、前記判定指示部の指示に応じて前記極大値と判定する基準値を変更する
　請求項６ないし８のいずか１つに記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記合焦レベルの極大値の判定を行う判定領域を前記撮影画面内で指定する領域指示部
をさらに備え、
　前記判定部は、前記領域指示部によって指定された前記判定領域における前記合焦レベ
ルの変化量に基づいて、前記合焦レベルの極大値を判定する
　請求項６ないし９のいずか１つに記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記記録媒体への前記撮影画像の記録を指示する記録指示部をさらに備え、
　前記記録部は、前記記録指示部の指示に基づいて記録された１以上の第１の撮影画像と
、前記自動的に記録された１以上の第２の撮影画像とを、前記第１の撮影画像と前記第２
の撮影画像とが記録された時間に基づいて関連付けを行う
　請求項６ないし１０のいずか１つに記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記記録媒体に記録された前記第１の撮影画像および前記第２の撮影画像の少なくとも
一方を前記表示部に再生表示させる再生指示部をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記表示部において前記再生指示部によって指示された前記第１の
撮影画像を再生表示する場合に、前記第１の撮影画像に関連付けされた前記第２の撮影画
像がある場合には、前記表示部に、その旨を通知する表示を行わせる
　請求項１１に記載の撮像装置。
【請求項１３】
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　マニュアルによる合焦機能を有する撮像部によって生成された撮影画像のマニュアルに
よる合焦レベルの変化量を算出する処理と、
　前記撮影画像に基づく撮影画面と、前記算出された前記合焦レベルの変化量に応じた情
報とを表示部に表示させる処理と
　を含み、
　前記合焦レベルの変化量を算出する処理では、マニュアルによるフォーカス調整の単位
時間当たりの調整量が所定の値以上である場合には、前記合焦レベルの変化量の算出をリ
セットする
　情報表示方法。
【請求項１４】
　マニュアルによる合焦機能を有する撮像部によって生成された撮影画像のマニュアルに
よる合焦レベルの変化量を算出する算出部と、
　前記撮影画像に基づく撮影画面と、前記算出部によって算出された前記合焦レベルの変
化量に応じた情報とを表示部に表示させる表示制御部と
　を備え、
　前記算出部は、マニュアルによるフォーカス調整の単位時間当たりの調整量が所定の値
以上である場合には、前記合焦レベルの変化量の算出をリセットする
　情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、合焦機能を有する撮像装置および、そのような撮像装置における情報表示方
法、ならびにそのような撮像装置に適用可能な情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像装置における合焦方法には、装置側で自動的にフォーカス調整を行うオートフォー
カスと、ユーザがフォーカスリングなどを操作して手動でフォーカス調整を行うマニュア
ルフォーカスとがある。マニュアルフォーカスの場合、ユーザはモニタまたはファインダ
に表示された何らかの合焦情報を参照することで、所望のフォーカス調整を行うことがで
きる。マニュアルフォーカス時の合焦情報の表示方法としては例えば、特許文献１，２に
記載されたものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－４４７５７号公報
【特許文献２】特開２００５－２２３７８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、近年ではイメージセンサの大判化および高画素化が進み、記録画像とモニタ画像
またはファインダ画像との解像度の乖離が大きくなってきている。そのため、マニュアル
フォーカスで撮影を行う際に、小さなモニタまたはファインダ上では合焦しているつもり
でも、テレビやパソコンなど大画面で撮影画像を確認すると期待した箇所が合焦していな
いことが多く発生するようになった。
【０００５】
　特許文献１には、Ｓｏｂｅｌフィルタなどでエッジを抽出し、そのエッジ情報を元画像
に合焦情報として重畳表示する案が提示されている。しかしながら、この方式だと時系列
での合焦レベルの変化が捉えづらく、元画像がエッジ情報で塗り潰されているため最終的
なフォーカス調整の合わせ込みがしづらい。
【０００６】
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　特許文献２では、合焦情報として、指定された領域の合焦レベルを棒グラフ、または折
れ線グラフで表示し、合焦情報の時系列変化を把握しやすくする案が提示されている。し
かし、文献内でも表示レベル調整の影響でグラフに非連続点があることが述べられており
、グラフを見ながらのフォーカス調整の操作が必ずしもマニュアルフォーカス操作の効果
的なアシスト機能であるとは限らない。また、撮影画像とグラフを見比べながらの操作に
なるため、ユーザにとっては視線の移動が発生しフォーカス調整の合わせ込みがしづらく
なることが考えられる。加えて特許文献２では、評価値が一度通過した最大値と再び一致
したときに合焦と判断し、自動撮影を行うという提案がなされているが、被写体の変化や
手振れの影響を考えると過去の最大値と一致したという条件で撮影した場合に望ましい合
焦画像が得られる可能性は低い。
【０００７】
　本開示の目的は、合焦状態を容易に把握し、良好な撮影画像を容易に得ることができる
撮像装置および情報表示方法、ならびに情報処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示による撮像装置は、マニュアルによる合焦機能を有し、被写体に応じた撮影画像
を生成して出力する撮像部と、撮像部に対してマニュアルによるフォーカス調整を指示す
るフォーカス指示部と、撮像部によって生成された撮影画像のマニュアルによる合焦レベ
ルの変化量を算出する算出部と、撮影画像に基づく撮影画面と、算出部によって算出され
た合焦レベルの変化量に応じた情報とを表示部に表示させる表示制御部とを備え、算出部
が、フォーカス指示部によって指示されたフォーカス調整の単位時間当たりの調整量が所
定の値以上である場合には、合焦レベルの変化量の算出をリセットするようにしたもので
ある。
【０００９】
　本開示による情報表示方法は、マニュアルによる合焦機能を有する撮像部によって生成
された撮影画像のマニュアルによる合焦レベルの変化量を算出する処理と、撮影画像に基
づく撮影画面と、算出された前記合焦レベルの変化量に応じた情報とを表示部に表示させ
る処理とを含み、合焦レベルの変化量を算出する処理では、マニュアルによるフォーカス
調整の単位時間当たりの調整量が所定の値以上である場合には、合焦レベルの変化量の算
出をリセットするようにしたものである。
【００１０】
　本開示による情報処理装置は、マニュアルによる合焦機能を有する撮像部によって生成
された撮影画像のマニュアルによる合焦レベルの変化量を算出する算出部と、撮影画像に
基づく撮影画面と、算出部によって算出された前記合焦レベルの変化量に応じた情報とを
表示部に表示させる表示制御部とを備え、算出部が、マニュアルによるフォーカス調整の
単位時間当たりの調整量が所定の値以上である場合には、合焦レベルの変化量の算出をリ
セットするようにしたものである。
【００１１】
　本開示による撮像装置、情報表示方法、または情報処理装置では、撮影画像の合焦レベ
ルの変化量に応じた情報が、撮影画面と共に表示部に表示される。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示の撮像装置、情報表示方法、または情報処理装置によれば、撮影画像の合焦レベ
ルの変化量に応じた情報を、撮影画面と共に表示部に表示するようにしたので、合焦状態
を容易に把握し、良好な撮影画像を容易に得ることができる。
　なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、ま
た付加的な効果があってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本開示の一実施の形態に係る撮像装置の一構成例を示すブロック図である。
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【図２】撮影画面の一例を示す説明図である。
【図３】撮影画面に枠状のセグメントを表示した状態の一例を示す説明図である。
【図４】オートフォーカス撮影の概要を示す説明図である。
【図５】合焦レベルの変化量に応じた情報の表示の一例を示す説明図である。
【図６】合焦レベルの変化量に応じた情報の表示をリセットした場合の通知例を示す説明
図である。
【図７】フォーカスレンズの位置と合焦レベルの変化量との関係の第１の例を示す説明図
である。
【図８】フォーカスレンズの位置と合焦レベルの変化量との関係の第２の例を示す説明図
である。
【図９】再生画面の一例を示す説明図である。
【図１０】合焦レベルの変化量に応じた情報表示の変形例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下
の順序で行う。
　１．撮像装置の構成
　２．撮像装置の動作
　　２－１．撮影動作の概要
　　２－２．オートフォーカス撮影時のフォーカス調整の概要
　　２－３．マニュアルフォーカス撮影時の合焦情報の表示方法
　　２－４．マニュアルフォーカス撮影時の自動撮影
　　２－５．撮影画像の表示方法
　３．撮像装置の効果
　４．その他の実施の形態
【００１５】
［１．撮像装置の構成］
　図１に示したように、この撮像装置は、画像処理部６と、表示処理部７と、モニタ８と
、システム制御部９と、操作部１０と、記録媒体１３と、撮像部２０とを備えている。
【００１６】
　撮像部２０は、合焦機能を有し、被写体に応じた撮影画像のデータを生成して出力する
ものである。撮像部２０は、ズームレンズ１と、フォーカスレンズ２と、アイリス３と、
メカシャッタ４と、撮像素子５と、モータドライバ１１と、アイリスドライバ１２とを有
している。ズームレンズ１およびフォーカスレンズ２は、撮像素子５で撮像する被写体の
光学像を形成する撮像光学系である。合焦機能は、フォーカスレンズ２をモータドライバ
１１で駆動することで実現可能となっている。撮像素子５は、ズームレンズ１およびフォ
ーカスレンズ２によって撮像面に形成された光学像に応じた電気信号を撮影画像のデータ
として出力するようになっている。撮像素子５は、ＣＭＯＳ（Complementary Metal-Oxid
e Semiconductor）やＣＣＤ（Charge Coupled Device）などの固体撮像素子で構成されて
いる。
【００１７】
　画像処理部６は、算出部６Ａと、判定部６Ｂと、記録部６Ｃとを有している。操作部１
０は、フォーカス指示部１０Ａと、判定指示部１０Ｂと、領域指示部１０Ｃと、記録指示
部１０Ｄと、再生指示部１０Ｅとを有している。
【００１８】
　画像処理部６は、撮像素子５からの電気信号に各種の信号処理を施してデジタルの撮影
画像のデータを生成するものである。画像処理部６はまた、各種の信号処理を施して、撮
影画像のデータを記録媒体１３に記録するのに適した画像データに変換して出力するよう
になっている。表示処理部７は、各種の信号処理を施して、撮影画像のデータをモニタ８
に表示するのに適した画像データに変換して出力するものである。表示処理部７はまた、
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操作メニューや撮影に関する各種の情報等のデータを、モニタ８に表示するのに適した画
像データに変換して出力するようになっている。
【００１９】
　記録部６Ｃは、撮影することによって得られた画像データを各種の記録媒体１３に記録
するものである。モニタ８は、この撮像装置の操作メニューや撮影に関する各種の情報等
を表示したり、記録媒体１３に記録された画像データを再生モードにおいて再生表示する
ものである。モニタ８はまた、ライブビューモードにおいて、撮影中の画像をライブ表示
するようになっている。
【００２０】
　操作部１０は、レリーズボタンや各種の操作ダイヤルなどを含み、ユーザによる操作内
容に応じてシステム制御部９に各種の操作信号を与えるものである。システム制御部９は
、この撮像装置の各部の統括的な制御を行うものである。システム制御部９は、操作部１
０からの指示に従って、あるいは、あらかじめ設定された制御プログラムに従って各部の
統括的な制御を行うようになっている。
【００２１】
　表示処理部７は、撮影画像に基づく撮影画面と、算出部６Ａによって算出された合焦レ
ベルの変化量に応じた情報とをモニタ８に表示させる表示制御部としての機能を有してい
る。表示処理部７は、モニタ８に、例えば図２に示したような撮影画面２１を表示させる
ようになっている。撮影画面２１内には、撮影画像として、撮像部２０で撮影された被写
体２２の画像が表示される。表示処理部７はまた、画像処理部６の算出部６Ａによって算
出された合焦レベルの変化量に応じた情報の表示をモニタ８における撮影画面２１内に表
示させるようになっている。合焦レベルの変化量に応じた情報の表示は、マニュアル撮影
時において、例えば後述の図３および図５に示したように表示されるようになっている。
【００２２】
　算出部６Ａは、マニュアル撮影時において、撮影画像の少なくとも一部の領域を複数の
領域に分割し、複数の領域のそれぞれについて、合焦レベルの変化量を算出するようにな
っている。表示処理部７は、マニュアル撮影時において、複数の領域のそれぞれについて
の合焦レベルの変化量に応じた情報をモニタ８に表示させるようになっている。表示処理
部７は、マニュアル撮影時において、例えば図３に示すように、撮影画面２１内において
複数の領域（セグメント３１）を示す枠状の表示をモニタ８に行わせるようになっている
。表示処理部７はまた、例えば後述の図５に示すように、枠状の表示の表示態様を合焦レ
ベルの変化量に応じて変化させるようになっている。
【００２３】
　フォーカス指示部１０Ａは、マニュアル撮影時において、撮像部２０に対してフォーカ
ス調整を指示するためのものである。算出部６Ａは、フォーカス指示部１０Ａによって指
示されたフォーカス調整の単位時間当たりの調整量が所定の値以上である場合（フォーカ
ス調整の操作が急激に行われた場合）には、合焦レベルの変化量の算出をリセットするよ
うにしてもよい。表示処理部７は、合焦レベルの変化量の算出がリセットされた場合には
、モニタ８に、その旨を通知する表示を行わせるようにしてもよい。その旨を通知する表
示は、例えば後述する図６に示すような通知３２であってもよい。表示処理部７は、合焦
レベルの変化量が所定期間以上、第１の閾値内にある場合（合焦レベルが一定期間、変化
しなかった場合）には合焦レベルの変化量に基づく情報は表示させないようにしてもよい
。
【００２４】
　判定部６Ｂは、マニュアル撮影時において、合焦レベルの変化量に基づいて、合焦レベ
ルの極大値を判定するものである。記録部６Ｃは、マニュアル撮影時において、判定部６
Ｂによって合焦レベルの極大値と判定された場合に、記録媒体１３に撮影画像の自動的な
記録を行うようにしてもよい。表示処理部７は、記録部６Ｃによって自動的な記録が行わ
れた場合に、モニタ８に、その旨を通知する表示を行わせるようにしてもよい。記録部６
Ｃは、合焦レベルの変化量が第２の閾値以上である場合には、撮影画像の自動的な記録を
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行わないようにしてもよい。ここで、極大値の判定は、例えば後述する図７に示すように
行われてもよい。また、合焦レベルの変化量が第２の閾値以上である場合とは、例えば後
述する図８に示すような場合である。
【００２５】
　判定指示部１０Ｂは、マニュアル撮影時に、判定部６Ｂにおいて極大値と判定する合焦
レベルの変化量の基準値を指示するためのものである。判定部６Ｂは、判定指示部１０Ｂ
の指示に応じて極大値と判定する基準値を変更するようにしてもよい。
【００２６】
　領域指示部１０Ｃは、マニュアル撮影時において、合焦レベルの極大値の判定を行う判
定領域を撮影画面２１内で指定するためのものである。判定部６Ｂは、領域指示部１０Ｃ
によって指定された判定領域における合焦レベルの変化量に基づいて、合焦レベルの極大
値を判定するようにしてもよい。
【００２７】
　記録指示部１０Ｄは、マニュアル撮影時において、記録媒体１３への撮影画像の記録を
指示するためのものである。記録部６Ｃは、記録指示部１０Ｄの指示に基づいて記録され
た１以上の第１の撮影画像と、自動的に記録された１以上の第２の撮影画像とを、第１の
撮影画像と第２の撮影画像とが記録された時間に基づいて関連付けを行うようにしてもよ
い。ここで、第１の撮影画像は、例えば後述する図９に示すようなユーザ撮影画像４３で
あってもよい。第２の撮影画像は、例えば後述する図９に示すような自動撮影画像４５で
あってもよい。
【００２８】
　再生指示部１０Ｅは、記録媒体１３に記録された第１の撮影画像および第２の撮影画像
の少なくとも一方をモニタ８に再生表示させるためのものである。表示処理部７は、モニ
タ８において再生指示部１０Ｅによって指示された第１の撮影画像を再生表示する場合に
、第１の撮影画像に関連付けされた第２の撮影画像がある場合には、モニタ８に、その旨
を通知する表示を行わせるようにしてもよい。ここで、その旨を通知する表示は、例えば
後述する図９に示すようなアイコン４４であってもよい。
【００２９】
［２．撮像装置の動作］
　（２－１．撮影動作の概要）
　ズームレンズ１およびフォーカスレンズ２を通過した被写体からの光は、アイリス３に
よって光量調節されたのち、撮像素子５の面上に結像する。撮影時は操作部１０にあるシ
ャッタボタンの押下を検出したシステム制御部９が、所定時間経過後にメカシャッタ４を
閉鎖することで露光が完了する。
【００３０】
　その後、撮像素子５によって光電変換された電気信号は撮影画像のデータとして画像処
理部６に出力される。画像処理部６では、入力された撮影画像のデータにデモザイク処理
、階調および色調の調節、ノイズ低減処理、ならびにサイズ変換などの信号処理を行う。
画像処理部６ではさらに、撮影画像のデータをＪＰＥＧに代表されるような圧縮画像ファ
イルに変換した後、記録媒体１３に保存する。さらに、画像処理部６から出力された撮影
画像のデータは、表示処理部７で操作アイコンや撮影に関する各種の情報などと合成され
た上でモニタ８上に表示される。
【００３１】
　また、操作部１０にあるズームレバーやダイヤルによるユーザ操作に従って、システム
制御部９がズームレンズ１、フォーカスレンズ２、およびアイリス３に対して必要な駆動
指示を出すことで画角、フォーカス、および光量の調節を行う。なお、本実施の形態では
ズームレンズ１およびフォーカスレンズ２の操作をモータによって電気的に駆動する例を
示しているが、例えば交換レンズ式カメラの場合はモータを介さずレンズ側の機構により
機械的に駆動する方式であってもよい。
【００３２】
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　（２－２．オートフォーカス撮影時のフォーカス調整の概要）
　オートフォーカス撮影では、自動的にフォーカスレンズ２を移動させながら、例えば図
２に示したような撮影画面２１内のある特定領域の合焦レベル（コントラスト）を画像処
理部６で検出し続ける。そして、合焦レベルが最も高くなるフォーカスレンズ２の位置を
探索する。このときの合焦レベルの変化とフォーカスレンズ２の位置との関係を図４に示
す。図４において、縦軸は合焦レベル（コントラスト）、横軸はフォーカスレンズ２の位
置を示す。図４に示したように、例えばフォーカスレンズ２による調整可能な範囲内で至
近側から無限遠側まで合焦レベルを探索する。
【００３３】
　（２－３．マニュアルフォーカス撮影時の合焦情報の表示方法）
　一般的に、マニュアルフォーカス撮影では、ユーザがフォーカスリングまたはカメラ本
体側の操作ダイヤルにより手動でフォーカスレンズ２を移動させ、モニタ８に表示される
画像によって撮影画像のぼけ状態を確認しながら最適なフォーカス位置をユーザ自身が探
索する。
【００３４】
　本実施の形態では、画像処理部６の算出部６Ａが、撮影画像を複数の領域に分割し、マ
ニュアルフォーカス撮影時においてもバックグラウンドで各領域の合焦レベルの変化量を
算出し続ける。表示処理部７は、モニタ８に、その変化量に応じた表示を行わせることで
ユーザのフォーカス調整のアシストを行う。モニタ８では、合焦レベルそのものではなく
、合焦レベルの変化量として、例えば合焦レベルの変化の速度や変化の方向（レベルの上
昇や下降）に応じた表示が行われる。この合焦レベルの変化量の算出はフォーカスレンズ
２の移動に連動して行うものであり、ユーザがフォーカス調整の操作（フォーカス指示部
１０Ａによる指示）を止めた場合には合焦レベルの変化量の算出も停止する。
【００３５】
　具体例として、図２に示したように被写体２２として人物の顔を撮影する場合について
説明する。マニュアルフォーカスで撮影する場合、表示処理部７は、例えば図３に示すよ
うに、撮影画面２１内において複数の領域（セグメント３１）を示す枠状の表示を行わせ
る。なお、図３では被写体２２の部分にのみ枠状の表示を行っているが、画面全体に枠状
の表示を行ってもよい。算出部６Ａは、セグメント３１単位で合焦レベルの変化量を算出
する。
【００３６】
　モニタ８では、セグメント３１単位で枠色を変化させたり点滅させたりすることで、合
焦レベルの変化量に応じた情報の表示を行う。この情報の表示の具体例を図５に示す。な
お、ここで説明する表示方法は、静止画撮影時に行ってもよいし、動画撮影時に行っても
よい。
【００３７】
　図５の表示例では無限側から至近側にフォーカスレンズ２を移動し、被写体２２の右目
付近のセグメントＳ１の合焦レベルが極大となったタイミングの表示例を示している。右
目付近のセグメントＳ１の合焦レベルが極大となった瞬間に枠色を中性色表示、例えば緑
色に切り替えることで、この領域が最適な合焦状態になったということをユーザに通知す
る。さらにそのタイミングで枠を点滅させることでより効果的に最適な合焦状態を通知す
ることもできる。このように枠色の変化や枠の点滅で表現することにより、セグメント３
１の内部全体が塗り潰されるわけではないので被写体２２のぼけ具合も同時に確認するこ
とができる。
【００３８】
　また、合焦レベルが上昇しているセグメントＳ２の枠色は例えば暖色系表示を行う。さ
らに、合焦レベルの変化率に応じて暖色系表示の枠色の濃度を変化させることで、合焦レ
ベルの変化率がどのようになっているか一目で理解できるようにしている。例えば、合焦
レベルが極大に近い付近で上昇変化している部分ではオレンジ色の表示とし、合焦レベル
が上昇変化する部分が極大から離れるに従い、濃度の薄いオレンジ色や黄色に変化させる
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。
【００３９】
　一方、合焦レベルが下降しているセグメントＳ３の枠色は例えば寒色系表示を行う。さ
らに、合焦レベルの変化率に応じて寒色系表示の枠色の濃度を変化させることで、変化率
がどのようになっているか一目で理解できるようにしている。例えば、合焦レベルが極大
に近い付近で下降変化している部分では青色の表示とし、合焦レベルが下降変化する部分
が極大から離れるに従い、濃度の薄い青色に変化させる。
【００４０】
　この一連の枠状の表示は、合焦レベルが何らかの変化をしたときに行う。このため、例
えばユーザがフォーカス調整の操作を停止し、合焦レベルが一定期間変化しなかった場合
には、枠状の表示はすべて消え、図２に示したように、被写体２２のみがモニタ８の撮影
画面２２に表示されることになる。
【００４１】
　また、算出部６Ａによる合焦レベルの変化量の算出は、ユーザがフォーカス調整の急激
な操作を行ってフォーカス調整の単位時間当たりの調整量が所定の値以上となった場合や
、被写体２２の急激な変化で合焦レベルの連続性が失われた場合等に自動的にリセットし
てもよい。この場合、リセットされたことを通知する文言あるいはアイコン表示を行うよ
うにしてもよい。表示処理部７は、例えば図６に示したように、モニタ８の撮影画面２２
に、「合焦機能をリセットしました」等の文章による通知３２を行わせてもよい。
【００４２】
　（２－４．マニュアルフォーカス撮影時の自動撮影）
　上記のように合焦レベルの変化量に応じた情報表示をすることで、マニュアルフォーカ
ス撮影時におけるフォーカス調整のアシストを行うことができる。さらに、本実施の形態
では、マニュアルフォーカス撮影時に、領域指示部１０Ｃによってユーザが指定した判定
領域のセグメント３１の合焦レベルが極大と判定されたときには自動撮影を行う、という
応用も可能である。
【００４３】
　その具体例を図７に示す。図７の例では、フォーカス調整の操作開始時のフォーカスレ
ンズ２の位置はＦＰ１であり、大きくデフォーカスした状態である。その状態からフォー
カスレンズ２を最適な合焦位置に向かって移動させることになるが、そのときに合焦レベ
ルを算出すると共に前回からの変化量（Ｄ１～Ｄ６）も算出しておく。判定部６Ｂでは、
この合焦レベルの変化量が増加から減少に転じ、ある一定の閾値内に収まったときに極大
と判断する。図７の例では位置ＦＰ６が極大となる。記録部６Ｃは、判定部６Ｂによって
合焦レベルの極大値と判定された場合に、記録媒体１３に撮影画像の自動的な記録を行う
。
【００４４】
　判定部６Ｂでは、フォーカスレンズ２の位置が検出できるシステムであれば上記説明通
りの制御で極大判定が可能である。しかしながら、フォーカスレンズ２の位置の検出がで
きないシステムの場合は、一定時間ごとに合焦レベルの変化量を算出するしかない。この
場合、例えば図８に示したように、フォーカス調整の操作が速すぎる場合は、正確な合焦
レベルの極大位置を検出することができない場合がある。そのため、記録部６Ｃは、合焦
レベルの変化量が所定の閾値（第２の閾値）以上である場合には、仮に判定部６Ｂによる
極大判定の条件を満たしていても、自動撮影を行わないようにしてもよい。これにより、
不要な画像を記録媒体１３に記録することを回避する。
【００４５】
　また、表示処理部７は、記録部６Ｃによる自動撮影を行った場合にはモニタ８の撮影画
面２２上に、アイコンや文言で自動撮影を行った旨を表示させてもよい。これにより、装
置が誤動作したわけではないことをユーザに通知することができる。
【００４６】
　（２－５．撮影画像の表示方法）
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　ユーザによって、記録媒体１３に記録された撮影画像を再生する再生モードが選択され
たときに、上記した自動撮影によって撮影された撮影画像を表示するか否かを、メニュー
設定によって切り替え可能にしてもよい。
【００４７】
　図９は、再生モード時にモニタ８に表示される再生画面４１の表示例を示している。図
９の上段では、記録媒体１３に記録された複数の撮影画像４２が一覧表示されている。図
９の上段では、上記した自動撮影による自動撮影画像４５は非表示に設定されており、ユ
ーザによってマニュアル撮影されたユーザ撮影画像４３のみが一覧表示されている。
【００４８】
　ところで、記録部６Ｃは、マニュアル撮影されたユーザ撮影画像４３と、自動的に記録
された自動撮影画像４５とを関連付けて記録媒体１３に記録している。関連付けの例とし
ては、例えば前回ユーザがマニュアル撮影した後に撮影された自動撮影画像群と、次にユ
ーザがマニュアル撮影した画像とを同じグループ画像として管理することが考えられる。
【００４９】
　図９の上段のように、自動撮影画像４５が非表示に設定されている場合であっても、ユ
ーザ撮影画像４３に関連付けされた自動撮影画像４５がある場合には、表示処理部７は、
モニタ８に、その旨を通知する表示を行わせる。例えば図９の上段のように、アイコン４
４による通知を行う。これにより閲覧性を高めることができると共に、例えば図９の下段
のように、必要に応じてユーザが自動撮影画像４５を閲覧することができる。例えばアイ
コン４４が表示されたユーザ撮影画像４３がユーザによって選択されたときに、関連付け
された自動撮影画像４５を同時に表示する。
【００５０】
［３．撮像装置の効果］
　以上のように、本実施の形態によれば、撮影画像の合焦レベルの変化量に応じた情報を
、撮影画面２１と共にモニタ８に表示するようにしたので、合焦状態を容易に把握し、良
好な撮影画像を容易に得ることができる。
【００５１】
　具体的には、以下の効果が得られる。
　１．合焦レベルの変化量に応じてセグメント３１の枠色を変化させる表示を行うことで
、ユーザが視線移動することなく撮影画面２１の各領域のぼけ具合を直観的に把握できる
。
　２．枠色の変化や枠の点滅によって情報の表示を行うようにしたので、ピーキング表示
のようにエッジ領域が塗り潰されることがなく、元画像のぼけ具合を直接把握することが
できる。
　３．合焦レベルが変化したときだけ枠状の表示を行うので、煩雑な情報の表示を必要最
低限に抑えることができる。
　４．枠色によって変化の方向が把握できるので、特に大ぼけの状態から最適な合焦状態
への復帰が速くなる。
　５．合焦レベルの極大を判定して自動撮影することにより、マニュアルフォーカス撮影
でありながら、保険として装置が推奨する撮影画像を記録することができる。
　６．フォーカス調整の操作速度（合焦レベルの変化量）によって自動撮影を抑制する仕
組みを設けることにより不要な自動撮影画像を削減できる。
　７．ユーザ撮影画像と自動撮影画像とを関連付けすることにより撮影画像の閲覧性およ
び検索性を高めることができる。
【００５２】
＜４．その他の実施の形態＞
　本開示による技術は、上記実施の形態の説明に限定されず種々の変形実施が可能である
。
【００５３】
　例えば、合焦レベルの変化量に応じた情報の表示は図５に示したような枠状の表示に限
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定されない。例えば図１０に示したように、合焦レベルの変化量に応じた矢印状の表示を
行ってもよい。図１０の表示例では、合焦レベルが上昇しているとみなせる領域では斜め
上向き矢印３１Ａを表示し、合焦レベルが下降しているとみなせる領域では斜め下向き矢
印３１Ｂを表示している。合焦レベルが極大とみなせる領域では水平矢印３１Ｃを表示し
ている。
【００５４】
　また例えば、本技術は以下のような構成を取ることができる。
（１）
　合焦機能を有し、被写体に応じた撮影画像を生成して出力する撮像部と、
　前記撮像部によって生成された前記撮影画像の合焦レベルの変化量を算出する算出部と
、
　前記撮影画像に基づく撮影画面と、前記算出部によって算出された前記合焦レベルの変
化量に応じた情報とを表示部に表示させる表示制御部と
　を備える撮像装置。
（２）
　前記算出部は、前記撮影画像の少なくとも一部の領域を複数の領域に分割し、前記複数
の領域のそれぞれについて、前記合焦レベルの変化量を算出し、
　前記表示制御部は、前記複数の領域のそれぞれについての前記合焦レベルの変化量に応
じた情報を前記表示部に表示させる
　上記（１）に記載の撮像装置。
（３）
　前記表示制御部は、前記撮影画面内において前記複数の領域を枠状に表示させ、前記枠
状の表示の表示態様を前記合焦レベルの変化量に応じて変化させる
　上記（２）に記載の撮像装置。
（４）
　前記撮像部に対してフォーカス調整を指示するフォーカス指示部をさらに備え、
　前記算出部は、前記フォーカス指示部によって指示されたフォーカス調整の単位時間当
たりの調整量が所定の値以上である場合には、前記合焦レベルの変化量の算出をリセット
する
　上記（１）ないし（３）のいずれか１つに記載の撮像装置。
（５）
　前記表示制御部は、前記合焦レベルの変化量の算出をリセットした場合には、前記表示
部に、その旨を通知する表示を行わせる
　上記（４）に記載の撮像装置。
（６）
　前記表示制御部は、前記合焦レベルの変化量が所定期間以上、第１の閾値内にある場合
には前記情報は表示させない
　上記（１）ないし（５）のいずれか１つに記載の撮像装置。
（７）
　前記合焦レベルの変化量に基づいて、前記合焦レベルの極大値を判定する判定部と、
　前記判定部によって前記合焦レベルの極大値と判定された場合に、記録媒体に前記撮影
画像の自動的な記録を行う記録部と
　上記（１）ないし（６）のいずれか１つに記載の撮像装置。
（８）
　前記表示制御部は、前記記録部によって自動的な記録が行われた場合に、前記表示部に
、その旨を通知する表示を行わせる
　上記（７）に記載の撮像装置。
（９）
　前記記録部は、前記合焦レベルの変化量が第２の閾値以上である場合には、前記撮影画
像の自動的な記録を行わない
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　上記（７）または（８）に記載の撮像装置。
（１０）
　前記判定部において前記極大値と判定する前記合焦レベルの変化量の基準値を指示する
判定指示部をさらに備え、
　前記判定部は、前記判定指示部の指示に応じて前記極大値と判定する基準値を変更する
　上記（７）ないし（９）のいずれか１つに記載の撮像装置。
（１１）
   前記合焦レベルの極大値の判定を行う判定領域を前記撮影画面内で指定する領域指示
部をさらに備え、
　前記判定部は、前記領域指示部によって指定された前記判定領域における前記合焦レベ
ルの変化量に基づいて、前記合焦レベルの極大値を判定する
　上記（７）ないし（１０）のいずれか１つに記載の撮像装置。
（１２）
　前記記録媒体への前記撮影画像の記録を指示する記録指示部をさらに備え、
　前記記録部は、前記記録指示部の指示に基づいて記録された１以上の第１の撮影画像と
、前記自動的に記録された１以上の第２の撮影画像とを、前記第１の撮影画像と前記第２
の撮影画像とが記録された時間に基づいて関連付けを行う
　上記（７）ないし（１１）のいずれか１つに記載の撮像装置。
（１３）
　前記記録媒体に記録された前記第１の撮影画像および前記第２の撮影画像の少なくとも
一方を前記表示部に再生表示させる再生指示部をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記表示部において前記再生指示部によって指示された前記第１の
撮影画像を再生表示する場合に、前記第１の撮影画像に関連付けされた前記第２の撮影画
像がある場合には、前記表示部に、その旨を通知する表示を行わせる
　上記（１２）に記載の撮像装置。
（１４）
　合焦機能を有する撮像部によって生成された撮影画像の合焦レベルの変化量を算出し、
　前記撮影画像に基づく撮影画面と、前記算出された前記合焦レベルの変化量に応じた情
報とを表示部に表示させる
　情報表示方法。
（１５）
　合焦機能を有する撮像部によって生成された撮影画像の合焦レベルの変化量を算出する
算出部と、
　前記撮影画像に基づく撮影画面と、前記算出部によって算出された前記合焦レベルの変
化量に応じた情報とを表示部に表示させる表示制御部と
　を備える情報処理装置。
【符号の説明】
【００５５】
　１…ズームレンズ、２…フォーカスレンズ、３…アイリス、４…メカシャッタ、５…撮
像素子、６…画像処理部、６Ａ…算出部、６Ｂ…判定部、６Ｃ…記録部、７…表示処理部
、８…モニタ、９…システム制御部、１０…操作部、１０Ａ…フォーカス指示部、１０Ｂ
…判定指示部、１０Ｃ…領域指示部、１０Ｄ…記録指示部、１０Ｅ…再生指示部、１１…
モータドライバ、１２…アイリスドライバ、１３…記録媒体、２０…撮像部、２１…撮影
画面、２２…被写体、３１…セグメント、３１Ａ…斜め上向き矢印、３１Ｂ…斜め下向き
矢印、３１Ｃ…水平矢印、３２…通知、４１…再生画面、４２…撮影画像、４３…ユーザ
撮影画像（第１の撮影画像）、４４…アイコン、４５…自動撮影画像（第２の撮影画像）
、Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３…セグメント。
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