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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮影する撮像部と、
　前記撮像部から出力される画像データおよび／または外部から入力される画像データを
記録する画像記録部と、
　前記画像データを表示する画像表示部と、
　前記画像記録部から読み出された前記画像データに対して複数種の補正処理を行うこと
が可能な画像補正処理部と、
　補正を指示する情報に基づいて前記複数種の補正処理の組み合わせおよび順序を決定し
、前記画像データに対して複数種の前記補正処理を連続的に実行させる補正制御部と、
を有し、
　前記画像データは、撮影情報を含むタグ情報を随伴し、
　前記補正制御部は、実行すべき補正処理の組み合わせと順番を前記撮影情報に基づいて
決定することを特徴とする画像撮影装置。
【請求項２】
　請求項１記載の画像撮影装置において、
　前記タグ情報に含まれる撮影情報には、手振れに関する情報とフラッシュ使用の有無に
関する情報を含むことを特徴とする画像撮影装置。
【請求項３】
　請求項１記載の画像撮影装置において、
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　前記画像記録部は、前記画像データに随伴する前記タグ情報に含まれる前記撮影情報を
承継し、前記補正処理の実施履歴を前記タグ情報に格納して記録することを特徴とする画
像撮影装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像撮影装置およびその制御技術に関し、たとえば、撮影した画像を再生し
て表示する画像表示機能を備えたディジタルカメラ等の画像撮影装置等に適用して有効な
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ディジタルカメラの普及は著しく、撮影済みの画像を表示可能なディスプレイを
背面に備えた構造が一般化しているとともに、当該ディジタルカメラ上で、撮影済みの画
像に対する補正処理が可能なものが提案されている。
【０００３】
　たとえば、特許文献１には、撮影画像から動きベクトルを検出して手振れ補正を行うカ
メラが開示されている。
　また、特許文献２には、撮影画像を画像サイズの整数倍となる第１区分と、端数の第２
区分に分け、第１区分に対応した前処理値を用いて、第２区分の前処理値を決定すること
で、当該撮影画像の階調（トーン）補正を行うディジタルカメラが開示されている。
【０００４】
　また、特許文献３には、撮影の際に作成したサムネイル用の低解像度の画像データから
赤目検出を行い、この検出結果に基づいて、記録用画像データの赤目補正を行うディジタ
ルカメラが開示されている。
【特許文献１】特開２００５－２６０４８１号公報
【特許文献２】特開２００４－４０３７９号公報
【特許文献３】特開２００５－１６７６９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、上述の従来技術は、手振れ補正、トーン補正、赤目補正等をディジタルカメ
ラ上で個別に行うものであり、以下のような技術的課題がある。
　すなわち、一つの撮影画像に対して複数の補正処理を行う場合、個々の補正処理の選択
を複数回行う必要があり、ディジタルカメラ等のような携帯機器のユーザインタフェース
では、操作が煩雑になる。
【０００６】
　また、画像の見栄えを改善するためにどの補正処理を実行すべきかを、ユーザ自身が撮
影画像を見て判断する必要がある、という技術的課題もある。さもないと、実行できない
補正処理をユーザが途中まで操作したり、改善の見込みがない補正処理を実行したりして
、無駄な時間を費やすことになる。
【０００７】
　さらに、一つの画像に複数の補正処理を行いたい場合、保存されている画像の伸張－編
集－圧縮－保存を、補正処理毎に繰り返すことになり、効率が悪い。また、圧縮処理が、
たとえばＪＰＥＧ圧縮のように非可逆圧縮の場合、個々の補正処理の度に画像圧縮を繰り
返すため、画像の劣化が大きくなる、という技術的課題もある。
【０００８】
　また、画像補正を行う場合、補正の前後の画像を個別にディスプレイの画面全体に順次
表示して、ユーザに提示することが考えられる。しかし、単に補正の前後の画像を個別に
順番に画面全体に表示するだけでは、画像補正の効果がユーザに分かりにくい、という技
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術的課題もある。
【０００９】
　本発明の目的は、簡単な操作で、短時間に、画像に対する複数の補正処理を的確に行う
ことが可能な技術を提供することにある。
　本発明の他の目的は、ユーザの介入を必要とすることなく、画像に対して実行すべき補
正処理の選択を的確に行うことが可能な技術を提供することにある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、画像の劣化を招くことなく、画像に対する複数の補正処理を行う
ことが可能な技術を提供することにある。
　本発明の他の目的は、画像に対する複数の補正処理の効果をユーザに対して分かりやす
く提示することが可能な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、被写体を撮影する撮像部と、
　前記撮像部から出力される画像データおよび／または外部から入力される画像データを
記録する画像記録部と、
　前記画像データを表示する画像表示部と、
　前記画像記録部から読み出された前記画像データに対して複数種の補正処理を行うこと
が可能な画像補正処理部と、
　補正を指示する情報に基づいて前記複数種の補正処理の組み合わせおよび順序を決定し
、前記画像データに対して複数種の前記補正処理を連続的に実行させる補正制御部とを有
し、
　前記画像データは、撮影情報を含むタグ情報を随伴し、
　前記補正制御部は、実行すべき補正処理の組み合わせと順番を前記撮影情報に基づいて
決定する画像撮影装置を提供する。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によれば、簡単な操作で、短時間に、画像に対する複数の補正処理を的確に行う
ことができる。
　また、ユーザの介入を必要とすることなく、画像に対して実行すべき補正処理の選択を
的確に行うことができる。
【００４１】
　また、画像の劣化を招くことなく、画像に対する複数の補正処理を行うことができる。
　また、画像に対する複数の補正処理の効果をユーザに対して分かりやすく提示すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施の形態である画像撮影装置の制御方法を実施する画像撮影装置
の構成の一例を示すブロック図であり、図２は、本実施の形態の画像撮影装置を背面側か
ら見た平面図である。
【００４３】
　図１に例示されるように、本実施の形態の画像撮影装置１０には、レンズ部１２、ＮＤ
（ニュートラルデンシティ）フィルター１２ａ、シャッター１２ｂ、撮像素子１３、アナ
ログフロントエンド部１４（以下、ＡＦＥ部１４と記す）、画像処理部１５、表示制御部
１８ａによって画像表示を行う表示部１８及び、記録再生制御部１９ａと記録メディア１
９が設けられている。
【００４４】
 レンズ部１２は、入射した被写体９０の像を撮像素子１３に結像する光学系である。シ
ャッター１２ｂは、レンズ部１２を通過した光が撮像素子１３へ入射するのを選択的に遮
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り、露出量を調整する。
【００４５】
　撮像素子１３は、たとえば、ＣＭＯＳイメージセンサやＣＣＤイメージセンサからなり
、結像された被写体像を画像信号に変換する。ＡＦＥ部１４は、撮像素子１３から出力さ
れるアナログの電気信号をデジタルの画像データ（後述の主画像１０２）に変換して出力
する。
【００４６】
　画像処理部１５は、ＡＦＥ部１４から出力された画像データについて、ガンマ（階調補
正）や色や階調やシャープネス、手振れ、赤目等を補正処理する。また、画像処理部１５
は、画像処理部内のＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｃｏｄｉｎｇ　
Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）コア部（図示せず）などの静止画像用の圧縮伸長部を有し
、撮影時にはこの圧縮伸長部で画像データを圧縮する。
【００４７】
　記録再生制御部１９ａは、撮影時には画像処理部１５により圧縮処理された画像データ
を記録媒体である記録メディア１９に記録する。記録メディア１９は、画像を保存記録す
る記録媒体である。また、記録再生制御部１９ａは再生時には記録メディア１９から画像
データを読み出す。
【００４８】
　画像撮影装置１０には表示制御部１８ａ及び表示部１８が設けられている。表示部１８
は、例えば液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等の後述のカラーパネルディスプレ
イ２０を構成し、撮影時には、レンズ部１２、撮像素子１３等を経由して撮影(入力)され
るモニタ画像を表示し、再生時には伸張処理された記録画像を表示する。
【００４９】
 前述のように、撮影時には、ユーザは表示部１８(カラーパネルディスプレイ２０)に表
示された画像を見ながら、構図やタイミングを決めて撮影操作を行う。撮像素子１３から
の画像信号をほぼリアルタイムで表示できるように、ＡＦＥ１４によって、表示サイズに
制限された画像データを、画像処理部１５で高速に処理して、表示制御部１８ａを介して
表示部１８に表示される。
【００５０】
 再生時には、記録メディア１９に記録された圧縮データが記録再生制御部１９ａにより
読み出され、画像処理部１５によって再生され、表示部１８に表示される。
　また、画像撮影装置１０には、ＭＰＵ１１、ＲＯＭ１７、操作スイッチ群１１ａが設け
られる。ＭＰＵ（マイクロプロセッサ）１１は、プログラムに従って撮影や再生等におけ
る画像撮影装置１０の全体の制御を司る制御部である。
【００５１】
　ＲＯＭ１７は、不揮発性でかつ記録可能なメモリで例えばフラッシュメモリ（一括消去
型ＥＥＰＲＯＭ）からなり、画像撮影装置１０の制御処理を行う制御プログラム５００等
が格納される。
【００５２】
　本実施の形態の場合には、この制御プログラム５００は、ＭＰＵ１１によって実行され
ることにより、たとえば、後述の電子手振れ補正処理Ａ、トーン補正処理Ｂ、赤目検出処
理Ｃ、赤目補正処理Ｄ等の補正処理等の複数の補正処理を、一括して画像処理部１５や表
示制御部１８ａ等に実行させる機能を備えている。
【００５３】
　操作スイッチ群１１ａは、撮影者の指示をＭＰＵ１１に通知する。具体的には、後述す
る図２の外観背面図のレリーズボタン２１、ズームボタン２２、モード設定ダイアル２３
、十字キースイッチ２４、ＭＥＮＵキースイッチ２９、ＯＫボタン３０等のダイアルやボ
タン操作に応じてオン、オフするスイッチである。
【００５４】
　また、画像撮影装置１０には、ＡＦ（オートフォーカス）制御部１２ｃ、シャッター制
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御部１２ｅ、ＮＤフィルター制御部１２ｄ、ストロボ部１６、が設けられる。
　ＡＦ制御部１２ｃは、レンズ部１２のピント位置を制御する。ピント位置の制御は、画
像処理部１５が撮像素子１３から出力される画像データのコントラストを検出してＭＰＵ
１１に出力し、これに従ってＭＰＵ１１がＡＦ制御部１２ｃに制御信号を出力することに
より実行される。ＭＰＵ１１は画像データのコントラスト信号が最大になるようにＡＦ制
御部１２ｃに制御信号を出力する。
【００５５】
　露出制御時には、シャッター１２ｂの開放時間の切り替え以外にも、レンズ部１２と撮
像素子１３の間へＮＤフィルター１２ａを介在させて制御する場合もある。
　前述のように、シャッター制御部１２ｅはシャッター１２ｂの開閉を制御する。シャッ
ター制御部１２ｅは、明るいときには短い時間でシャッター１２ｂを閉じ、暗いところで
は、長い時間でシャッター１２ｂを閉じるような制御をして、撮像素子１３への入射光量
を所定量に保つ露出制御を行う。
【００５６】
　ストロボ部１６は、露出を補助する補助光照射手段である。被写体９０が相対的、また
は絶対的に暗い場合には、強い光を投射するストロボ部１６が補助光として利用される。
これは、白色ＬＥＤやＸｅ放電発光管のような光源を想定しており、流す電流量で光量が
制御できるようになっている。
【００５７】
　なお、図１では、説明の便宜上、画像処理部１５、表示制御部１８ａ、記録再生制御部
１９ａ等をＭＰＵ１１と分けて図示しているが、ＭＰＵ１１にて実行される制御プログラ
ム５００にて、画像処理部１５、表示制御部１８ａ、記録再生制御部１９ａの機能をまと
めて実現するようにしてもよい。
【００５８】
　図２に例示されるように、本実施の形態の画像撮影装置１０の背面には、カラーパネル
ディスプレイ２０、さらには操作スイッチ群１１ａに対応した各種の操作ボタンやキーが
配置されている。
【００５９】
　カラーパネルディスプレイ２０は、ＴＦＴカラー液晶パネル等で構成され図１の表示部
１８に対応している。
　レリーズボタン２１は、シャッター制御部１２ｅを介してシャッター１２ｂを作動させ
る。
【００６０】
　ズームボタン２２は、撮影時の画角を調整する。
　回転式のモード設定ダイアル２３は、画像撮影装置１０の操作内容を簡素化した「かん
たんモード」、全ての操作を個別に行うことが可能な「通常モード」、さには、静止画撮
影モード、再生モード、手ぶれ軽減撮影モード、動画撮影モード、などを選択可能にする
。
【００６１】
　十字タイプの十字キースイッチ２４は、十字形の各端部に設けられた三角マーク２４ａ
を押下することで、露出補正の設定、フラッシュの設定、セルフ撮影モードの設定、マク
ロ撮影モードの設定ができる。また、メニュー設定画面表示時に、カーソルの移動や、メ
ニュー階層の切り換えに使用される。
【００６２】
　十字キースイッチ２４の個々の三角マーク２４ａに対応する位置には、指標２５、指標
２６、指標２７、および指標２８が設けられている。
　指標２５は、露出補正設定ポジションを示す。この指標２５の方向にある十字キースイ
ッチ２４の三角マーク２４ａを押圧すると露出補正が可能となる。
【００６３】
　指標２６は、フラッシュ設定ポジションを示す。この指標２６の方向にある十字キース
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イッチ２４の三角マーク２４ａを押圧するとフラッシュ発光モードを変更することが可能
となる。
【００６４】
　指標２７は、セルフ撮影モードの設定ポジションを示す。この指標２７の方向にある十
字キースイッチ２４の三角マーク２４ａを押圧するとセルフ撮影モードに変更することが
可能となる。
【００６５】
　指標２８は、マクロ撮影モードの設定ポジションを示す。この指標２８の方向にある十
字キースイッチ２４の三角マーク２４ａを押圧するとマクロ撮影モードに変更することが
可能となる。
【００６６】
　ＭＥＮＵキースイッチ２９は、押圧されるとカラーパネルディスプレイ２０に後述の補
正ウィザード２０３のメニュー設定画面が表示される。
　ＯＫボタン３０は、メニュー設定画面表示時に、メニュー項目を決定する場合の確定キ
ーや、ファンクション設定モードに遷移するための遷移キーとして使用される。
【００６７】
　図３は、本実施の形態の画像撮影装置１０において取り扱われる画像データ１００の構
成の一例を示す概念図である。
　本実施の形態における画像データ１００は、タグ情報１０１、主画像１０２、副画像１
０３を含んでいる。
【００６８】
　主画像１０２は、画像撮影装置１０や他の画像撮影装置で撮影された画像データ本体を
示している。
　タグ情報１０１は、主画像１０２に関する撮影条件の等の情報が格納されている。本実
施の形態の場合には、タグ情報１０１には、手振れ情報１０１ａ、ストロボ使用情報１０
１ｂ、オートフォーカス位置情報１０１ｃ、ズーム位置情報１０１ｄ、シャッタスピード
１０１ｅ、機種情報１０１ｆ、および補正履歴情報１０１ｇ等の情報が格納される。
【００６９】
　手振れ情報１０１ａは、主画像１０２の撮影時に検出された手振れの、手振れ量、手振
れ方向、時間、等の情報である。
　ストロボ使用情報１０１ｂは、主画像１０２の撮影時におけるストロボ部１６の使用の
有無を示す情報である。
【００７０】
　オートフォーカス位置情報１０１ｃは、主画像１０２の撮影時における当該主画像１０
２内のオートフォーカス位置を示す情報である。
　ズーム位置情報１０１ｄは、主画像１０２の撮影時におけるズーム位置を示す情報であ
る。
【００７１】
　シャッタスピード１０１ｅは、主画像１０２の撮影時におけるシャッター１２ｂのシャ
ッタスピードである。
　機種情報１０１ｆは、主画像１０２を撮影した機種を示す情報である。この情報により
、主画像１０２が、本実施の形態の画像撮影装置１０によって撮影された画像か否かを判
別できる。
【００７２】
　補正履歴情報１０１ｇは、主画像１０２に対する後述のような一連の補正処理の履歴を
保持する。
　本実施の形態の場合、制御プログラム５００は、タグ情報１０１の上述の情報を参照す
ることにより、電子手振れ補正処理Ａ、トーン補正処理Ｂ、赤目検出処理Ｃ、赤目補正処
理Ｄの各々の補正処理の実行の可否、補正量、等を自動的に決定し、画像処理部１５を制
御して電子手振れ補正処理Ａ、トーン補正処理Ｂ、赤目検出処理Ｃ、赤目補正処理Ｄを組
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み合わせた補正処理を主画像１０２に対して実行する。
【００７３】
　副画像１０３は、主画像１０２をサムネイル表示するための画像データである。
　以下、本実施の形態の画像撮影装置１０の作用の一例について説明する。
　図４、図５、図６Ａおよび図６Ｂ、図７、図８、図９は、本実施の形態の画像撮影装置
１０の作用の一例を示すフローチャートである。
【００７４】
　まず、画像撮影装置１０に電源が投入されると、制御プログラム５００による図４およ
び図５のフローチャートに例示される処理が開始される。
　そして、ユーザがモード設定ダイアル２３を操作してモードを選択すると（ステップ３
０１）、再生モードか否かを判別し（ステップ３０２）、再生モードの場合には、カラー
パネルディスプレイ２０を起動するとともに（ステップ３０３）、記録再生制御部１９ａ
を介して記録メディア１９から画像データ１００をＲＯＭ１７の一部の記憶領域に読み出
し（ステップ３０４）、主画像１０２に対して必要に応じて伸張処理を行った後（ステッ
プ３０５）、カラーパネルディスプレイ２０に主画像１０２を表示する（ステップ３０６
）。
【００７５】
　この表示状態でユーザからの操作入力を待ち（ステップ３０７）、操作入力が検出され
たら、再生モードが他のモードに変更されたかどうかを判別する（ステップ３０８）。
　再生モードが変更されていない場合には、現在のモードが、簡単モードか通常モードか
を判別する（ステップ３０９）。
【００７６】
　そして、簡単モードが選択されている場合には、カラーパネルディスプレイ２０に表示
されている主画像１０２に重ねて、一発補正ウィザード２０１を表示し、ＯＫボタン３０
が押下されたか否かを判別し（ステップ３１７）、押下された場合には、後述の図５に例
示される一発補正処理４００を実行し（ステップ３１７ａ）、補正結果の画像（後述の全
補正画像１０２ｇ）を、カラーパネルディスプレイ２０に表示し、上述のステップ３０７
に戻る。
【００７７】
　上述のステップ３０９で、通常再生モードと判定された場合には、制御プログラム５０
０は、ユーザによるＭＥＮＵキースイッチ２９の操作を判別し（ステップ３１０）、補正
メニューが選択された場合には、後述の補正ウィザード２０３をカラーパネルディスプレ
イ２０に表示中の主画像１０２に重ねて表示し（ステップ３１１）、補正ウィザード２０
３におけるメニュー選択内容を検出する（ステップ３１２）。
【００７８】
　そして、制御プログラム５００は、補正ウィザード２０３において一括補正指定２０３
ａが選択されたか否かを判別し（ステップ３１３）、一括補正指定２０３ａが選択されて
いる場合には、後述の図５に例示される一発補正処理４００を実行し（ステップ３１３ａ
）、補正後の画像（後述の全補正画像１０２ｇ）をカラーパネルディスプレイ２０に出力
して（ステップ３１４）、上述のステップ３０７に戻る。
【００７９】
　上述のステップ３１３で、一括補正指定２０３ａ以外の後述の電子手振れ補正２０３ｂ
、自動明るさ補正２０３ｃ、赤目補正２０３ｄが選択されている、と制御プログラム５０
０が判断した場合には、電子手振れ補正２０３ｂ、自動明るさ補正２０３ｃ、赤目補正２
０３ｄの各々に対応した、電子手振れ補正処理Ａ、トーン補正処理Ｂ、赤目検出処理Ｃお
よび赤目補正処理Ｄ、を個別に画像処理部１５に実行させる処理に移行する（ステップ３
２３）。
【００８０】
　なお、上述のステップ３０２で再生モード以外のモードが選択されていると制御プログ
ラム５００が判断した場合には、選択された他のモードを実行する（ステップ３２１）。
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　また、上述のステップ３０７で、所定のタイマ値を超過しても操作入力が検出されない
場合には（ステップ３１５）、カラーパネルディスプレイ２０の表示を停止したり、内部
のＭＰＵ１１等の処理系を低消費電力状態に移行させるスリープ状態に移行する（ステッ
プ３１６）。
【００８１】
　また、上述のステップ３１０で補正ウィザード２０３の表示が選択されない場合には、
他の処理を実行する（ステップ３２２）。
　次に、図５のフローチャートを参照して上述の一発補正処理４００の一例を説明する。
【００８２】
　すなわち、一発補正処理４００では、制御プログラム５００は、ＲＯＭ１７上に展開さ
れている画像データ１００のタグ情報１０１を読み取り（ステップ４０１）、機種情報１
０１ｆに基づいて、当該画像データ１００が当該画像撮影装置１０にて撮影されたものか
否かを判別し（ステップ４０２）、他機種で撮影されたデータの場合には処理を中止する
。
【００８３】
　一方、画像データ１００が当該画像撮影装置１０にて撮影されたデータである場合には
、タグ情報１０１の手振れ情報１０１ａに基づいて、当該画像データ１００が撮影時に手
振れが検出された画像か否かを判別し（ステップ４０３）、撮影時に手振れが検出されて
いる場合には、オートフォーカス位置情報１０１ｃ、ズーム位置情報１０１ｄ、シャッタ
スピード１０１ｅ等の情報に基づいて、手振れ補正処理が可能な手振れの種類および範囲
かを判別し（ステップ４０４）、補正可能と判断された場合には、制御プログラム５００
は、画像処理部１５に指示して画像データ１００に対して電子手振れ補正処理Ａを実行さ
せる（ステップ４０５）。
【００８４】
　また、上述のステップ４０３において、撮影時に手振れが検出されなかった判断された
場合、およびステップ４０４において手振れ補正不能と判断された場合には、ステップ４
０５は実行されない。
【００８５】
　さらに、制御プログラム５００は、画像処理部１５に指示して、画像データ１００に対
してトーン補正処理Ｂを実行させる（ステップ４０６）。
　次に、制御プログラム５００は、タグ情報１０１のストロボ使用情報１０１ｂを参照し
て、撮影時にストロボが使用された画像か否かを判別し（ステップ４０７）、ストロボが
使用されていた場合には、画像処理部１５に指示して、画像データ１００に対して赤目検
出処理Ｃを実行させる（ステップ４０８）。
【００８６】
　そして、画像データ１００から赤目ノイズ１０２ｃが検出された否かを判別し（ステッ
プ４０９）、赤目ノイズ１０２ｃが検出された場合には、画像処理部１５に対して赤目補
正処理Ｄを実行させる（ステップ４１０）。
【００８７】
　上述のステップ４０７において画像データ１００の撮影時にストロボが使用されなかっ
た判断された場合には、赤目検出処理Ｃおよび赤目補正処理Ｄは実行されず、ステップ４
０９で赤目ノイズ１０２ｃが検出されなかった場合には、赤目補正処理Ｄは実行されない
。
【００８８】
　こうして、制御プログラム５００は、タグ情報１０１の情報に基づいて、必要な一つま
たは複数の補正処理を画像データ１００に対して連続的に施した後、ＪＰＥＧ等の規格に
則って画像データ１００を圧縮するように画像処理部１５に指示し（ステップ４１１）、
記録再生制御部１９ａを介して、記録メディア１９に保存する（ステップ４１２）。この
時、画像補正前のタグ情報１０１の情報がそのまま継承されるとともに、実際に実行され
た電子手振れ補正処理Ａ、トーン補正処理Ｂ、赤目補正処理Ｄの補正結果に関する情報が
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、補正履歴情報１０１ｇとして、タグ情報１０１の一部に記録される。
【００８９】
　このような、一発補正処理４００におけるカラーパネルディスプレイ２０の画面および
画像データ１００の推移を図６Ａおよび図６Ｂ、図７、図８、図９を参照して説明する。
なお、これらの図におけるカラーパネルディスプレイ２０での画像等の表示動作は、制御
プログラム５００からの指令に基づいて表示制御部１８ａが実行する。
【００９０】
　図６Ａおよび図６Ｂは、上述の図４のフローチャートにおけるステップ３１７ａにおけ
る一発補正処理４００の一例を示している。
　この場合、主画像１０２には、手振れノイズ１０２ａ、トーンノイズ１０２ｂ、赤目ノ
イズ１０２ｃが含まれている場合を示している。
【００９１】
　なお、本明細書においては、トーンノイズ１０２ｂとは、特定のノイズデータが主画像
１０２に混在しているのではなく、トーン（明るさ、階調）の補正が必要な状態の主画像
１０２であることを示すために便宜上ノイズという用語を用いる。
【００９２】
　すなわち、図６Ａおよび図６Ｂの例では、最初に、カラーパネルディスプレイ２０の表
示画面６０１に表示された主画像１０２（上述のステップ３０６での表示）には、手振れ
ノイズ１０２ａ、トーンノイズ１０２ｂ、赤目ノイズ１０２ｃが含まれている。
【００９３】
　そして、表示画面６０１の状態から、補正に関係するキー操作が実行されると、制御プ
ログラム５００は、表示画面６０２に例示されるように、主画像１０２の上に枠状の一発
補正ウィザード２０１を表示する。
【００９４】
　そして、この表示画面６０２の状態でＯＫボタン３０の押下が検出されると（上述のス
テップ３１７）、表示画面６０３のように、画面の下端部に、主画像１０２に重ねて進捗
インジケータ２０２が表示され、補正開始がユーザに知らされる。
【００９５】
　次に、本実施の形態の場合には、制御プログラム５００は、表示制御部１８ａに対して
、カラーパネルディスプレイ２０を、左分割領域２０ａおよび右分割領域２０ｂに区分け
するように指示し、右半分の右分割領域２０ｂを黒ベタとし、左半分の左分割領域２０ａ
に、オートフォーカス位置情報１０１ｃに基づいて、主画像１０２のオートフォーカス箇
所が、左分割領域２０ａのほぼ中心となるようにスライドしながら当該左分割領域２０ａ
の側にズームインする。
【００９６】
　この状態が表示画面６０４である。このように表示画面６０３から表示画面６０４に遷
移する間も進捗インジケータ２０２は表示され続けており、ユーザは電子手振れ補正処理
Ａの進捗状況を視認できる。
【００９７】
　そして、表示画面６０５に例示されるように、手ぶれ補正処理終了後、補正済画像（手
振れ補正画像１０２ｄ）を右分割領域２０ｂにフェードインする。
　これにより、ユーザは、カラーパネルディスプレイ２０を二分する左分割領域２０ａお
よび右分割領域２０ｂの各々に表示された手振れノイズ１０２ａを含む主画像１０２と、
手振れ補正画像１０２ｄとを比較して見ることができ、電子手振れ補正処理Ａの効果を容
易に確認できる。
【００９８】
　この表示画面６０５の表示中に、トーン補正処理Ｂおよび赤目検出処理Ｃが実行される
。なお、表示画面６０５の表示時間は、トーン補正開始から終了までの時間および赤目検
出開始から終了までの時間の和、または、一定時間（たとえば２秒）である。
【００９９】
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　次に、表示画面６０６に例示されるように、主画像１０２および手振れ補正画像１０２
ｄの両方の画像を左へスライドさせる。これにより、右半分の右分割領域２０ｂは黒ベタ
となるとともに、左分割領域２０ａには手振れ補正画像１０２ｄが表示された状態となる
。
【０１００】
 次に、図６Ｂの表示画面６０７に例示されるように、左半分の画面内で手ぶれ補正後の
画像を１コマ表示サイズにズームアウトする。
　次に、表示画面６０８に例示されるように、左半分（左分割領域２０ａ）の画面内で、
下記の条件でスライドさせる。ズームアウトとスライドは同時に行っても良い。
【０１０１】
　赤目検出処理Ｃで赤目ノイズ１０２ｃを検出した場合、赤目ノイズ１０２ｃの箇所がで
きるだけ、左分割領域２０ａにおける左右方向の中央寄り（左分割領域２０ａの中央線２
０ｃの位置）になるように表示する。このとき可能であればバックグラウンドで赤目補正
処理Ｄを実行する。
【０１０２】
　なお、赤目ノイズ１０２ｃが複数個所ある場合は、任意の1箇所を中央線２０ｃの位置
に表示する。このとき、画像が左分割領域２０ａの画面の半分以下にならない範囲で寄せ
る。
【０１０３】
　それ以外の場合、手振れ補正画像１０２ｄの左半分および右半分のうちトーン補正処理
Ｂでの変化が大きい側を左分割領域２０ａに表示する。
　この表示画面６０８の表示時点で赤目補正処理を実行中であれば、赤目補正処理Ｄの終
了までこの表示画面６０８の表示を行う。
【０１０４】
　表示画面６０９に例示されるように、上述の表示画面６０８の表示中に赤目補正処理Ｄ
が終了すると、手振れノイズ１０２ａ、トーンノイズ１０２ｂ、赤目ノイズ１０２ｃの全
てが補正された全補正画像１０２ｇ（赤目補正画像１０２ｆ）を右分割領域２０ｂにフェ
ードインする。
【０１０５】
　この表示画面６０９は、全補正画像１０２ｇの記録メディア１９に対する書き込み完了
まで（上述の図５のステップ４１１、ステップ４１２）、あるいは所定時間だけ表示され
る。
【０１０６】
　その後、表示画面６１０に例示されるように、右分割領域２０ｂに表示されていた全補
正画像１０２ｇを、カラーパネルディスプレイ２０の画面全体にフェードインする。
　なお、表示画面６０３～表示画面６０８の遷移中における進捗インジケータ２０２の表
示速度は、一定でなくともよく、電子手振れ補正処理Ａ、トーン補正処理Ｂ、赤目検出処
理Ｃおよび赤目補正処理Ｄの各々の所要時間等に合わせて適宜調整することができる。
【０１０７】
　図７は、通常モードが選択された場合の画像補正処理の一例を示している。すなわち、
上述の図４におけるステップ３０６、．．．、ステップ３０９、ステップ３１０、ステッ
プ３１１、ステップ３１２、ステップ３１３、ステップ３１３ａ、ステップ３２３に対応
した補正処理におけるカラーパネルディスプレイ２０の画面遷移を示している。
【０１０８】
　すなわち、表示画面６２１は、ステップ３０６においてカラーパネルディスプレイ２０
に表示された、手振れノイズ１０２ａ、トーンノイズ１０２ｂ、赤目ノイズ１０２ｃを含
む主画像１０２を示している。
【０１０９】
　そして、表示画面６２２は、上述のステップ３０９で通常モードが選択され、ステップ
３１１で補正ウィザード２０３が表示された状態を示している。



(11) JP 4974608 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

　この表示画面６２２の状態で、十字キースイッチ２４の上下の三角マーク２４ａの押下
により、一括補正指定２０３ａ～赤目補正２０３ｄの一つを選択候補として選び、ＯＫボ
タン３０の押下によって、選択候補の実行が確定する。
【０１１０】
　すなわち、補正ウィザード２０３の一括補正指定２０３ａの選択中においてＯＫボタン
３０を押下することにより、表示画面６２３（上述の表示画面６０１と同じ）に遷移し、
表示画面６０１～表示画面６１０の連続した表示による、電子手振れ補正処理Ａ～赤目補
正処理Ｄの連続した実行が開始される。
【０１１１】
　一方、一括補正指定２０３ａ以外の電子手振れ補正２０３ｂ～赤目補正２０３ｄの一つ
か選択されると、電子手振れ補正処理Ａ、トーン補正処理Ｂ、赤目検出処理Ｃおよび赤目
補正処理Ｄの中の一つの補正処理が実行される。
【０１１２】
　図８は、上述の図６Ａおよび図６Ｂに例示した一発補正処理４００において、電子手振
れ補正処理Ａを実行せず、それ以外のトーン補正処理Ｂ、赤目検出処理Ｃおよび赤目補正
処理Ｄを実行する場合の、カラーパネルディスプレイ２０における表示状態の遷移例を示
している。
【０１１３】
　これは、上述の図４におけるステップ３１７ａで実行される一発補正処理４００におい
て、ステップ４０５の電子手振れ補正処理Ａがスキップされた場合を示している。
　この場合、表示画面６３１は、上述のステップ３０６でカラーパネルディスプレイ２０
に表示された主画像１０２を示しており、手振れノイズ１０２ａを含まず、トーンノイズ
１０２ｂおよび赤目ノイズ１０２ｃを含んでいる。
【０１１４】
　表示画面６３１の状態から、補正に関係するキー操作が実行されると、制御プログラム
５００は、表示画面６３２に例示されるように、主画像１０２の上に枠状の一発補正ウィ
ザード２０１を表示する。
【０１１５】
　そして、この表示画面６３２の状態でＯＫボタン３０の押下が検出されると（上述のス
テップ３１７）、表示画面６３３のように、画面の下端部に、主画像１０２に重ねて進捗
インジケータ２０２が表示され、補正開始がユーザに知らされる。
【０１１６】
　この図８の例の場合、表示画面６３３の表示中に、トーン補正処理Ｂと、赤目検出処理
Ｃが実行され、これらの実行中の間、当該表示画面６３３が表示され続ける。
　そして、制御プログラム５００は、表示画面６３４に例示されるように、カラーパネル
ディスプレイ２０を左分割領域２０ａおよび右分割領域２０ｂに区分し、右半分の右分割
領域２０ｂを黒ベタとし、左半分の左分割領域２０ａに画像を下記の条件でスライドさせ
、矢印を表示するように、表示制御部１８ａを制御する。
【０１１７】
　表示画面６３３から表示画面６３４への遷移において赤目ノイズ１０２ｃを検出した場
合には、赤目ノイズ１０２ｃの箇所ができるだけ、左分割領域２０ａの左右方向の中央線
（中央線２０ｃ）寄りになるように表示し、バックグラウンドで赤目補正処理Ｄを実行す
る。
【０１１８】
　なお、赤目ノイズ１０２ｃが複数個所ある場合は、任意の１箇所を、トーン補正画像１
０２ｅが画面（左分割領域２０ａ）の半分以下にならない範囲で寄せる。
　それ以外の場合には、トーン補正画像１０２ｅの左半分および右半分のうちトーン補正
処理Ｂでの変化が大きい側を選んで表示画面６３４の左分割領域２０ａに表示する。
【０１１９】
　表示画面６３４では、当該表示画面６３４の表示時点で赤目補正処理Ｄを実行中であれ



(12) JP 4974608 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

ば、赤目補正処理Ｄの終了まで、この表示画面６３４の表示を行う。
　そして、表示画面６３５に例示されるように、赤目補正処理Ｄの終了後、トーンノイズ
１０２ｂ、赤目ノイズ１０２ｃの全てが補正済みの全補正画像１０２ｇ（赤目補正画像１
０２ｆ）を右分割領域２０ｂにフェードインさせる。
【０１２０】
　この表示画面６３５の表示状態は、上述の図５のフローチャートにおける画像の圧縮処
理（ステップ４１１）および記録メディア１９への書き込み（ステップ４１２）の時間だ
け、あるいは所定の時間だけ維持される。
【０１２１】
　その後、表示画面６３６に例示されるように、カラーパネルディスプレイ２０の全体に
、トーンノイズ１０２ｂ、赤目ノイズ１０２ｃの補正が完了した全補正画像１０２ｇを表
示する。
【０１２２】
　図９は、通常モードが選択された場合における画像補正処理でのカラーパネルディスプ
レイ２０の画面遷移を例示している。
　基本的には、上述の図７の場合と同様であるが、主画像１０２が手振れノイズ１０２ａ
を含んでいない点、すなわち電子手振れ補正処理Ａが実行されない点が異なっており、他
は同様である。
【０１２３】
　すなわち、表示画面６４１では、手振れノイズ１０２ａを含まず、トーンノイズ１０２
ｂ、赤目ノイズ１０２ｃを含む主画像１０２が、カラーパネルディスプレイ２０に全画面
表示された状態を示している。
【０１２４】
　次の表示画面６４２は、補正ウィザード２０３が、主画像１０２の上に重ねて表示され
た状態を示しており、十字キースイッチ２４の上下の操作により、一括補正指定２０３ａ
～赤目補正２０３ｄの一つが選択され、ＯＫボタン３０の押下によって選択項目の補正処
理が開始される。
【０１２５】
　一括補正指定２０３ａを選択して実行した場合には、表示画面６４３に遷移し、これは
、上述の図８における初期画面である表示画面６３１に対応している。
　一括補正指定２０３ａ以外の電子手振れ補正２０３ｂ～赤目補正２０３ｄの一つが選択
された場合には、図示しない個々の画像補正処理の処理画面に遷移する。
【０１２６】
　図１０は、手振れ量の大小または有無と、撮影時のフラッシュの使用の有無によって、
制御プログラム５００が組み合わせて自動的に実行する電子手振れ補正処理Ａ～赤目補正
処理Ｄ等の複数の画像補正処理の組み合わせ例を示す概念図である。
【０１２７】
　この図１０に例示される補正処理組み合わせテーブル７００は、縦方向に例示された手
振れの程度または有無の条件と、横方向に例示された撮影時のフラッシュの使用の有無の
条件を組み合わせた場合の、補正処理組み合わせ例７０１～補正処理組み合わせ例７０５
を示している。
【０１２８】
　なお、補正処理組み合わせテーブル７００で使用する条件は、画像データ１００に随伴
する上述のタグ情報１０１を参照することによって、制御プログラム５００が決定できる
。
【０１２９】
　補正処理組み合わせテーブル７００における補正処理組み合わせ例７０１は、手振れの
程度によって電子手振れ補正処理Ａ～赤目補正処理Ｄの組み合わせが決定される場合を示
している。
【０１３０】
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　補正処理組み合わせ例７０２は、手振れが検出されなかった場合であり、電子手振れ補
正処理Ａは含まれない。
　補正処理組み合わせ例７０３は、たとえば、シャッタスピードが遅すぎて手ぶれ量が過
大なため、電子手振れ補正処理Ａを除外する場合を示している。
【０１３１】
　補正処理組み合わせ例７０４は、当該画像撮影装置１０において、上述の電子手振れ補
正処理Ａ～赤目補正処理Ｄが実行済みの場合であり、全ての画像補正処理は行われない。
この実行済みか否かは、上述の補正履歴情報１０１ｇを参照することによって判定される
。
【０１３２】
　補正処理組み合わせ例７０５は、画像データ１００が当該画像撮影装置１０とは異なる
他機種で撮影されたデータであるため、全ての画像補正処理が行われない場合である。上
述のように、画像データ１００が、他機種のデータであるか否かは、機種情報１０１ｆに
よって知ることができる。
【０１３３】
　この補正処理組み合わせテーブル７００は、必要に応じて制御プログラム５００の一部
に実装され、一発補正処理４００の制御に用いられる。
　以上説明したように、本実施の形態の画像撮影装置１０によれば、制御プログラム５０
０が、画像データ１００に随伴するタグ情報１０１を参照して、複数の電子手振れ補正処
理Ａ、トーン補正処理Ｂ、赤目検出処理Ｃおよび赤目補正処理Ｄ等の画像補正処理を、適
切に組み合わせて連続して実行する。
【０１３４】
　この結果、これらの複数の画像補正処理をユーザが個別に指定して実行する場合に比較
して、簡単な操作で、短時間に、画像データ１００に対する複数の補正処理を的確に行う
ことができる。また、ユーザの介入を必要とすることなく、画像データ１００に対して実
行すべき補正処理の選択を的確に行うことができる。
【０１３５】
　画像データ１００の伸張後、複数の電子手振れ補正処理Ａ、トーン補正処理Ｂ、赤目検
出処理Ｃおよび赤目補正処理Ｄをまとめて実行した後に、１回だけ画像データ１００のデ
ータ圧縮および保存処理を行うので、個々の画像補正処理毎にデータ伸張およびデータ圧
縮を反復する場合に比較して、データ圧縮に伴う画像情報の喪失量が少なくなり、画像の
劣化を防止できる。すなわち、画像データ１００の劣化を招くことなく、画像データ１０
０に対する複数の補正処理を行うことができ、画像データ１００の画質を向上させること
ができる。
【０１３６】
　また、カラーパネルディスプレイ２０を複数の左分割領域２０ａおよび右分割領域２０
ｂに区分し、画像補正処理の前後の画像を、左分割領域２０ａおよび右分割領域２０ｂに
並べて出力することで、画像補正の前後の画像の変化をユーザが認識しやすくなる。
【０１３７】
　さらに、複数の画像補正処理を連続して行う場合に、補正処理の前後の画像を、右分割
領域２０ｂから左分割領域２０ａへと順次スライドさせて表示させることで、個々の補正
処理の効果をユーザが視認しやすくなる。
【０１３８】
　さらに、左分割領域２０ａおよび右分割領域２０ｂに表示される画像において、オート
フォーカス位置や、赤目ノイズ１０２ｃの位置が、分割領域の中心（中央線２０ｃ）にく
るようにズームイン表示することで、補正の前後の画像の変化をユーザがより視認しやす
くなる。
【０１３９】
　これらの結果、画像データ１００に対する複数の補正処理の効果をユーザに対して分か
りやすく提示することができる。
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　なお、本発明は、上述の実施の形態に例示した構成に限らず、その趣旨を逸脱しない範
囲で種々変更可能であることは言うまでもない。
　本発明の第１の観点は、被写体を撮影する撮像部と、
　前記撮像部から出力される画像データおよび／または外部から入力される画像データを
記録する画像記録部と、
　前記画像データを表示する画像表示部と、
　前記画像記録部から読み出された前記画像データに対して複数種の補正処理を行うこと
が可能な画像補正処理部と、
　補正を指示する情報に基づいて前記複数種の補正処理の組み合わせおよび順序を決定し
、前記画像データに対して複数種の前記補正処理を連続的に実行させる補正制御部と、
を有する画像撮影装置を提供する。
　本発明の第２の観点は、第１の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記補正制御部は、補正指示による一つの操作指令に基づいて前記画像データに対して
複数種の前記補正処理を連続的に実行させる画像撮影装置を提供する。
　本発明の第３の観点は、第２の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記画像補正処理部は、手振れ補正、トーン補正、赤目補正を実行する機能を備えた画
像撮影装置を提供する。
　本発明の第４の観点は、第２の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記画像補正処理部は、手振れ補正、トーン補正、赤目補正を実行する機能を備え、前
記補正制御部は、前記画像補正処理部において、前記画像データに対して、前記手振れ補
正、前記トーン補正、前記赤目補正の順に前記補正処理を実行させる画像撮影装置を提供
する。
　本発明の第５の観点は、第２の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記補正制御部は、前記画像データにタグ情報として随伴する撮影情報を参照して、個
々の前記補正処理の可否を判定する画像撮影装置を提供する。
　本発明の第６の観点は、第２の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記補正制御部は、最後の前記補正処理の完了後に、前記画像記録部において、前記画
像データを圧縮して記録させる画像撮影装置を提供する。
　本発明の第７の観点は、第６の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記画像記録部は、前記補正処理の以前の前記画像データにタグ情報として随伴してい
た撮影情報を継承し、前記補正処理の実施履歴を前記タグ情報に格納して記録する画像撮
影装置を提供する。
　本発明の第８の観点は、第２の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記画像データには、当該画像データの撮影情報が記録されたタグ情報が随伴して格納
され、
　前記補正制御部は、前記画像データの前記タグ情報を参照して、いずれの前記補正処理
を実行するかを決定し、当該補正処理が実行済みか否かを示す補正履歴情報を前記タグ情
報に記録する画像撮影装置を提供する。
　本発明の第９の観点は、第１の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記補正制御部は、前記画像データに応じて前記補正処理の組み合わせを決定して、前
記画像補正処理部を制御することにより、前記画像データに対して複数種の前記補正処理
を連続的に実行させる画像撮影装置を提供する。
　本発明の第１０の観点は、第９の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記画像データには、当該画像データの撮影情報が記録されたタグ情報が随伴して格納
され、
　前記補正制御部は、前記撮影情報に基づいて前記補正処理の組み合わせを決定する画像
撮影装置を提供する。
　本発明の第１１の観点は、第９の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記画像データには、当該画像データの撮影情報が記録されたタグ情報が随伴して格納
され、
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　前記補正制御部は、前記撮影情報に基づいて個々の前記補正処理における補正量を決定
する画像撮影装置を提供する。
　本発明の第１２の観点は、第２の観点に記載の画像撮影装置において、
　さらに、前記画像表示部の表示画面を複数の表示領域に分割し、前記補正処理の前後の
前記画像データを前記表示画面の個々の前記表示領域に表示させる表示制御部、を含む画
像撮影装置を提供する。
　本発明の第１３の観点は、第１２の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記表示制御部は、前記表示画面を第１および第２の前記表示領域に分割し、
　一つの前記補正処理においては、前記補正処理の前の前記画像データを第１の前記表示
領域に出力し、前記補正処理の後の前記画像データを第２の前記表示領域に出力し、
　次の前記補正処理の開始に先立って、第２の前記表示領域の前記画像データを第１の前
記表示領域にスライドさせる画像撮影装置を提供する。
　本発明の第１４の観点は、第１２の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記表示制御部は、前記表示画面を第１および第２の前記表示領域に分割し、
　前記補正処理の前後の前記画像データにおける補正対象領域を拡大または選択して、そ
れぞれ第１および第２の前記表示領域に表示する画像撮影装置を提供する。
　本発明の第１５の観点は、第１２の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記表示制御部は、前記表示画面を第１および第２の前記表示領域に分割し、
　一つの前記補正処理において、前記補正処理の前の前記画像データを第１の前記表示領
域に出力し、前記補正処理の後の前記画像データを第２の前記表示領域に出力するとき、
前記補正処理の開始前または実行中は、第２の前記表示領域における表示を抑止する画像
撮影装置を提供する。
　本発明の第１６の観点は、第１２の観点に記載の画像撮影装置において、
　前記表示制御部は、前記補正処理の実行中おける前記画像データ以外の情報の前記表示
画面に対する出力を抑止する画像撮影装置を提供する。
　本発明の第１７の観点は、第１の観点に記載の画像撮影装置において、
　さらに、前記画像データの異なる再生モードを選択するモード選択部を備え、
　前記補正制御部は、前記モード選択部によって選択された前記再生モードに基づいて、
前記画像補正処理部による複数の前記補正処理の前記画像データに対する連続した実行、
または個々の前記補正処理の選択的な実行を切り替える画像撮影装置を提供する。
　本発明の第１８の観点は、被写体を撮影する撮像部と、
　前記撮像部から出力される画像データおよび／または外部から入力される画像データを
記録する画像記録部と、
　前記画像データを表示する画像表示部と、
　前記画像記録部から読み出された前記画像データに対して複数種の補正処理を行うこと
が可能な画像補正処理部と、
　を含む画像撮影装置の制御方法であって、
　前記画像データを前記画像記録部から読み出して前記画像表示部に表示する第１ステッ
プと、
　前記画像データに対して適用可能な複数の前記補正処理を連続して実行する第２ステッ
プと、
　前記補正処理が完了した前記画像データを前記画像表示部に表示する第３ステップと、
を含む画像撮影装置の制御方法を提供する。
　本発明の第１９の観点は、第１８の観点に記載の画像撮影装置の制御方法において、
　前記第２ステップでは、前記画像データに随伴した撮影情報に基づいて、前記補正処理
の適用の可否、および／または複数の前記補正処理の組み合わせ、を決定する画像撮影装
置の制御方法を提供する。
　本発明の第２０の観点は、第１８の観点に記載の画像撮影装置の制御方法において、
　前記第２ステップでは、前記表示画面を第１および第２の前記表示領域に分割し、
　前記補正処理の前の前記画像データを第１の前記表示領域に出力し、前記補正処理の後
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の前記画像データを第２の前記表示領域に出力し、次の前記補正処理の開始に先立って、
第２の前記表示領域の前記画像データを第１の前記表示領域にスライドさせる処理を、複
数の前記補正処理毎に反復する画像撮影装置の制御方法を提供する。
　本発明の第２１の観点は、第１８の観点に記載の画像撮影装置の制御方法において、
　前記第２ステップでは、前記表示画面を第１および第２の前記表示領域に分割し、
　前記補正処理の前後の前記画像データにおける補正対象領域を拡大または選択して、そ
れぞれ第１および第２の前記表示領域に表示する画像撮影装置の制御方法を提供する。
　本発明の第２２の観点は、第１８の観点に記載の画像撮影装置の制御方法において、
　前記第３ステップでは、最後の前記補正処理の完了後に前記画像データを圧縮し、前記
補正処理に関する補正履歴情報を付加した状態で、元の前記画像データとは別に前記画像
記録部に記録する画像撮影装置の制御方法を提供する。
　本発明の第２３の観点は、第１８の観点に記載の画像撮影装置の制御方法において、
　複数の前記補正処理は、手振れ補正、トーン補正、赤目補正、の少なくとも一つを含む
画像撮影装置の制御方法を提供する。
　本発明の第２４の観点は、被写体を撮影する撮像部と、
　前記撮像部から出力される画像データおよび／または外部から入力される画像データを
記録する画像記録部と、
　前記画像記録部から読み出された前記画像データに対して複数種の補正処理を行うこと
が可能な画像補正処理部と、
　前記画像データを表示する画像表示部と、
　前記画像補正処理部および前記画像表示部を制御する制御コンピュータと、
を含む画像撮影装置の制御プログラムであって、
　前記制御コンピュータに、
　前記画像データを前記画像記録部から読み出して前記画像表示部に表示する第１ステッ
プと、
　前記画像データに対して適用可能な複数の前記補正処理を連続して実行する第２ステッ
プと、
　前記補正処理が完了した前記画像データを前記画像表示部に表示する第３ステップと、
を実行させる画像撮影装置の制御プログラムを提供する。
　本発明の第２５の観点は、第２４の観点に記載の画像撮影装置の制御プログラムにおい
て、
　前記第２ステップでは、前記画像データに随伴した撮影情報に基づいて、前記補正処理
の適用の可否、および／または複数の前記補正処理の組み合わせ、を決定する画像撮影装
置の制御プログラムを提供する。
　本発明の第２６の観点は、第２４の観点に記載の画像撮影装置の制御プログラムにおい
て、
　前記第２ステップでは、前記表示画面を第１および第２の前記表示領域に分割し、
　前記補正処理の前の前記画像データを第１の前記表示領域に出力し、前記補正処理の後
の前記画像データを第２の前記表示領域に出力し、次の前記補正処理の開始に先立って、
第２の前記表示領域の前記画像データを第１の前記表示領域にスライドさせる処理を複数
の前記補正処理毎に反復する動作を前記画像表示部に実行させる画像撮影装置の制御プロ
グラムを提供する。
　本発明の第２７の観点は、第２４の観点に記載の画像撮影装置の制御プログラムにおい
て、
　前記第２ステップでは、前記表示画面を第１および第２の前記表示領域に分割し、
　前記補正処理の前後の前記画像データにおける補正対象領域を拡大または選択して、そ
れぞれ第１および第２の前記表示領域に表示する動作を前記画像表示部に実行させる画像
撮影装置の制御プログラムを提供する。
　本発明の第２８の観点は、第２４の観点に記載の画像撮影装置の制御プログラムにおい
て、
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　前記第３ステップでは、最後の前記補正処理の完了後に前記画像データを圧縮し、前記
補正処理に関する補正履歴情報を付加した状態で、元の前記画像データとは別に前記画像
記録部に記録する画像撮影装置の制御プログラムを提供する。
　本発明の第２９の観点は、第２４の観点に記載の画像撮影装置の制御プログラムにおい
て、
　複数の前記補正処理は、手振れ補正、トーン補正、赤目補正、の少なくとも一つを含む
画像撮影装置の制御プログラムを提供する。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】本発明の一実施の形態である画像撮影装置の制御方法を実施する画像撮影装置の
構成の一例を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施の形態である画像撮影装置を背面側から見た平面図である。
【図３】本発明の一実施の形態である画像撮影装置において取り扱われる画像データの構
成の一例を示す概念図である。
【図４】は、本発明の一実施の形態である画像撮影装置の作用の一例を示すフローチャー
トである。
【図５】本発明の一実施の形態である画像撮影装置の作用の一例を示すフローチャートで
ある。
【図６Ａ】図６Ｂとともに本発明の一実施の形態である画像撮影装置の作用の一例を示す
表示画面遷移図である。
【図６Ｂ】図６Ａとともに本発明の一実施の形態である画像撮影装置の作用の一例を示す
表示画面遷移図である。
【図７】本発明の一実施の形態である画像撮影装置の作用の一例を示す表示画面遷移図で
ある。
【図８】本発明の一実施の形態である画像撮影装置の作用の一例を示す表示画面遷移図で
ある。
【図９】本発明の一実施の形態である画像撮影装置の作用の一例を示す表示画面遷移図で
ある。
【図１０】本発明の一実施の形態である画像撮影装置において実行される複数の画像補正
処理の組み合わせ例を示す概念図である。
【符号の説明】
【０１４１】
１０…画像撮影装置
１１…ＭＰＵ（補正制御部：制御コンピュータ）
１１ａ…操作スイッチ群
１２…レンズ部
１２ａ…ＮＤフィルター
１２ｂ…シャッター
１２ｃ…ＡＦ制御部
１２ｄ…ＮＤフィルター制御部
１２ｅ…シャッター制御部
１３…撮像素子（撮像部）
１４…アナログフロントエンド部
１５…画像処理部（画像補正処理部）
１６…ストロボ部
１７…ＲＯＭ
１８…表示部（画像表示部）
１８ａ…表示制御部
１９…記録メディア
１９ａ…記録再生制御部（画像記録部）
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２０…カラーパネルディスプレイ
２０ａ…左分割領域
２０ｂ…右分割領域
２０ｃ…中央線
２１…レリーズボタン
２２…ズームボタン
２３…モード設定ダイアル
２４…十字キースイッチ
２４ａ…三角マーク
２５～２８…指標
２９…ＭＥＮＵキースイッチ
３０…ＯＫボタン
９０…被写体
１００…画像データ
１０１…タグ情報
１０１ａ…手振れ情報
１０１ｂ…ストロボ使用情報
１０１ｃ…オートフォーカス位置情報
１０１ｄ…ズーム位置情報
１０１ｅ…シャッタスピード
１０１ｆ…機種情報
１０１ｇ…補正履歴情報
１０２…主画像
１０２ａ…手振れノイズ
１０２ｂ…トーンノイズ
１０２ｃ…赤目ノイズ
１０２ｄ…手振れ補正画像
１０２ｅ…トーン補正画像
１０２ｆ…赤目補正画像
１０２ｇ…全補正画像
１０３…副画像
２０１…一発補正ウィザード
２０２…進捗インジケータ
２０３…補正ウィザード
２０３ａ…一括補正指定
２０３ｂ…電子手振れ補正
２０３ｃ…自動明るさ補正
２０３ｄ…赤目補正
４００…一発補正処理
５００…制御プログラム
６０１～６１０…表示画面
６２１～６２３…表示画面
６３１～６３６…表示画面
６４１～６４３…表示画面
７００…補正処理組み合わせテーブル
７０１…補正処理組み合わせ例
７０２…補正処理組み合わせ例
７０３…補正処理組み合わせ例
７０４…補正処理組み合わせ例
７０５…補正処理組み合わせ例
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Ａ…電子手振れ補正処理
Ｂ…トーン補正処理
Ｃ…赤目検出処理
Ｄ…赤目補正処理

【図１】 【図３】
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