
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置であって、
　 (a)被写体を撮像し、動画を構成するフレームを順次に生成する動画撮影手段と、
　 (b)前記動画撮影手段で順次生成されたフレームの画像に帰還係数を乗じて第１ノイズ
処理を行う循環フィルタ手段と、
　 (c)前記動画撮影手段におけるフレームレートを低減させる第２ノイズ処理を行うフレ
ームレート低減手段と、
　 (d)所定の低照度撮影条件を満たす場合には、前記第１ノイズ処理および前記第２ノイ
ズ処理のうち一方を選択可能にする選択手段と、
　
を備え
　
　

ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
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(e)被写体の動きを検出する動体検出手段と、
、

前記選択手段は、
前記被写体の動きに応じて、前記第１ノイズ処理および前記第２ノイズ処理のうち一方

を選択する手段、
を有する

撮像装置であって、
(a)被写体を撮像し、動画を構成するフレームを順次に生成する動画撮影手段と、
(b)前記動画撮影手段で順次生成されたフレームの画像に帰還係数を乗じて第１ノイズ



　

　

　

　
　 前記第１ノイズ処理および前記第２ノイズ処理のうち一方を選
択する手段、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　
　
　

　

　

　
　

　
　 前記第１ノイズ処理および前記第２ノイズ処理のうち
一方を選択する手段、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項４】
　
　
　

　

　
　

【請求項５】
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処理を行う循環フィルタ手段と、
(c)前記動画撮影手段におけるフレームレートを低減させる第２ノイズ処理を行うフレ

ームレート低減手段と、
(d)所定の低照度撮影条件を満たす場合には、前記第１ノイズ処理および前記第２ノイ

ズ処理のうち一方を選択可能にする選択手段と、
(e)撮影レンズに係る焦点距離を変更する焦点距離変更手段と、

を備え、
前記選択手段は、
前記焦点距離に応じて、

撮像装置であって、
(a)被写体を撮像し、動画を構成するフレームを順次に生成する動画撮影手段と、
(b)前記動画撮影手段で順次生成されたフレームの画像に帰還係数を乗じて第１ノイズ

処理を行う循環フィルタ手段と、
(c)前記動画撮影手段におけるフレームレートを低減させる第２ノイズ処理を行うフレ

ームレート低減手段と、
(d)所定の低照度撮影条件を満たす場合には、前記第１ノイズ処理および前記第２ノイ

ズ処理のうち一方を選択可能にする選択手段と、
(e)三脚が接続される接続部と、
(f)前記接続部に対する三脚の接続の有無を検出する三脚検出手段と、

を備え、
前記選択手段は、
前記三脚の接続の有無に応じて、

動画のノイズ処理方法であって、
被写体を撮像し、動画を構成するフレームを順次に生成する動画撮影工程と、
所定の低照度撮影条件を満たす場合には、前記動画撮影工程において順次生成されたフ

レームの画像に帰還係数を乗じる第１ノイズ処理、および前記動画撮影工程におけるフレ
ームレートを低減させる第２ノイズ処理のうち一方を選択可能にする選択工程と、

被写体の動きを検出する動体検出工程と、
を備え、

前記選択工程は、
前記被写体の動きに応じて、前記第１ノイズ処理および前記第２ノイズ処理のうち一方

を選択する工程、
を有することを特徴とする動画のノイズ処理方法。

動画のノイズ処理方法であって、
被写体を撮像し、動画を構成するフレームを順次に生成する動画撮影工程と、
所定の低照度撮影条件を満たす場合には、前記動画撮影工程において順次生成されたフ

レームの画像に帰還係数を乗じる第１ノイズ処理、および前記動画撮影工程におけるフレ
ームレートを低減させる第２ノイズ処理のうち一方を選択可能にする選択工程と、

撮影レンズに係る焦点距離を変更する焦点距離変更工程と、
を備え、

前記選択工程は、
前記焦点距離に応じて、前記第１ノイズ処理および前記第２ノイズ処理のうち一方を選

択する工程、



【請求項６】
　
　

　

　

　
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体を撮像し、動画を構成するフレームを順次に生成する撮像装置の技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ (撮像装置 )による動画撮影では、高画素化に伴って感度不足の傾向にあ
り、低照度時のノイズ増加は避けられない状況となっている。
【０００３】
　そこで、低照度時の動画撮影を改善するための技術として、フレームレートを減少させ
てノイズ除去を図る技術が、例えば特許文献１に開示されている。
【０００４】
　また、循環フィルタ (帰還フィルタ )を用いフレーム間の相関に基づいてノイズ除去を図
る技術が、例えば特許文献２に開示されている。この帰還フィルタ処理を概念的に表した
図１２を参照しつつ簡単に説明する。
【０００５】
　図１２は、従来技術に係る循環フィルタ処理を説明するためのブロック図である。
【０００６】
　撮像素子で生成された画像データ（ベイヤーデータ）は、画素補間部８１で画素補間さ
れ、画素補間された画像データは、色差マトリクス部８２で色空間が変換された後に２つ
の循環フィルタ部８３に入力される。そして、これらの循環フィルタ部８３における帰還
フィルタ処理により、動画撮影でのノイズ除去が行われる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－８７６３３号公報
【特許文献２】特開平６－３８０９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記の特許文献１の技術では、低照度時の動画撮影においてフレームレートを低減させ
るため、１フレームの画像のブレが大きくなるとともに画像の追従性が悪くなり、被写体
の動きが速いと滑らかな動画の取得が困難となる。
【０００９】
　また、上記の特許文献２の技術では、低照度時の動画撮影において循環フィルタ処理を
行うため、少ない帰還量でも一定のノイズ軽減が図れるものの、特許文献１の技術に比べ
て撮影された動画の品質が低下する。
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を有することを特徴とする動画のノイズ処理方法。

動画のノイズ処理方法であって、
三脚が接続される接続部を有する撮像装置で被写体を撮像し、動画を構成するフレーム

を順次に生成する動画撮影工程と、
所定の低照度撮影条件を満たす場合には、前記動画撮影工程において順次生成されたフ

レームの画像に帰還係数を乗じる第１ノイズ処理、および前記動画撮影工程におけるフレ
ームレートを低減させる第２ノイズ処理のうち一方を選択可能にする選択工程と、

前記接続部に対する三脚の接続の有無を検出する三脚検出工程と、
を備え、

前記選択工程は、
前記三脚の接続の有無に応じて、前記第１ノイズ処理および前記第２ノイズ処理のうち

一方を選択する工程、
を有することを特徴とする動画のノイズ処理方法。



【００１０】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、低照度時の動画撮影において適切な
ノイズ除去の処理を行える撮像装置の技術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】
【００１１】
　上記の課題を解決するため、請求項１の発明は、撮像装置であって、 (a)被写体を撮像
し、動画を構成するフレームを順次に生成する動画撮影手段と、 (b)前記動画撮影手段で
順次生成されたフレームの画像に帰還係数を乗じて第１ノイズ処理を行う循環フィルタ手
段と、 (c)前記動画撮影手段におけるフレームレートを低減させる第２ノイズ処理を行う
フレームレート低減手段と、 (d)所定の低照度撮影条件を満たす場合には、前記第１ノイ
ズ処理および前記第２ノイズ処理のうち一方を選択可能にする選択手段と

を備え

【００１４】
　また、 の発明は、

撮影レンズに係る焦点距離を変
更する焦点距離変更手段 、前記選択手段は 前記焦点距離に応じて、前記第１ノイ
ズ処理および前記第２ノイズ処理のうち一方を選択する手段を有する。
【００１５】
　また、 の発明は、

三脚が接続される接続部と、
前記接続部に対する三脚の接続の有無を検出する三脚検出手段と 、前記選択手段は

前記三脚の接続の有無に応じて、前記第１ノイズ処理および前記第２ノイズ処理のうち
一方を選択する手段を有する。
【００１７】
　また、 の発明は、動画のノイズ処理方法であって 被写体を撮像し、動画を構
成するフレームを順次に生成する動画撮影工程と 所定の低照度撮影条件を満たす場合に
は、前記動画撮影工程において順次生成されたフレームの画像に帰還係数を乗じる第１ノ
イズ処理、および前記動画撮影工程におけるフレームレートを低減させる第２ノイズ処理
のうち一方を選択可能にする選択工程と を備え
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、 (e)被写体の
動きを検出する動体検出手段と 、前記選択手段は、前記被写体の動きに応じて、前
記第１ノイズ処理および前記第２ノイズ処理のうち一方を選択する手段を有する。

請求項２ 撮像装置であって、 (a)被写体を撮像し、動画を構成するフ
レームを順次に生成する動画撮影手段と、 (b)前記動画撮影手段で順次生成されたフレー
ムの画像に帰還係数を乗じて第１ノイズ処理を行う循環フィルタ手段と、 (c)前記動画撮
影手段におけるフレームレートを低減させる第２ノイズ処理を行うフレームレート低減手
段と、 (d)所定の低照度撮影条件を満たす場合には、前記第１ノイズ処理および前記第２
ノイズ処理のうち一方を選択可能にする選択手段と、 (e)

を備え 、

請求項３ 撮像装置であって、 (a)被写体を撮像し、動画を構成するフ
レームを順次に生成する動画撮影手段と、 (b)前記動画撮影手段で順次生成されたフレー
ムの画像に帰還係数を乗じて第１ノイズ処理を行う循環フィルタ手段と、 (c)前記動画撮
影手段におけるフレームレートを低減させる第２ノイズ処理を行うフレームレート低減手
段と、 (d)所定の低照度撮影条件を満たす場合には、前記第１ノイズ処理および前記第２
ノイズ処理のうち一方を選択可能にする選択手段と、 (e) (f)

を備え
、

請求項４ 、
、

、被写体の動きを検出する動体検出工程と
、前記選択工程は、前記被写体の動きに応じて、前記第１ノイズ処理および前記第２ノイ
ズ処理のうち一方を選択する工程を有する。

また、請求項５の発明は、動画のノイズ処理方法であって、被写体を撮像し、動画を構
成するフレームを順次に生成する動画撮影工程と、所定の低照度撮影条件を満たす場合に
は、前記動画撮影工程において順次生成されたフレームの画像に帰還係数を乗じる第１ノ
イズ処理、および前記動画撮影工程におけるフレームレートを低減させる第２ノイズ処理
のうち一方を選択可能にする選択工程と、撮影レンズに係る焦点距離を変更する焦点距離
変更工程とを備え、前記選択工程は、前記焦点距離に応じて、前記第１ノイズ処理および
前記第２ノイズ処理のうち一方を選択する工程を有する。

また、請求項６の発明は、動画のノイズ処理方法であって、三脚が接続される接続部を
有する撮像装置で被写体を撮像し、動画を構成するフレームを順次に生成する動画撮影工
程と、所定の低照度撮影条件を満たす場合には、前記動画撮影工程において順次生成され



【発明の効果】
【００１８】
　請求項１ないし の発明によれば、所定の低照度撮影条件を満たす場合には、順
次生成されたフレームの画像に帰還係数を乗じる第１ノイズ処理、およびフレームレート
を低減させる第２ノイズ処理のうち一方を選択可能にする。その結果、低照度時の動画撮
影において適切なノイズ除去の処理を行える。
【００２０】
　また、 の発明においては、被写体の動きに応じて第１ノイズ処
理および第２ノイズ処理のうち一方を選択するため、ノイズ除去処理の切替えを適切に行
える。
【００２１】
　また、 の発明においては、焦点距離に応じて第１ノイズ処理お
よび第２ノイズ処理のうち一方を選択するため、ノイズ除去処理の切替えを適切に行える
。
【００２２】
　また、 の発明においては、三脚の接続の有無に応じて第１ノイ
ズ処理および第２ノイズ処理のうち一方を選択するため、ノイズ除去処理の切替えを適切
に行える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　＜第１実施形態＞
　＜撮像装置の要部構成＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る撮像装置１Ａの要部構成を示す図である。ここで
、図１ (ａ )～ (ｃ )は、それぞれ撮像装置１Ａの正面図、背面図および上面図に相当してい
る。
【００２５】
　撮像装置１Ａは、デジタルカメラとして構成されており、撮影レンズ１０を備えている
。また、撮像装置１Ａの前面には、被写体に関する測光を行って、輝度信号を生成する測
光センサ１１が設けられている。
【００２６】
　撮像装置１Ａは、その上面にモード切替スイッチ１２とシャッターボタン１３とＮＲモ
ード選択スイッチ１７とが設けられている。
【００２７】
　モード切替スイッチ１２は、被写体を撮像してその静止画を記録する静止画撮影モード
（ＲＥＣモード）と、動画撮影を行う動画モード（ＭＯＶＥモード）と、メモリカード９
(図２参照 )に記録された画像を再生する再生モード（ＰＬＡＹモード）とを切替えるため
のスイッチである。
【００２８】
　シャッターボタン１３は、半押し状態 (Ｓ１オン )と、さらに押し込まれた全押し状態 (
Ｓ２オン )とを検出可能な２段階スイッチになっている。上記の静止画撮影モードにおい
てシャッターボタン１３が半押しされると、ズーム・フォーカスモータドライバ４７ (図
２参照 )が駆動されて、合焦位置に撮影レンズ１０を移動させる動作が行われる。一方、
静止画撮影モードにおいてシャッターボタン１３が全押しされると、本撮影動作、つまり
記録用の撮影動作が行われる。
【００２９】
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たフレームの画像に帰還係数を乗じる第１ノイズ処理、および前記動画撮影工程における
フレームレートを低減させる第２ノイズ処理のうち一方を選択可能にする選択工程と、前
記接続部に対する三脚の接続の有無を検出する三脚検出工程とを備え、前記選択工程は、
前記三脚の接続の有無に応じて、前記第１ノイズ処理および前記第２ノイズ処理のうち一
方を選択する工程を有する。

請求項６

請求項１および請求項４

請求項２および請求項５

請求項３および請求項６



　ＮＲ (ノイズリダクション )モード選択スイッチ１７は、低照度時の動画撮影において循
環フィルタ処理 (後述 )を利用したノイズ除去処理「ＮＲ１」と、マルチフレーム露光（後
述）によるノイズ除去処理「ＮＲ２」と、２種類のノイズ処理ＮＲ１、ＮＲ２を状況に応
じて自動的に選択する「Ａｕｔｏ」とを切替えるためのスイッチであり、操作入力を受付
ける入力手段として機能する。
【００３０】
　撮像装置１Ａの背面には、撮影された画像などを表示するＬＣＤ (Liquid Crystal Disp
lay)モニタ４２と、電子ビューファインダー (ＥＶＦ )４３と、手ブレ補正スイッチ１４と
、コマ送り・ズームスイッチ１５とが設けられている。
【００３１】
　手ブレ補正スイッチ１４は、手ブレセンサ４９ (図２ )で検出される手ブレが撮影に悪影
響を及ぼさないように手ブレ補正アクチュエータドライバ４８ (図２ )を駆動させて手ブレ
補正を行う手ブレ補正モードに設定するためのスイッチである。ここで、撮像センサ１６
は、例えばリニア駆動を行う２つのアクチュエータによって、撮影レンズ１０の光軸に直
交する方向に２次元の移動が可能となっている。
【００３２】
　コマ送り・ズームスイッチ１５は、４つのボタンで構成され、再生モードにおける記録
画像のコマ送りや、撮影時のズーミングを指示するためのスイッチである。このコマ送り
・ズームスイッチ１５の操作により、ズーム・フォーカスモータドライバ４７が駆動され
て、撮影レンズ１０に関する焦点距離を変更できる。
【００３３】
　図２は、撮像装置１Ａの機能ブロックを示す図である。
【００３４】
　撮像装置１Ａは、撮像センサ１６と、撮像センサ１６にデータ伝送可能に接続する信号
処理部２と、信号処理部２に接続する画像処理部３と、画像処理部３に接続するカメラ制
御部４０Ａとを備えている。
【００３５】
　撮像センサ１６は、Ｒ (赤 )、Ｇ (緑 )、Ｂ (青 )の原色透過フィルターがピクセル単位に市
松状に配列 (ベイヤー配列 )されたエリアセンサ (撮像素子 )として構成されており、全画素
読み出しタイプである。この撮像センサ１６は、被写体を撮像し、動画を構成するフレー
ムをＲＡＷ画像データ (ベイヤーデータ )として順次に生成する動画撮影手段として機能す
る。
【００３６】
　信号処理部２は、ＣＤＳ２１とＡＧＣ２２とＡ／Ｄ変換部２３とを有している。
【００３７】
　撮像センサ１６で取得され出力されるアナログ画像信号は、ＣＤＳ２１でサンプリング
されノイズが除去された後、ＡＧＣ２２により撮影感度に相当するアナログゲインが乗算
されて感度補正が行われる。
【００３８】
　Ａ／Ｄ変換部２３は、１４ビットの変換器として構成されており、ＡＧＣ２２で正規化
されたアナログ信号をデジタル化する。デジタル変換された画像信号は、画像処理部３で
所定の画像処理が施されて画像ファイルが生成される。
【００３９】
　画像処理部３は、ＲＡＷ加算部３０およびデジタル処理部３ｐと画像圧縮部３５とを備
えている。また、画像処理部３は、測距演算・動き検出部３６とＯＳＤ部３７とビデオエ
ンコーダー３８とメモリカードドライバ３９とを備えている。
【００４０】
　デジタル処理部３ｐは、画素補間部３１と解像度変換部３２とホワイトバランス制御部
３３とガンマ補正部３４とを有している。
【００４１】
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　画像処理部３に入力された画像データは、撮像センサ１６の読出しに同期し画像メモリ
４１に書込みまれる。以後は、この画像メモリ４１に格納された画像データにアクセスし
、画像処理部３で各種の処理が行われる。
【００４２】
　画像メモリ４１内の画像データは、まずホワイトバランス制御部３３によりＲＧＢ各画
素が独立にゲイン補正され、ＲＧＢのホワイトバランス補正が行われる。このホワイトバ
ランス補正では、撮影被写体から本来白色となる部分を輝度や彩度データ等から推測し、
その部分のＲ、Ｇ、Ｂそれぞれの平均値とＧ／Ｒ比およびＧ／Ｂ比とを求め、これらの情
報に基づいてＲおよびＢの補正ゲインとして制御される。
【００４３】
　ホワイトバランス補正された画像データは、画素補間部３１でＲＧＢ各画素をそれぞれ
のフィルターパターンでマスキングした後、高帯域まで画素値を有するＧ画素については
、メディアン (中間値 )フィルタで周辺４画素の中間２値の平均値に置換する。また、Ｒ画
素およびＢ画素に関しては、周囲の９画素で同色に対して平均補間する。
【００４４】
　画素補間された画像データは、ガンマ補正部３４で各出力機器に合った非線形変換、具
体的にはガンマ補正およびオフセット調整が行われ、画像メモリ４１に格納される。
【００４５】
　そして、画像メモリ４１に格納された画像データは、解像度変換部３２で設定された画
素数に水平垂直の縮小または間引きが行われ、画像圧縮部３５で圧縮処理を行った後、メ
モリーカードドライバ３９にセットされるメモリーカード９に記録される。この画像記録
時には、指定された解像度の撮影画像が記録されるとともに、再生表示用のスクリーンネ
イル画像 (ＶＧＡ )が作成され、上記の撮影画像にリンクさせて記録される。そして、画像
再生時には、スクリーンネイル画像をＬＣＤモニタ４２に表示することで高速な画像表示
が可能となる。
【００４６】
　また、解像度変換部３２では、画像表示時についても画素間引きを行って、ＬＣＤモニ
タ４２やＥＶＦ４３に表示するための低解像度画像を作成する。プレビュー時には、画像
メモリ４１から読出された６４０×２４０画素の低解像度画像がビデオエンコーダ３８で
ＮＴＳＣ／ＰＡＬにエンコードされ、これをフィールド画像としてＬＣＤモニタ４２やＥ
ＶＦ４３で画像再生が行われる。
【００４７】
　測距演算・動き検出部３６では、画像を複数のブロックに分割してブロックごとにＢＰ
Ｆ処理を行うことにより合焦域の周波数成分を抽出し、これを各フレーム単位で比較する
ことでフォーカスレンズの駆動が行われる。そして、このようなビデオ (映像 )ＡＦが行わ
れて合焦が完了した後には、各ブロックにおける評価値の変移量によって被写体の移動を
検出し、再びＡＦの制御が行われることとなる。
【００４８】
　このＡＦ評価値については、ＡＦ動作時において測距ターゲットが移動した場合には、
低い値となり、一定の合焦状態に移行した場合には、高い値が出力される。このような特
性のＡＦ評価値を利用することによって、被写体の動きが検出できることとなる。
【００４９】
　ＯＳＤ (オン・スクリーン・ディスプレイ )部３７は、各種の文字、記号およびフレーム
等を生成し、表示画像の任意位置に重ねることが可能である。このＯＳＤ部３７により、
ＬＣＤモニタ４２には各種の文字、記号およびフレーム等が必要に応じて表示できる。
【００５０】
　カメラ制御部４０Ａは、ＣＰＵおよびメモリを備え、撮像装置１Ａの各部を統括的に制
御する部位である。具体的には、上記のモード切替スイッチ１２やシャッターボタン１３
などを有するカメラ操作スイッチ５０に対して撮影者が行う操作入力を処理する。また、
カメラ制御部４０Ａは、撮影者によるモード設定スイッチ１２の操作により、被写体を撮
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像してその画像データを記録する静止画撮影モードや動画モード、再生モードへの切替え
を行う。
【００５１】
　三脚検出部５１は、撮像装置１Ａの下面に設けられている三脚穴５２（図１ (ａ )(ｂ )に
破線で図示）に三脚が取り付けられたことを検出する部位である。すなわち、三脚検出部
５１は、三脚が接続される三脚穴 (接続部 )５２に対する三脚の接続の有無を検知する三脚
検出手段として機能する。
【００５２】
　撮像装置１Ａは、本撮影前の撮影準備状態において被写体を動画的態様でＬＣＤモニタ
４２に表示するプレビュー表示 (ライブビュー表示 )時には、絞り４４の光学絞りが絞りド
ライバー４５によって開放固定となる。また、シャッタースピード (ＳＳ )に相当する撮像
センサ１６の電荷蓄積時間（露光時間）に関しては、撮像センサ１６で取得したライブビ
ュー画像に基づき、カメラ制御部４０Ａが露出制御データを演算する。そして、算出され
た露出制御データに基づいて予め設定されたプログラム線図により、撮像センサ１６の露
光時間が適正となるようにタイミングジェネレーターセンサドライバー４６に対するフィ
ードバック制御が行われる。
【００５３】
　そして、撮像センサ１６において電荷蓄積が完了すると、光電変換された信号は遮光さ
れた撮像センサ１６内の転送路にシフトされ、転送路からバッファを介して読出しが行わ
れる。
【００５４】
　以上のような構成を有する撮像装置１Ａにおいては、低照度時の動画撮影において２種
類のノイズ除去処理を行えるようになっているが、これらのノイズ処理について以下で詳
しく説明する。
【００５５】
　＜循環フィルタ処理 (ＮＲ１ )について＞
　図３は、撮像装置１Ａにおける循環フィルタ処理を説明するための図である。
【００５６】
　撮像装置１Ａでは、画像処理部３に黒補正部２４と傷補正部２５と循環フィルタ部２６
とシェーディング補正部２７とホワイトバランス (ＷＢ )アンプ部２８とが設けられている
。これらの各部においては、撮像センサ１６で生成され信号処理部２から出力されたデジ
タル信号のＲＡＷ画像データに対する画像処理が行われる。このＲＡＷ画像データとは、
撮像センサ１６から出力された画像データであって画素補間前の画像データのことをいう
。
【００５７】
　また、画像処理部３には、図２に示す画素補間部３１およびガンマ補正部３４の他に、
例えば３×３行列 (マトリクス )を用いて色補正などを行うマトリクス部６１および色差マ
トリクス部６２と、輪郭補正部６３とが設けられている。
【００５８】
　黒補正部２４は、撮像センサ１６で生成されたフレームのＲＡＷ画像データに対して黒
レベル補正を行う部位である。
【００５９】
　傷補正部２５は、撮像センサ１６で生成されたフレームのＲＡＷ画像データにおいて傷
、すなわち画素欠陥が存在する場合に、この画素欠陥の補正を行う部位である。
【００６０】
　循環フィルタ部２６は、相関検出部２６１とアンプ部２６２と加算部２６３と帰還アン
プ部２６４とフレーム遅延部２６５とを有している。
【００６１】
　この循環フィルタ部２６では、フレームメモリを有して画像データを保持するフレーム
遅延部２６５から出力された１フレーム前の画像に帰還アンプ部２６４でゲイン係数 (帰

10

20

30

40

50

(8) JP 3760943 B2 2006.3.29



還係数 )を乗算した信号と、現在のフレーム画像にアンプ部２６２で設定されるゲイン係
数を乗算した信号とを加算部２６３で加算する。すなわち、循環フィルタ部２６では、撮
像センサ１６で生成された現フレームのＲＡＷ画像と１フレーム前のＲＡＷ画像との差分
に、帰還係数を乗じて現フレームのＲＡＷ画像から減じるノイズ処理 (第１ノイズ処理 )が
行われることとなる。
【００６２】
　上記の帰還アンプ部２６４の帰還係数は、現在のフレーム画像と前フレームの画像との
相関に応じて決定される。具体的には、フレーム間の相関が大きい場合、帰還アンプ部２
６４の帰還係数を大きくとって帰還量を多くし相関のないノイズを抑制する。一方、フレ
ーム間の相関が小さい場合に帰還係数を大きくすると画像のブレが生じるため、フレーム
相関が小さい場合には、帰還係数を小さくして帰還量を少なくし、画像の劣化を最小限に
抑える。
【００６３】
　この帰還係数の制御については、相関検出部２６１においてＡＦ評価値に基づくフレー
ム間の相関が求められ、この相関に応じた帰還係数が設定される。
【００６４】
　シェーディング補正部２７は、循環フィルタ部２６でフィルタ処理が行われたフレーム
のＲＡＷ画像データに対して、撮影レンズ１０などによって画像の中央部と周辺部とで光
量が異なること、具体的には周辺部が暗くなることを補正する部位である。このシェーデ
ィング補正部２７では、画像の各部において異なる増幅率で増幅する処理が行われる。
【００６５】
　ＷＢアンプ部２８は、上述したホワイトバランス制御部３３に対応する部位で、循環フ
ィルタ部２６でフィルタ処理が行われたフレームのＲＡＷ画像データに対してＲＧＢのホ
ワイトバランス補正が行われる。
【００６６】
　ＷＢアンプ部２８でホワイトバランス補正が行われたフレームのＲＡＷ画像データは、
画素補間部３１で画素補間され、マトリクス部６１でマトリクス演算が行われる。そして
、ガンマ補正部３４においてガンマ補正が施され、色差マトリクス部６２で輝度信号 (Ｙ )
と色差信号 (Ｃ )とに変換された後に、輪郭補正部６３で輪郭補正が行われる。
【００６７】
　撮像装置１Ａでは、上述した循環フィルタ部２６により、低照度時の動画撮影において
ノイズ除去処理ＮＲ１が行えることとなる。
【００６８】
　図４は、撮像装置１Ａにおける循環フィルタ処理の動作を示すフローチャートである。
本動作は、カメラ制御部４０Ａによって実行される。
【００６９】
　ステップＳ１では、帰還係数をデフォルト値 (例えば０ .２ )にセットする。すなわち、
循環フィルタ部２６の帰還アンプ部２６４におけるゲイン係数を初期値に設定する。
【００７０】
　ステップＳ２では、ＶＧＡ画像を動画像として読み出す。すなわち、撮像センサ１６か
らフレーム画像の読出しが行われる。
【００７１】
　ステップＳ３では、ステップＳ２で読み出された画像データに基づき、露光量の演算を
行い、最適なシャッター速度、絞り値 (Ｆｎｏ )およびＡＧＣ部２２のＡＧＣゲインを算出
する。
【００７２】
　ステップＳ４では、ステップＳ３で算出された絞り値に基づき、絞り４４の光学絞りが
絞りドライバー４５によって駆動される。
【００７３】
　ステップＳ５では、ステップＳ３で算出されたＡＧＣゲインに基づき、ＡＧＣ２２のゲ
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イン係数がセットされる。
【００７４】
　ステップＳ６では、ＡＧＣ２２における設定ゲインが所定値Ｒｅｆ１より大きいかを判
定する。ここで、撮影感度に相当するＡＧＣゲインが所定値Ｒｅｆ１より大きい場合には
、低照度時と判断してステップＳ７に進み、所定値Ｒｅｆ１以下である場合には、ステッ
プＳ１３に進む。
【００７５】
　ステップＳ７では、測距演算・動き検出部３６で算出されたＡＦ評価値が所定値Ｒｅｆ
２より大きいかを判定する。これは、ＡＦ評価値が一定以上である場合には、上述したよ
うに、ある程度被写体が静止していると判断できるため、この場合に循環フィルタ部２６
におけるフィルタ処理を積極的に行わせるようにするための判定動作となる。ここで、Ａ
Ｆ評価値が所定値Ｒｅｆ２より大きい場合には、ステップＳ８に進み、所定値Ｒｅｆ２以
下である場合には、ステップＳ１３に進む。
【００７６】
　ステップＳ８では、ＡＦ評価値に基づくフレーム間の相関度が高いか否かを判定する。
ここで、相関度が高い場合には、ステップＳ９に進み、相関度が低い場合には、ステップ
Ｓ１０に進む。
【００７７】
　ステップＳ９では、帰還アンプ部２６４の帰還係数を増加させる。この場合、例えば帰
還係数が０ .１加算される。
【００７８】
　ステップＳ１０では、帰還アンプ部２６４の帰還係数を減少させる。この場合、例えば
帰還係数が０ .１減算される。
【００７９】
　ステップＳ１１では、帰還係数のリミッタ処理を行う。すなわち、帰還係数が上限値（
例えば０ .８）より大きい場合には、この上限値に制限され、帰還係数が下限値 (例えば０
)より小さい場合には、この下限値に制限される。これにより、過剰なフィードバックが
抑制され、適切なノイズ除去を行えることとなる。
【００８０】
　ステップＳ１２では、循環フィルタ部２６により循環フィルタ処理を行う。
【００８１】
　ステップＳ１３では、帰還アンプ部２６４の帰還係数をデフォルト値 (例えば０ .２ )に
セットする。
【００８２】
　ステップＳ１４では、フレームの画像データに対して画像処理部３で撮像処理を行う。
【００８３】
　ステップＳ１５では、ビデオ画像 (動画 )が出力される。
【００８４】
　ステップＳ１６では、ステップＳ１５で出力されたビデオ画像が、ＬＣＤモニタ４２な
どの表示部に表示される。
【００８５】
　ステップＳ１７では、動画撮影を終了したかを判定する。具体的には、動画撮影を終了
させるためのシャッターボタン１３への操作が撮影者によって行われたかを判断する。こ
こで、動画撮影を終了しない場合には、ステップＳ２に戻って動画撮影を継続する。
【００８６】
　＜マルチフレーム露光 (ＮＲ２ )について＞
　撮像装置１Ａでは、低照度時の動画撮影におけるノイズ処理ＮＲ２として、マルチフレ
ーム露光を行えるようになっている。
【００８７】
　このマルチフレーム露光においては、タイミングジェネレータセンサードライバー４６
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の制御により動画撮影のフレームレートを低減させて、撮像センサ１６の露光時間を長く
するノイズ処理 (第２ノイズ処理 )が行われる。そして、この際には、撮影時の感度を一定
に抑える、つまり信号処理部２のＡＧＣ２２のアンプゲインを低くできるため、ノイズ低
減を図れることとなる。マルチフレーム露光では、低照度時において撮像センサ１６の露
光量を多く確保して適正露光とする必要があるため、例えば絞り４４を開放の状態で、か
つ撮像センサ１６の電荷蓄積時間が複数のフレームに渡る時間 (マルチフレーム露光 )に設
定されることとなる。
【００８８】
　以上のような２種類のノイズ処理ＮＲ１、ＮＲ２を行える撮像装置１Ａの動作を以下で
説明する。
【００８９】
　＜撮像装置１Ａの動作＞
　図５は、撮像装置１Ａの基本的な動作を示すフローチャートである。本動作は、カメラ
制御部４０Ａによって実行される。
【００９０】
　ステップＳ２１～Ｓ２４では、図４のフローチャートに示すステップＳ２～Ｓ５と同様
の動作を行う。
【００９１】
　ステップＳ２５では、動画撮影に設定されているかを判定する。具体的には、モード切
替スイッチ１２が動画モードに選択されているかを判断する。ここで、動画撮影に設定さ
れている場合には、ステップＳ２６に進み、動画撮影に設定されていない場合には、ステ
ップＳ３２に進む。
【００９２】
　ステップＳ２６では、動画ＮＲが自動設定となっているかを判定する。すなわち、ＮＲ
モード選択スイッチ１７が、「Ａｕｔｏ」に設定されているか否かを判断する。ここで、
動画ＮＲが自動設定となっている場合には、ステップＳ２７ａに進み、自動設定となって
いない場合には、ステップＳ２７ｂに進む。
【００９３】
　ステップＳ２７ａでは、ＡＧＣ２２における設定ゲインが所定の閾値Ｒｅｆ１より大き
いかを判定する。ここで、撮影感度に相当するＡＧＣゲインが所定値Ｒｅｆ１より大きい
場合には、低照度と判断してステップＳ２８に進み、所定値Ｒｅｆ１以下である場合には
、ステップＳ３２に進む。
【００９４】
　ステップＳ２７ｂでは、ステップＳ２７ａと同様にＡＧＣ２２における設定ゲインが所
定の閾値Ｒｅｆ１より大きいかを判定する。ここで、ＡＧＣゲインが所定値Ｒｅｆ１より
大きい場合には、Ｓ２９に進み、所定値Ｒｅｆ１以下である場合には、ステップＳ３２に
進む。
【００９５】
　上記のステップＳ２７ａおよびステップＳ２７ｂの動作により、ＡＧＣゲインが所定値
Ｒｅｆ１より大きいという低照度撮影条件を満たす場合には、ステップＳ３０で行われる
循環フィルタ処理 (第１ノイズ処理 )と、ステップＳ３１で行われるマルチフレーム露光 (
第２ノイズ処理 )との一方を選択できることとなる。
【００９６】
　ステップＳ２８では、撮影レンズ１０の焦点距離が望遠に設定されているかを判定する
。この望遠の設定とは、例えば１３５ｍｍ換算で８５ｍｍ以上、好ましくは１００ｍｍ以
上に設定されていることをいう。
【００９７】
　循環フィルタ処理の場合には、帰還係数の大小によって画像のブレ量 (流れ量 )をコント
ロールできるため、手ブレが生じやすい望遠でも扱い易い。一方、望遠においてマルチフ
レーム露光を行う場合には、各フレームの露光時間が長くなるために画像のブレを生じや
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すく、またフレームレートも低くなるため、ブレによる画像の乱れも目立ち易くなる。
【００９８】
　逆に、望遠でないワイドな画角の場合には、被写体のブレが発生しにくいため、実効感
度を下げるマルチフレーム露光の方が１フレームごとのクオリティが上がり、画質の向上
が図れる。
【００９９】
　以上のような理由により、ステップＳ２８では望遠設定の有無を判断している。
【０１００】
　そして、ステップＳ２８において、望遠の焦点距離に設定されている場合には、ステッ
プＳ３０に進み、望遠の焦点距離に設定されていない場合には、ステップＳ３１に進む。
【０１０１】
　これにより、焦点距離に応じて循環フィルタ処理 (第１ノイズ処理 )およびマルチフレー
ム露光 (第２ノイズ処理 )のうち一方が選択されて、ノイズ処理が切替えられることとなる
。
【０１０２】
　ステップＳ２９では、動画撮影時のノイズ処理として、マニュアルで循環フィルタ処理
が選択されているかを判定する。すなわち、ＮＲモード選択スイッチ１７が、「ＮＲ１」
に設定されているか否かを判断する。ここで、循環フィルタ処理が選択されている場合に
は、ステップＳ３０に進み、循環フィルタ処理ではなくマルチフレーム露光が選択されて
いる場合には、ステップＳ３１に進む。
【０１０３】
　上記のステップＳ２９において、ＮＲモード選択スイッチ１７に対する操作入力に応じ
て循環フィルタ処理 (第１ノイズ処理 )およびマルチフレーム露光 (第２ノイズ処理 )のうち
一方が選択されることとなる。これにより、撮影者の意図したノイズ処理を行える。
【０１０４】
　ステップＳ３０では、循環フィルタ処理を行う。
【０１０５】
　ステップＳ３１では、上述したマルチフレーム露光を行う。
【０１０６】
　ステップＳ３２～Ｓ３５では、図４のフローチャートに示すステップＳ１４～Ｓ１７と
同様の動作を行う。
【０１０７】
　以上のように撮像装置１Ａでは、望遠設定の有無、つまり撮影レンズ１０の焦点距離に
応じて循環フィルタ処理またはマルチフレーム露光が選択されるため、画像の乱れなどの
発生を防止しつつ最適なノイズ低減処理が可能となる。
【０１０８】
　なお、上記のステップＳ２８においては、閾値の焦点距離を境にして厳格に循環フィル
タ処理 (ステップＳ３０ )とマルチフレーム露光 (ステップＳ３１ )との切替えを行うのは必
須でなく、ヒステリシスを持たせて切替るようにしても良い。例えば８５ｍｍ以上を超え
る焦点距離から徐々に低下して閾値の焦点距離である８５ｍｍ以下となっても、例えば７
０ｍｍまでは循環フィルタ処理の状態を維持するノイズ制御を行うようにする。これによ
り、閾値の焦点距離を中心に焦点距離が変動しても、循環フレーム処理とマルチフレーム
露光との切替えが頻繁に発生せず、スムーズなノイズ除去処理が行えることとなる。
【０１０９】
　また、第１実施形態の撮像装置１Ａについては、以下で説明する図６のフローチャート
に示す動作を行うようにしても良い。
【０１１０】
　図６に示すフローチャートは、図５に示すフローチャートに対してステップＳ３６の動
作が追加されている。
【０１１１】
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　このステップＳ３６では、三脚の固定が検出されたかを判定する。具体的には、三脚検
出部５１で、三脚が三脚穴５２に取付けられたことが検出されたか否かを判断する。ここ
で、三脚の固定が検出された場合には、ステップＳ３１に進み、マルチフレーム露光を行
う。一方、三脚の固定が検出されない場合には、ステップＳ３０に進んで、循環フィルタ
処理を行う。
【０１１２】
　これにより、三脚の接続の有無に応じて循環フィルタ処理 (第１ノイズ処理 )およびマル
チフレーム露光 (第２ノイズ処理 )のうち一方が選択されることとなる。
【０１１３】
　以上のように三脚取付けの有無を判断することにより、望遠に設定される場合であって
も三脚の固定が検出された場合には手ブレの要因が解消されるため、マルチフレーム露光
によって適切なノイズ除去を行える。
【０１１４】
　＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態に係る撮像装置１Ｂについては、図１および図２に示すように、
第１実施形態の撮像装置１Ａと類似の構成を有しているが、カメラ制御部が異なっている
。
【０１１５】
　すなわち、撮像装置１Ｂのカメラ制御部４０Ｂでは、被写体の動きに応じて第１実施形
態で説明した循環フィルタ処理とマルチフレーム露光とを切替える動作を行うためのプロ
グラムがメモリに格納されている。この動作について、以下で説明する。
【０１１６】
　＜撮像装置１Ｂの動作＞
　図７は、撮像装置１Ｂの基本的な動作を示すフローチャートである。本動作は、カメラ
制御部４０Ｂによって実行される。
【０１１７】
　ステップＳ４１～Ｓ４７ａおよびＳ４７ｂでは、図５のフローチャートに示すステップ
Ｓ２１～Ｓ２７ａおよびＳ２７ｂと同様の動作を行う。
【０１１８】
　ステップＳ４８では、動体が検出されたかを判定する。具体的には、測距演算・動き検
出部３６において、人物などの主被写体の移動が検出されたか否かを判断する。
【０１１９】
　このように動体の検出を判断するのは、動体の場合には被写体の動きに強い循環フィル
タ処理を選択し、動体でない場合つまり静止被写体の場合には、マルチフレーム露光を選
択させるためである。これにより、動画撮影時における被写体の移動によるブレに起因す
るノイズを低減できることとなる。
【０１２０】
　このステップＳ４８において、動体が検出された場合には、ステップＳ５０に進み、動
体が検出されない場合には、ステップＳ５１に進む。これにより、被写体の動きに応じて
、循環フィルタ処理 (第１ノイズ処理 )およびマルチフレーム露光 (第２ノイズ処理 )のうち
一方が選択されることとなる。
【０１２１】
　ステップＳ４９～Ｓ５５では、図５のフローチャートに示すステップＳ２９～Ｓ３５と
同様の動作を行う。
【０１２２】
　以上のように撮像装置１Ｂでは動体の検出に応じて循環フィルタ処理およびマルチフレ
ーム露光のうち一方を選択するため、最適なノイズ低減処理が可能となる。
【０１２３】
　＜第３実施形態＞
　本発明の第３実施形態に係る撮像装置１Ｃについては、図１および図２に示すように、
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第１実施形態の撮像装置１Ａと類似の構成を有しているが、カメラ制御部が異なっている
。
【０１２４】
　すなわち、撮像装置１Ｃのカメラ制御部４０Ｃでは、撮影モードによって２種類のノイ
ズ低減処理を適切に選択するためのプログラムがメモリに格納されている。
【０１２５】
　２種類のノイズ低減処理については、第１実施形態で説明した循環フィルタ処理と、マ
ルチフレーム露光によるノイズ低減処理とが選択可能となっている。そして、撮像装置１
Ｃでは、撮影モード（スポーツモード、夜景モード、マクロモード）の設定状態に応じて
上記の２種類のノイズ処理の切替えが可能となっている。
【０１２６】
　上記の撮影モードについては、例えばＬＣＤモニタ４２に表示されるメニュー画面にお
いて、コマ送り・ズームスイッチ１５に対する撮影者の操作により、「スポーツモード」
、「夜景モード」および「マクロモード」の各撮影モードが設定可能となっている。すな
わち、撮影者は、コマ送り・ズームスイッチ１５の操作によって複数の撮影モードを選択
的に指定できることとなる。
【０１２７】
　＜撮像装置１Ｃの動作＞
　図８は、撮像装置１Ｃの基本的な動作を示すフローチャートである。本動作は、カメラ
制御部４０Ｃによって実行される。
【０１２８】
　ステップＳ６１～Ｓ６７ａおよびＳ６７ｂでは、図５のフローチャートに示すステップ
Ｓ２１～Ｓ２７ａおよびＳ２７ｂと同様の動作を行う。
【０１２９】
　ステップＳ６８では、スポーツモードに設定されているかを判定する。具体的には、Ｌ
ＣＤモニタ４２に表示されるメニュー画面において、「スポーツモード」が選択されたか
を判断する。
【０１３０】
　ここで、スポーツモードの設定を判断するのは、スポーツモードが選択された場合には
高速シャッターが優先されるため、露光時間が複数のフレームに渡るマルチフレーム露光
を行わずに、循環フィルタ処理によるノイズ除去を行うためである。
【０１３１】
  ステップＳ６８において、スポーツモードに設定されている場合には、ステップＳ７２
に進み、スポーツモードに設定されていない場合には、ステップＳ６９に進む。
【０１３２】
　ステップＳ６９では、夜景モードに設定されているかを判定する。具体的には、ＬＣＤ
モニタ４２に表示されるメニュー画面において、「夜景モード」が選択されたかを判断す
る。
【０１３３】
　ここで、夜景モードの設定を判断するのは、一般に手ブレが生じやすい夜景モードが選
択された場合には三脚の使用が想定されるので、循環フィルタ処理でなくマルチフレーム
露光によってノイズ除去を行うのが好ましいためである。
【０１３４】
　ステップＳ６９において、夜景モードに設定されている場合には、ステップＳ７３に進
み、夜景モードに設定されていない場合には、ステップＳ７０に進む。
【０１３５】
　ステップＳ７０では、マクロモードに設定されているかを判定する。具体的には、ＬＣ
Ｄモニタ４２に表示されるメニュー画面において、「マクロモード」が選択されたかを判
断する。
【０１３６】
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　ここで、マクロモードの設定を判断するのは、一般に手ブレが生じやすいマクロモード
が選択された場合には三脚の使用が想定されるので、循環フィルタ処理でなくマルチフレ
ーム露光によってノイズ除去を行うのが好ましいためである。
【０１３７】
　ステップＳ７０において、マクロモードに設定されている場合には、ステップＳ７３に
進み、マクロモードに設定されていない場合には、ステップＳ７２に進む。
【０１３８】
　以上のステップＳ６８～Ｓ７０の動作により、指定される撮影モードに応じて、循環フ
ィルタ処理 (第１ノイズ処理 )およびマルチフレーム露光 (第２ノイズ処理 )のうち一方が選
択されることとなる。
【０１３９】
　ステップＳ７１～Ｓ７７では、図５のフローチャートに示すステップＳ２９～Ｓ３５と
同様の動作を行う。
【０１４０】
　以上のように撮像装置１Ｃでは、設定される撮影モードに応じて循環フィルタ処理およ
びマルチフレーム露光のうち一方を選択するため、最適なノイズ低減処理が可能となる。
【０１４１】
　＜第４実施形態＞
　本発明の第４実施形態に係る撮像装置１Ｄについては、図１および図２に示すように、
第１実施形態の撮像装置１Ａと類似の構成を有しているが、循環フィルタ部の構成が異な
っている。
【０１４２】
　すなわち、撮像装置１Ｄの循環フィルタ部２６では、図３に示す相関検出部２６１にお
いて、第１実施形態のようにＡＦ評価値だけではなく手ブレセンサ４９の計測値 (検出値 )
に基づき帰還係数が設定される。
【０１４３】
　このような循環フィルタ部２６を有する撮像装置１Ｄの循環フィルタ処理 (ＮＲ１ )の動
作を以下で説明する。
【０１４４】
　＜循環フィルタ処理 (ＮＲ１ )について＞
　図９は、撮像装置１Ｄにおける循環フィルタ処理の動作を示すフローチャートである。
本動作は、カメラ制御部４０Ｄによって実行される。
【０１４５】
　ステップＳ８１～Ｓ８７では、図４のフローチャートに示すステップＳ１～Ｓ７と同様
の動作を行う。
【０１４６】
　ステップＳ８８では、手ブレ補正がオンであるかを判定する。具体的には、手ブレ補正
スイッチ１４が押下され、手ブレ補正モードに設定されているかを判断する。ここで、手
ブレ補正がオンである場合には、ステップＳ８９に進み、オンでない場合には、ステップ
Ｓ９０に進んで帰還係数を０にセットする。
【０１４７】
　ステップＳ８９では、手ブレセンサ４９で検出される手ブレの検出値が所定の閾値Ｒｅ
ｆ３より小さいかを判定する。この際には、ステップＳ８７においてＡＦ評価値が所定値
Ｒｅｆ２を超えているため、被写体はある程度静止しているものと推測できる。よって、
手ブレの検出値が所定値Ｒｅｆ３より小さい場合には、フレーム相関が高いと判断できる
ため、ステップＳ９１にて帰還係数を増加させる。一方、手ブレ検出値が所定値Ｒｅｆ３
以上である場合には、手ブレによる帰還処理のエラーが生じるため、ステップＳ９２にて
帰還係数を減少させることとする。
【０１４８】
　ステップＳ９１～Ｓ９９では、図４のフローチャートに示すステップＳ９～Ｓ１７と同
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様の動作を行う。
【０１４９】
　そして、低照度時の動画撮影において、上述した循環フィルタ処理とマルチフレーム露
光とを選択可能とすることで、第１実施形態ないし第３実施形態と同様の効果を発揮する
こととなる。
【０１５０】
　＜第５実施形態＞
　本発明の第５実施形態に係る撮像装置１Ｅについては、図１および図２に示すように、
第１実施形態の撮像装置１Ａと類似の構成を有しているが、循環フィルタ部の構成が異な
っている。
【０１５１】
　すなわち、撮像装置１Ｅの循環フィルタ部２６では、図３に示す相関検出部２６１にお
いて、撮影レンズ１０の焦点距離に応じた帰還係数が設定される。
【０１５２】
　撮影レンズ１０の焦点距離 (画角 )によって手ブレの発生レベルは異なるため、長焦点距
離の場合には、手ブレによる小刻みな被写体のブレが生じると想定される。そして、この
手ブレにより前後のフレーム間の相関が小さくなる場合に帰還係数を大きくすると、画像
の劣化が生じてしまう。そこで、後述のように、撮像装置１Ｅでは、撮影時の焦点距離に
応じた帰還係数の設定、例えば１３５ｍｍ換算で３０ｍｍ未満、３０～５０ｍｍ、および
５０～１００ｍｍの各焦点距離の条件で、帰還アンプ部２６４の帰還係数を０ .８、０ .５
、および０ .２に設定して、循環フィルタ処理を行うこととする。これにより、適切な帰
還係数を簡易に決定できる。
【０１５３】
　このような循環フィルタ部２６を有する撮像装置１Ｅの循環フィルタ処理 (ＮＲ１ )の動
作を以下で説明する。
【０１５４】
　＜循環フィルタ処理 (ＮＲ１ )について＞
　図１０は、撮像装置１Ｅにおける循環フィルタ処理の動作を示すフローチャートである
。本動作は、カメラ制御部４０Ｅによって実行される。
【０１５５】
　ステップＳ１０１～Ｓ１０５では、図４のフローチャートに示すステップＳ２～Ｓ６と
同様の動作を行う。
【０１５６】
　ステップＳ１０６では、撮影レンズ１０の焦点距離が１００ｍｍより大きいかを判定す
る。ここで、焦点距離が１００ｍｍより大きい場合には、ステップＳ１１３に進み、１０
０ｍｍ以下である場合には、ステップＳ１０７に進む。
【０１５７】
　ステップＳ１０７では、撮影レンズ１０の焦点距離が５０ｍｍより大きいかを判定する
。ここで、焦点距離が５０ｍｍより大きい場合には、ステップＳ１０９に進み、５０ｍｍ
以下である場合には、ステップＳ１０８に進む。
【０１５８】
　ステップＳ１０８では、撮影レンズ１０の焦点距離が３０ｍｍより大きいかを判定する
。ここで、焦点距離が３０ｍｍより大きい場合には、ステップＳ１１０に進み、３０ｍｍ
以下である場合には、ステップＳ１１１に進む。
【０１５９】
　ステップＳ１０９では、帰還アンプ部２６４の帰還係数を０ .２に設定する。
【０１６０】
　ステップＳ１１０では、帰還アンプ部２６４の帰還係数を０ .５に設定する。
【０１６１】
　ステップＳ１１１では、帰還アンプ部２６４の帰還係数を０ .８に設定する。
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【０１６２】
　ステップＳ１１２では、図４のフローチャートに示すステップＳ１２と同様の動作を行
う。
【０１６３】
　ステップＳ１１３では、帰還アンプ部２６４の帰還係数を０に設定する。すなわち、循
環フィルタ処理を禁止する。
【０１６４】
　ステップＳ１１４～Ｓ１１７では、図４のフローチャートに示すステップＳ１４～Ｓ１
７と同様の動作を行う。
【０１６５】
　そして、低照度時の動画撮影において、上述した循環フィルタ処理とマルチフレーム露
光とを選択可能とすることで、第１実施形態ないし第３実施形態と同様の効果を発揮する
こととなる。
【０１６６】
　＜第６実施形態＞
　本発明の第６実施形態に係る撮像装置１Ｆについては、図１および図２に示すように、
第１実施形態の撮像装置１Ａと類似の構成を有しているが、循環フィルタ部の構成が異な
っている。
【０１６７】
　すなわち、撮像装置１Ｆの循環フィルタ部２６では、図３に示す相関検出部２６１にお
いて、シャッタースピードに応じた帰還係数が設定される。
【０１６８】
　ここでは、ＡＦ評価値が一定値を超えている場合、被写体がある程度静止しているもの
と判断できるため、この場合には演算されたＳＳの演算値 (設定値 )に連動して帰還係数の
制御を行うこととする。例えば、ＳＳが１ /２５０ｓ未満、１ /２５０～１ /１００ｓ、お
よび１ /１００～１ /３０ｓの各ＳＳ設定の条件で、帰還アンプ部２６４の帰還係数を０ .
２、０ .５、および０ .８に設定して、適切な循環フィルタ処理を行うこととする。この帰
還係数の設定については、ＳＳが短時間、つまり高速シャッター時にはフレーム画像間の
相関が小さくなるため、帰還係数を大きくすると残像効果が生じ、循環フィルタ処理によ
る不自然な画像が生成されるので、ＳＳが短いほど帰還係数を小さく設定する。一方、１
/３０ｓ以上のＳＳ (露光時間 )については、マルチフレーム撮影を優先するとともに、手
ブレを誘発する可能性が高いため、循環フィルタ処理を禁止する。
【０１６９】
　このような循環フィルタ部２６を有する撮像装置１Ｆの循環フィルタ処理 (ＮＲ１ )の動
作を以下で説明する。
【０１７０】
　＜循環フィルタ処理 (ＮＲ１ )について＞
　図１１は、撮像装置１Ｆにおける循環フィルタ処理の動作を示すフローチャートである
。本動作は、カメラ制御部４０Ｆによって実行される。
【０１７１】
　ステップＳ１２１～Ｓ１２６では、図４のフローチャートに示すステップＳ２～Ｓ７と
同様の動作を行う。
【０１７２】
　ステップＳ１２７では、ＳＳ (シャッタースピード )の演算値が１ /３０ｓより小さいか
を判定する。ここで、１ /３０ｓより小さい場合には、ステップＳ１２８に進み、１ /３０
ｓ以上である場合には、ステップＳ１３４に進む。
【０１７３】
　ステップＳ１２８では、ＳＳの演算値が１ /２５０ｓより小さいかを判定する。ここで
、１ /２５０ｓより小さい場合には、ステップＳ１３０に進み、１ /２５０ｓ以上である場
合には、ステップＳ１２９に進む。
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【０１７４】
　ステップＳ１２９では、ＳＳの演算値が１ /１００ｓより小さいかを判定する。ここで
、１ /１００ｓより小さい場合には、ステップＳ１３１に進み、１ /１００ｓ以上である場
合には、ステップＳ１３２に進む。
【０１７５】
　ステップＳ１３０では、帰還アンプ部２６４の帰還係数を０ .２に設定する。
【０１７６】
　ステップＳ１３１では、帰還アンプ部２６４の帰還係数を０ .５に設定する。
【０１７７】
　ステップＳ１３２では、帰還アンプ部２６４の帰還係数を０ .８に設定する。
【０１７８】
　ステップＳ１３３では、図４のフローチャートに示すステップＳ１２と同様の動作を行
う。
【０１７９】
　ステップＳ１３４では、帰還アンプ部２６４の帰還係数を０に設定する。すなわち、Ｓ
Ｓの設定値が１ /３０ｓ以上となるとマルチフレーム露光を優先して、循環フィルタ処理
を禁止する。
【０１８０】
　ステップＳ１３５～Ｓ１３８では、図４のフローチャートに示すステップＳ１４～Ｓ１
７と同様の動作を行う。
【０１８１】
　そして、低照度時の動画撮影において、上記の循環フィルタ処理とマルチフレーム露光
とを選択可能とすることで、第１実施形態ないし第３実施形態と同様の効果を発揮するこ
ととなる。
【０１８２】
　＜変形例＞
　◎上記の各実施形態においては、ＡＧＣの設定ゲインが所定値 (Ｒｅｆ１ )以上となる低
照度撮影条件の場合に、循環フィルタ処理とマルチフレーム露光との選択を可能とするの
は必須でなく、被写体輝度が所定値以下となる低照度撮影条件の場合に両ノイズ処理を選
択可能とするようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１８３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る撮像装置１Ａの要部構成を示す図である。
【図２】撮像装置１Ａの機能ブロックを示す図である。
【図３】撮像装置１Ａにおける循環フィルタ処理を説明するための図である。
【図４】撮像装置１Ａにおける循環フィルタ処理の動作を示すフローチャートである。
【図５】撮像装置１Ａの基本的な動作を示すフローチャートである。
【図６】撮像装置１Ａの他の動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第２実施形態に係る撮像装置１Ｂの基本的な動作を示すフローチャート
である。
【図８】本発明の第３実施形態に係る撮像装置１Ｃの基本的な動作を示すフローチャート
である。
【図９】本発明の第４実施形態に係る撮像装置１Ｄにおける循環フィルタ処理の動作を示
すフローチャートである。
【図１０】本発明の第５実施形態に係る撮像装置１Ｅにおける循環フィルタ処理の動作を
示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第６実施形態に係る撮像装置１Ｆにおける循環フィルタ処理の動作を
示すフローチャートである。
【図１２】従来技術に係る循環フィルタ処理を説明するためのブロック図である。
【符号の説明】
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【０１８４】
１Ａ～１Ｆ　撮像装置
２　信号処理部
３　画像処理部
１０　撮影レンズ
１４　手ブレ補正スイッチ
１５　コマ送り・ズームスイッチ
１７　ＮＲ (ノイズリダクション )モード選択スイッチ
２６、８２　循環フィルタ部
３６　測距演算・動き検出部
４０　カメラ制御部
４２　ＬＣＤモニタ
４８　手ブレ補正アクチュエータドライバ
４９　手ブレセンサ
５１　三脚検出部
２６１　相関検出部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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