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(57)【要約】
【課題】　ユーザーにとって、フォーカスブラケット撮
影によって取得される複数の画像の、それぞれの画像間
の微細な差異をより比較しやすい撮像装置を提供するこ
と。
【解決手段】　所定量の焦点を変化させて複数の画像を
順次取得する撮像手段を有する撮像装置について、前記
撮像手段が取得した前記複数の画像のそれぞれについて
、主被写体の縦線成分と横線成分どちらが多いかに応じ
て表示領域（５０３、５０４）を選択し、並べて表示す
る。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影手段と、
　前記ブラケット撮影手段が取得した前記複数の画像について複数の焦点検出領域の中か
ら一つを選択する選択手段と、
　前記選択手段によって選択された焦点検出領域に対応した表示領域を複数並べて表示す
る表示手段と、を有し、
　前記表示手段は、前記選択手段によって選択された焦点検出領域に応じて、並べて表示
する複数の配列方向を変更することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記選択手段は前記複数の焦点検出領域から得られた評価値に基づき前記複数の焦点検
出領域の中から自動的に一つを選択することを特徴する請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記評価値は、少なくとも縦線成分と横線成分との割合に基づく値である請求項２に記
載の撮像装置。
【請求項４】
　前記選択手段はユーザーの操作に応じて複数の焦点検出領域の中から一つを選択するこ
とを特徴する請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記ブラケット撮影をした際のレンズ位置に関するデータを前記ブラケット撮影によっ
て取得された各画像に関連付けて記憶する記憶手段を有し、
　前記表示手段によって表示された前記複数の表示領域の中からユーザーによって選択さ
れた表示領域に関連付けられたレンズ位置に関するデータに基づき、フォーカスレンズを
駆動する制御手段を有することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載
の撮像装置。
【請求項６】
　前記レンズ位置は、レンズの駆動量に関するデータを含む請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記表示領域は、ブラケット撮影によって取得された画像の一部分であることを特徴と
する請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記表示手段は、前記主被写体の縦線成分が横線成分よりも所定の割合以上多い場合に
は縦線に基づく方向に前記複数の表示領域を並べて表示し、
　前記主被写体の横線成分が縦線成分よりも所定の割合以上多い場合には横線に基づく方
向に前記複数の表示領域を並べて表示することを特徴とする請求項１乃至請求項７のいず
れか一項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記主被写体の縦線成分が横線成分と比べて所定の割合未満である場合、又は横線成分
が縦線成分と比べて所定の割合未満である場合には、予め決められた方向に前記複数の表
示領域を並べて表示することを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　主被写体は、合焦すべき被写体である請求項８又は請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記表示手段が並べて表示した前記複数の表示領域のうち１つについて表示倍率が変更
された場合には、他の表示領域についても同様に表示倍率を変更することを特徴とする請
求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記表示手段が並べて表示した前記複数の表示領域のうち少なくとも１つについて表示
領域が変更された場合には、他の画像の表示領域についても同様に変更することを特徴と
する請求項１乃至請求項１１のいずれか１項に記載の撮像装置。
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【請求項１３】
　表示手段によって表示された複数の画像の表示領域に共通する画像パターンのうち、線
の幅が最も狭いパターンを自動的に選択することを特徴とする請求項１乃至請求項１２の
いずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　表示手段によって表示された複数の画像からユーザーが少なくとも１つの画像を選択し
た場合に、前記表示手段は当該選択された画像の幅または高さを広げて表示することを特
徴とする請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　撮影レンズの異なる位置を透過し結像された一対の被写体像を一対の被写体像信号に光
電変換する焦点検出センサと、
　前記焦点検出センサが光電変換した一対の被写体像信号を用いて焦点のずれ量を検出す
る焦点検出手段と、
を有し、
　前記焦点検出手段が焦点のずれ量を検出する方向と、前記複数の表示領域を並べて表示
する方向とが同じ方向である請求項１乃至請求項１４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　視差の異なる２つの像信号を出力することができる撮像素子と、
　前記撮像素子から出力された視差の異なる２つの像信号を用いて焦点のずれ量を検出す
る焦点検出手段と、を有し、
　前記焦点検出手段が焦点のずれ量を検出する方向と、前記複数の表示領域を並べて表示
する方向とが同じ方向である請求項１乃至請求項１４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　光信号を画像信号に光電変換する撮像素子と、
　前記画像信号のコントラスト状態を検出するコントラスト状態検出手段、とを有し、
　前記コントラストの状態を検出する方向と前記複数の表示領域を並べて表示する方向と
が同じ方向であることを特徴とする請求項１乃至請求項１４のいずれか１項に記載の撮像
装置。
【請求項１８】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影手段と、
　水平方向の評価値と垂直方向の評価値とを取得する取得手段と、
　前記ブラケット撮影手段が取得した前記複数の画像のそれぞれについて表示領域を選択
し、複数の前記表示領域を並べて表示する表示手段と、を有し、
　前記表示手段は主被写体に対する前記水平方向の評価値が前記垂直方向の評価値よりも
高い場合は、垂直方向に対して水平方向に長い表示領域を選択して表示し、前記垂直方向
の評価値が前記水平方向の評価値よりも高い場合は、水平方向に対して垂直方向に長い表
示領域を選択して表示することを特徴とする撮像装置。
【請求項１９】
　前記表示手段は、前記水平方向の評価値と前記垂直方向の評価値とが同じ場合は、予め
決められた方向に長い表示領域を表示することを特徴とする請求項１８に記載の撮像装置
。
【請求項２０】
　前記評価値は、少なくとも縦線成分と横線成分との割合に基づく値である請求項１９に
記載の撮像装置。
【請求項２１】
　前記取得手段は、主被写体に対する水平方向の評価値と垂直方向の評価値とを対応する
焦点検出領域について取得することを特徴とする請求項１８乃至請求項２０のいずれか１
項に記載の撮像装置。
【請求項２２】
　前記ブラケット撮影をした際のレンズ位置に関するデータを前記ブラケット撮影によっ
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て取得された各画像に関連付けて記憶する記憶手段を有し、
　前記表示手段によって表示された前記複数の表示領域の中からユーザーによって選択さ
れた表示領域に関連付けられたレンズ位置に関するデータに基づき、フォーカスレンズを
駆動する制御手段を有することを特徴とする請求項１８乃至請求項２１のいずれか１項に
記載の撮像装置。
【請求項２３】
　前記レンズ位置は、レンズの駆動量に関するデータを含む請求項２２に記載の撮像装置
。
【請求項２４】
　前記表示領域は、ブラケット撮影によって取得された画像の一部分であることを特徴と
する請求項１８乃至請求項２３のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項２５】
　前記表示手段は、前記主被写体の縦線成分が横線成分よりも所定の割合以上多い場合に
は縦線に基づく方向に前記複数の表示領域を並べて表示し、
　前記主被写体の横線成分が縦線成分よりも所定の割合以上多い場合には横線に基づく方
向に前記複数の表示領域を並べて表示することを特徴とする請求項１８乃至請求項２４の
いずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項２６】
　前記主被写体の縦線成分が横線成分と比べて所定の割合未満である場合、又は横線成分
が縦線成分と比べて所定の割合未満である場合には、予め決められた方向に前記複数の表
示領域を並べて表示することを特徴とする請求項２５に記載の撮像装置。
【請求項２７】
　主被写体は、合焦すべき被写体である請求項１８、請求項２１、請求項２５、及び請求
項２６のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項２８】
　前記表示手段が並べて表示した前記複数の表示領域のうち１つについて表示倍率が変更
された場合には、他の表示領域についても同様に表示倍率を変更することを特徴とする請
求項１８乃至請求項２７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２９】
　前記表示手段が並べて表示した前記複数の表示領域のうち少なくとも１つについて表示
領域が変更された場合には、他の画像の表示領域についても同様に変更することを特徴と
する請求項１８乃至請求項２８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項３０】
　表示手段によって表示された複数の画像の表示領域に共通する画像パターンのうち、線
の幅が最も狭いパターンを自動的に選択することを特徴とする請求項１８乃至請求項２９
のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項３１】
　表示手段によって表示された複数の画像からユーザーが少なくとも１つの画像を選択し
た場合に、前記表示手段は当該選択された画像の幅または高さを広げて表示することを特
徴とする請求項１８乃至請求項３０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項３２】
　撮影レンズの異なる位置を透過し結像された一対の被写体像を一対の被写体像信号に光
電変換する焦点検出センサと、
　前記焦点検出センサが光電変換した一対の被写体像信号を用いて焦点のずれ量を検出す
る焦点検出手段と、
を有し、
　前記焦点検出手段が焦点のずれ量を検出する方向と、前記複数の表示領域を並べて表示
する方向とが同じ方向である請求項１８乃至請求項３１のいずれか１項に記載の撮像装置
。
【請求項３３】
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　視差の異なる２つの像信号を出力することができる撮像素子と、
　前記撮像素子から出力された視差の異なる２つの像信号を用いて焦点のずれ量を検出す
る焦点検出手段と、を有し、
　前記焦点検出手段が焦点のずれ量を検出する方向と、前記複数の表示領域を並べて表示
する方向とが同じ方向である請求項１８乃至請求項３１のいずれか１項に記載の撮像装置
。
【請求項３４】
　光信号を画像信号に光電変換する撮像素子と、
　前記画像信号のコントラスト状態を検出するコントラスト状態検出手段、とを有し、
　前記コントラストの状態を検出する方向と前記複数の表示領域を並べて表示する方向と
が同じ方向であることを特徴とする請求項１８乃至請求項３１のいずれか１項に記載の撮
像装置。
【請求項３５】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影手段と、
　焦点検出のために、所定の視差をもって撮影された２像のずれ量の検出を行う検出手段
と、
　前記ブラケット撮影手段が取得した前記複数の画像のそれぞれについて表示領域を選択
し、複数の前記表示領域を並べて表示する表示手段と、を有し、
　前記検出手段は、前記画像を順次取得する際に、前記検出手段によって焦点検出のため
の像のずれ量の検出を行い、
　前記表示手段は、前記検出手段による２像のずれ量を検出する方向に直交する方向の長
さよりも前記２像のずれ量を検出する方向の長さが長くなるように表示領域を選択して表
示する撮像装置。
【請求項３６】
　前記ブラケット撮影をした際のレンズ位置に関するデータを前記ブラケット撮影によっ
て取得された各画像に関連付けて記憶する記憶手段を有し、
　前記表示手段によって表示された前記複数の表示領域の中からユーザーによって選択さ
れた表示領域に関連付けられたレンズ位置に関するデータに基づき、フォーカスレンズを
駆動する制御手段を有することを特徴とする請求項３５に記載の撮像装置。
【請求項３７】
　前記レンズ位置は、レンズの駆動量に関するデータを含む請求項３６に記載の撮像装置
。
【請求項３８】
　前記表示領域は、ブラケット撮影によって取得された画像の一部分であることを特徴と
する請求項３５乃至請求項３７のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項３９】
　前記表示手段は、前記主被写体の縦線成分が横線成分よりも所定の割合以上多い場合に
は縦線に基づく方向に前記複数の表示領域を並べて表示し、
　前記主被写体の横線成分が縦線成分よりも所定の割合以上多い場合には横線に基づく方
向に前記複数の表示領域を並べて表示することを特徴とする請求項３５乃至請求項３８の
いずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項４０】
　前記主被写体の縦線成分が横線成分と比べて所定の割合未満である場合、又は横線成分
が縦線成分と比べて所定の割合未満である場合には、予め決められた方向に前記複数の表
示領域を並べて表示することを特徴とする請求項３９に記載の撮像装置。
【請求項４１】
　主被写体は、合焦すべき被写体である請求項３９又は請求項４０に記載の撮像装置。
【請求項４２】
　前記表示手段が並べて表示した前記複数の表示領域のうち１つについて表示倍率が変更
された場合には、他の表示領域についても同様に表示倍率を変更することを特徴とする請
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求項３５乃至請求項４１のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項４３】
　前記表示手段が並べて表示した前記複数の表示領域のうち少なくとも１つについて表示
領域が変更された場合には、他の画像の表示領域についても同様に変更することを特徴と
する請求項３５乃至請求項４２のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項４４】
　表示手段によって表示された複数の画像の表示領域に共通する画像パターンのうち、線
の幅が最も狭いパターンを自動的に選択することを特徴とする請求項３５乃至請求項４３
のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項４５】
　表示手段によって表示された複数の画像からユーザーが少なくとも１つの画像を選択し
た場合に、前記表示手段は当該選択された画像の幅または高さを広げて表示することを特
徴とする請求項３５乃至請求項４４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項４６】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影によって取得
された画像について、
　前記ブラケット撮影により取得した前記複数の画像について複数の焦点検出領域の中か
ら一つを選択する選択ステップと、前記選択手段によって選択された焦点検出領域に対応
した表示領域を複数並べて表示する表示ステップと、を有し、
　前記表示ステップは、前記選択手段によって選択された焦点検出領域に応じて、並べて
表示する複数の配列方向を変更することを特徴とする画像の表示方法。
【請求項４７】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影によって取得
された画像について、
　水平方向の評価値と垂直方向の評価値とを取得する取得ステップと、
　前記ブラケット撮影ステップにおいて取得した前記複数の画像のそれぞれについて表示
領域を選択し、複数の前記表示領域を並べて表示する表示ステップと、を有し、
　前記表示ステップでは、前記水平方向の評価値が前記垂直方向の評価値よりも高い場合
には、垂直方向に対して水平方向に長い表示領域を選択して表示し、前記垂直方向の評価
値が前記水平方向の評価値よりも高い場合には、水平方向に対して垂直方向に長い表示領
域を選択して表示することを特徴とする画像の表示方法。
【請求項４８】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影によって取得
された画像について、
　前記ブラケット撮影の際に所定の視差をもって撮影された２像のずれ量を検出する焦点
検出ステップと、
　前記ブラケット撮影により取得した前記複数の画像のそれぞれについて表示領域を選択
する選択ステップと、
　前記選択ステップで選択された複数の表示領域を並べて表示する表示ステップと、を有
し、
　前記表示ステップは、焦点検出ステップにおける２像のずれ量を検出する方向に直交す
る方向の長さよりも前記２像のずれ量を検出する方向の長さが長くなるように表示領域を
選択することを特徴とする画像の表示方法。
【請求項４９】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影によって取得
された画像について、
　前記ブラケット撮影により取得した前記複数の画像について複数の焦点検出領域の中か
ら一つを選択する選択ステップと、前記選択手段によって選択された焦点検出領域に対応
した表示領域を複数並べて表示する表示ステップと、を有し、
　前記表示ステップは、前記選択手段によって選択された焦点検出領域に応じて、並べて
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表示する複数の配列方向を変更する画像の表示方法を実行させるためのプログラム。
【請求項５０】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影によって取得
された画像について、
　水平方向の評価値と垂直方向の評価値とを取得する取得ステップと、
　前記ブラケット撮影ステップにおいて取得した前記複数の画像のそれぞれについて表示
領域を選択し、複数の前記表示領域を並べて表示する表示ステップと、を有し、
　前記表示ステップでは、前記水平方向の評価値が前記垂直方向の評価値よりも高い場合
には、垂直方向に対して水平方向に長い表示領域を選択して表示し、前記垂直方向の評価
値が前記水平方向の評価値よりも高い場合には、水平方向に対して垂直方向に長い表示領
域を選択して表示する画像の表示方法を実行させるためのプログラム。
【請求項５１】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影によって取得
された画像について、
　前記ブラケット撮影の際に所定の視差をもって撮影された２像のずれ量を検出する焦点
検出ステップと、
　前記ブラケット撮影により取得した前記複数の画像のそれぞれについて表示領域を選択
する選択ステップと、
　前記選択ステップで選択された複数の表示領域を並べて表示する表示ステップと、を有
し、
　前記表示ステップは、焦点検出ステップにおける２像のずれ量を検出する方向に直交す
る方向の長さよりも前記２像のずれ量を検出する方向の長さが長くなるように表示領域を
選択する画像の表示方法を実行させるためのプログラム。
【請求項５２】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影によって取得
された画像について、
　前記ブラケット撮影により取得した前記複数の画像について複数の焦点検出領域の中か
ら一つを選択する選択ステップと、前記選択手段によって選択された焦点検出領域に対応
した表示領域を複数並べて表示する表示ステップと、を有し、
　前記表示ステップは、前記選択手段によって選択された焦点検出領域に応じて、並べて
表示する複数の配列方向を変更する画像の表示方法を実行させるためのプログラムを記録
したコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
【請求項５３】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影によって取得
された画像について、
　水平方向の評価値と垂直方向の評価値とを取得する取得ステップと、
　前記ブラケット撮影ステップにおいて取得した前記複数の画像のそれぞれについて表示
領域を選択し、複数の前記表示領域を並べて表示する表示ステップと、を有し、
　前記表示ステップでは、前記水平方向の評価値が前記垂直方向の評価値よりも高い場合
には、垂直方向に対して水平方向に長い表示領域を選択して表示し、前記垂直方向の評価
値が前記水平方向の評価値よりも高い場合には、水平方向に対して垂直方向に長い表示領
域を選択して表示する画像の表示方法を実行させるためのプログラムを記録したコンピュ
ータによって読み取り可能な記憶媒体。
【請求項５４】
　レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影によって取得
された画像について、
　前記ブラケット撮影の際に所定の視差をもって撮影された２像のずれ量を検出する焦点
検出ステップと、
　前記ブラケット撮影により取得した前記複数の画像のそれぞれについて表示領域を選択
する選択ステップと、
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　前記選択ステップで選択された複数の表示領域を並べて表示する表示ステップと、を有
し、
　前記表示ステップは、焦点検出ステップにおける２像のずれ量を検出する方向に直交す
る方向の長さよりも前記２像のずれ量を検出する方向の長さが長くなるように表示領域を
選択する画像の表示方法を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータによって
読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、焦点の微調節が可能な撮像装置及び画像の表示方法、プログラム、プログラ
ムの記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、焦点位置を変えながら順次撮影を行うフォーカスブラケット撮影の技術が知られ
ている。特許文献１は、フォーカスブラケット撮影によって取得した複数の画像を、ユー
ザーにとって選択し易いようサムネイル表示する構成を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－４８３４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、フォーカスブラケット撮影によって取得されるそれぞれの画像の差異は
微細である場合があり、ユーザーにとって複数の画像をより比較しやすい構成が求められ
ていた。
【０００５】
　本発明は、ユーザーにとって複数の画像の差異がより比較しやすい撮像装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット撮影手
段と、前記ブラケット撮影手段が取得した前記複数の画像について複数の焦点検出領域の
中から一つを選択する選択手段と、前記選択手段によって選択された焦点検出領域に対応
した表示領域を複数並べて表示する表示手段と、を有し、前記表示手段は、前記選択手段
によって選択された焦点検出領域に応じて、並べて表示する複数の配列方向を変更するよ
う構成したことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明は、レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット
撮影手段と、水平方向の評価値と垂直方向の評価値とを取得する取得手段と、前記ブラケ
ット撮影手段が取得した前記複数の画像のそれぞれについて表示領域を選択し、複数の前
記表示領域を並べて表示する表示手段と、を有し、前記表示手段は主被写体に対する前記
水平方向の評価値が前記垂直方向の評価値よりも高い場合は、垂直方向に対して水平方向
に長い表示領域を選択して表示し、前記垂直方向の評価値が前記水平方向の評価値よりも
高い場合は、水平方向に対して垂直方向に長い表示領域を選択して表示するよう構成した
ことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、レンズの焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得するブラケット
撮影手段と、焦点検出のために、所定の視差をもって撮影された２像のずれ量の検出を行
う検出手段と、前記ブラケット撮影手段が取得した前記複数の画像のそれぞれについて表
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示領域を選択し、複数の前記表示領域を並べて表示する表示手段と、を有し、前記検出手
段は、前記画像を順次取得する際に、前記検出手段によって焦点検出のための像のずれ量
の検出を行い、前記表示手段は、前記検出手段による２像のずれ量を検出する方向に直交
する方向の長さよりも前記２像のずれ量を検出する方向の長さが長くなるように表示領域
を選択して表示するよう構成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、フォーカスブラケット撮影によって取得した複数の画像を、より比較
をしやすいように表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】撮像装置の概略図である。
【図２】撮像装置２００のＭＡＳモードのフローチャートである。
【図３】ＭＡＳが初回である場合の表示画面の一例を示す図である。
【図４】ＭＡＳが初回でない場合の表示画面の一例を示す図である。
【図５】撮像装置２００のフォーカスブラケット撮影のフローチャートである。
【図６】フォーカスブラケット撮影に関するパラメータについて説明する図である。
【図７】撮像装置の焦点検出装置の焦点検出領域（焦点検出視野）を示す図である。
【図８】（ａ）（ｂ）焦点検出領域と主被写体の関係を示す図である。
【図９】フォーカスブラケット撮影時の画像選択に関するフローチャートである。
【図１０】（ａ）（ｂ）ブラケット撮影した画像の表示領域を並べて表示している状態を
示している図である。
【図１１】第３の実施形態に係るフォーカスブラケット撮影のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の好適な実施の形態を例示的に説明する。ただし、この実施の形態に記載
されている構成部品の形状やそれらの相対配置などは、この発明が適用される装置の構成
や各種条件により適宜変更されるべきものであり、この発明の範囲を以下の実施の形態に
限定する趣旨のものではない。
【００１２】
　［第１の実施形態］
　図１～図１０を用いて、第１の実施形態に係る撮像装置について説明する。ここでは撮
像装置として、位相差ＡＦ方式のレンズ交換式一眼レフカメラを例示している。位相差Ａ
Ｆ方式では、カメラの撮影レンズの異なる位置を透過し結像された一対の被写体像（視差
の異なる２つの像信号）をラインセンサ上に結像させる。これらを一対の被写体像信号に
光電変換して出力し、２像のずれ量を求めることにより、被写体に対する撮影レンズの焦
点調節状態を示すデフォーカス量を検出し、このデフォーカス量に基づいて撮影レンズの
駆動を行う。なお、撮像装置は、撮像面位相差ＡＦ方式やコントラストＡＦ方式のカメラ
にも適用することができるし、レンズ交換式一眼レフカメラのみならずミラーレス一眼カ
メラなど他の撮像装置に適用することもできる。
【００１３】
　［撮像装置の説明］
　まず図１を参照して、撮像装置の構成について説明する。図１は第１の実施形態に係る
撮像装置２００の構成を示すブロック図である。図１に示すように、第１の実施形態の撮
像装置２００には、撮影レンズ１００が、マウント部（不図示）のレンズ装着機構を介し
て着脱可能に取り付けられる。該マウント部には、電気接点ユニット１０４が設けられて
いる。撮像装置２００は、前記電気接点ユニット１０４を介して撮影レンズ１００と通信
を行い、撮影レンズ１００内のフォーカスレンズ１０１と不図示の絞りを制御する。なお
、図１には、撮影レンズ１００内のレンズとしてフォーカスレンズ１０１のみを示してい
るが、このほかに変倍レンズや固定レンズが設けられる撮影レンズが一般的である。
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【００１４】
　被写体からの光束（不図示）は、撮影レンズ１００内のフォーカスレンズ１０１を介し
て、撮像装置２００内のメインミラー２０１に導かれる。メインミラー２０１は、撮影光
路内に光軸に対して斜めに配置されて、被写体からの光束を上方のファインダー光学系に
導く第１の位置（図示した位置）と、撮影光路外に退避する第２の位置とに移動が可能で
ある。
【００１５】
　メインミラー２０１は全面ハーフミラーになっており、メインミラー２０１が第１の位
置にあるときには、被写体からの光束の一部がメインミラー２０１を透過する。そして、
メインミラー２０１を透過した光束は、メインミラー２０１の背面側に設けられたサブミ
ラー２０２で反射し、焦点状態（焦点のずれ量）を検出する手段としての焦点検出装置２
０７に導かれる。焦点検出装置２０７は光電変換手段としての焦点検出センサ（不図示）
を有し、焦点のずれ量を検出する。本実施形態では、焦点検出センサはクロスラインセン
サである。
【００１６】
　一方、メインミラー２０１で反射した光束は、撮像素子２０９と光学的に共役な位置に
配置されたピント板２０３上に結像する。ピント板２０３にて拡散されてこれを透過した
光（被写体像）は、ペンタダハプリズム２０４によって正立像に変換される。該正立像は
、接眼レンズ２０５によって拡大され、ユーザーにより観察される。
【００１７】
　また、メインミラー２０１が第２の位置に退避した際には、サブミラー２０２もメイン
ミラー２０１に対して折り畳まれた状態で撮影光路外へ退避する。この状態のとき撮影レ
ンズ１００からの光束は、機械シャッタであるフォーカルプレーンシャッタ２０８を通過
し、撮像素子２０９に至る。フォーカルプレーンシャッタ２０８は、撮像素子２０９に入
射する光量を制限する。撮像素子２０９はＣＣＤセンサやＣＭＯＳセンサ等の光電変換素
子により構成され、撮影レンズ１００により形成された光信号としての被写体像を電気信
号に光電変換して画像を生成する。撮像装置２００に設けられたＣＰＵ２１０はカメラに
おける各種演算や各種動作の制御等を行い、撮像装置全体の制御を司るコントローラであ
る。
【００１８】
　ＣＰＵ２１０は、ＣＰＵやＭＰＵ等により構成される。ＣＰＵ２１０は、電気接点ユニ
ット１０４を介して、撮影レンズ１００内のレンズ制御回路１０３と通信を行う。レンズ
制御回路１０３は、ＣＰＵ２１０からの信号に応じて、フォーカスレンズ１０１を光軸方
向に駆動して焦点合わせを行うレンズ駆動機構１０２を制御する。レンズ駆動機構１０２
は、駆動源としてステッピングモータを有する。また、不図示の絞り制御回路は、ＣＰＵ
２１０からの信号に応じた撮影レンズ１００内のレンズ制御回路１０３の制御信号に基づ
いて、不図示の絞りを駆動して撮像素子上に入射する光束の量を調節する絞り駆動機構を
制御する。
【００１９】
　また、ＣＰＵ２１０には、記憶手段としてのＥＥＰＲＯＭ２１１も接続されている。
ＥＥＰＲＯＭ２１１には本撮像装置２００を制御する上で調整が必要なパラメータや、撮
像装置個体の識別を行うための固有の情報であるカメラＩＤ情報が記録されている。また
、ＥＥＰＲＯＭ２１１には、基準レンズ（本撮像装置の工場での調整時に用いられる撮影
レンズ）を用いて調整された、撮影に関するパラメータの調整値等も記憶されている。さ
らに、ＣＰＵ２１０には、ユーザーの操作を撮像装置２００に反映させるための操作検出
部２１３と、カウンター２１４とが接続されている。カウンター２１４は撮像装置が撮像
を行った回数をカウントする。
【００２０】
　表示装置２１２は、撮像素子２０９で撮像された画像データや、ユーザーが設定する項
目を表示したりするための装置であり、一般にはカラーの液晶表示素子により構成される
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。
【００２１】
　操作検出部２１３は、不図示のレリーズボタンや、選択ボタン、後述するブラケット撮
影により得られた複数の画像の中から１つを選択させるボタンなどの操作を検出する。
【００２２】
　一方、レンズ制御回路１０３には、撮影レンズ１００の焦点距離や開放絞り値等の性能
情報、撮影レンズ１００を識別するためのレンズＩＤ情報、およびＣＰＵ２１０から通信
により受け取った情報を記憶するメモリ（不図示）が設けられている。なお、性能情報お
よびレンズＩＤ情報は、撮像装置２００への装着時における初期通信により、ＣＰＵ２１
０に送信され、ＣＰＵ２１０はこれらをＥＥＰＲＯＭ２１１に記憶させる。
【００２３】
　［ＡＦマイクロアジャストメントサポートモード］
　本実施形態における撮像装置はＡＦマイクロアジャストメント機能を有している。ＡＦ
マイクロアジャストメント機能とは、ユーザーが撮影した画像をもとに、焦点検出装置２
０７が検出する値のずれ量とその方向を判断して、ユーザー自ら補正量（又はそれに基づ
く補正値）を設定するシステムである。本実施形態における撮像装置２００はＡＦマイク
ロアジャストメントサポート（以下、ＭＡＳ）モードを有している。ＭＡＳモードでは、
第１の実施形態において選択した画像の撮影時におけるレンズ位置とＡＦ後のレンズ位置
との差分（ＡＦ補正量）をブラケット画像とひも付けして記憶する。ＡＦ補正量はＡＦマ
イクロアジャストメント機能における補正値（後述の図４の目盛に対応して表示された数
値）として活用する。
【００２４】
　図２はＭＡＳモードのフロー図である。ステップＳ００１では、ユーザーがＭＡＳモー
ドを選択したかどうかを判別する。ＭＡＳモードが選択されたことがわかるとステップＳ
００２に移る。
【００２５】
　ステップＳ００２では、操作検出部２１３がユーザーによってレリーズボタンが押下げ
られたかどうかを確認する。レリーズボタンが押下げられたことが確認されると、ステッ
プＳ００３へと移る。レリーズボタンが押下げられたことが確認されるまで、ステップＳ
００２が繰り返される。
【００２６】
　ステップＳ００３では、ＡＦ動作がおこなわれる。焦点検出装置２０７はデフォーカス
量を検出し、検出されたデフォーカス量に応じてフォーカスレンズ１０１を駆動させる。
このとき、ＡＦ補正量のデータをすでに行ったＭＡＳにより得ていた場合は、
　レンズ駆動量＝焦点検出結果（デフォーカス量）
　　＋調整値（製造時のデフォーカス量調整データ）
　　＋ＡＦ補正量（ＭＡＳデータ）
となる。フォーカスレンズ１０１の駆動が完了すると、ステップＳ００４へと移る。なお
、本実施形態では、Ｓ００３におけるＡＦ動作に伴って、後述のブラケット撮影時に用い
られる焦点検出領域の選択が行われる。焦点検出領域の選択については後述する。また、
本実施形態ではＡＦ動作によって自動で焦点状態を調節しているが、手動で焦点状態を調
節しても良い。
【００２７】
　ステップＳ００４では、焦点検出装置２０７は焦点検出装置２０７の有する焦点検出セ
ンサ（不図示）で受光した信号をもとに被写体のＡＦ信頼性評価値を算出する。焦点検出
装置２０７は被写体が暗いときや、コントラストが低いときなどに、焦点検出精度が低下
することがある。焦点検出精度が低下するような被写体の時にはＡＦ信頼性評価値は低い
値となるような算出式となっている。ＡＦ信頼性評価値の算出が完了すると、ステップＳ
００５へと移る。
【００２８】
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　ステップＳ００５ではステップＳ００４で算出されたＡＦ信頼性評価値をもとにＭＡＳ
が可能かどうかが判定される。ＡＦ信頼性評価値が高いとき、つまり、ＭＡＳが可能と判
定されれば、ステップＳ００８へと移り、ＡＦ信頼性評価値が低いとき、つまり、ＭＡＳ
が不可能と判定されれば、ステップＳ００６へと移る。なお、ＡＦ信頼性評価値は複数の
観点で算出され、複数の値が存在する。（前述のように、被写体の輝度や、被写体のコン
トラストなど複数の観点がある）。この場合には、すべてのＡＦ信頼性評価値が満足する
かどうかで判定してもよいし、定められたある観点での値に基づいて判定しても構わない
。
【００２９】
　ステップＳ００６では、表示装置２１２が焦点検出対象被写体はＭＡＳに不適切である
ことをユーザーに通知する。通知が完了すると、ステップＳ００７へと移る。
【００３０】
　ステップＳ００７では、ユーザーが再度ＭＡＳをするかどうかを決定する。表示装置２
１２上には再度ＭＡＳをするかどうかの判断をユーザーに決定させるための表示を行い、
ユーザーは操作ボタンを操作して再度ＭＡＳを行うかどうか決定する。操作検出部２１３
はユーザーが操作ボタンを操作して再度ＭＡＳを行うかどうかの判定を検知し、再度ＭＡ
Ｓを行うと決定されれば、ステップＳ００２へと戻り、再度ＭＡＳを行わないと決定され
ればステップＳ０１２へと移り、ＭＡＳモードは完了する。
【００３１】
　ステップＳ００８では、被写体の情報が検出される。焦点検出装置２０７内に具備され
た不図示の焦点検出センサで受光した信号をもとに被写体の空間周波数情報が検出される
。検出された空間周波数情報は予め撮像装置２００に設定された条件に基づいて数値化さ
れた値である被写体情報フラグがＥＥＰＲＯＭ（記憶手段）２１１に記憶される。本実施
形態においては、被写体情報フラグは空間周波数が設定された閾値よりも高い場合は０、
空間周波数が低い場合は１として記憶される。なお、本ステップにおける被写体情報の検
出は、焦点検出装置２０７内に具備された焦点検出センサを用いた場合に限定されるもの
ではなく、一般的にファインダ内に配置される被写体検知センサや撮像素子２０９も用い
ても良い。また被写体情報フラグは空間周波数情報に限定されず、主被写体（合焦すべき
被写体）のエッジ情報（隣接画素値の差分の積分値など）の大小に応じて設定しても構わ
ない。被写体情報の検出が完了すると、ステップＳ００９へと移る。
【００３２】
　ステップＳ００９では、フォーカスブラケット撮影が行われる。フォーカスブラケット
撮影が完了すると、ステップＳ０１０へと移る。
【００３３】
　ステップＳ０１０では、ステップＳ００９のフォーカスブラケット撮影シーケンスで撮
影した画像の中から最も合焦状態にある画像の選択が行われる。画像の選択については後
述する。
【００３４】
　画像選択が完了すると、ステップＳ０１１へと移る。
【００３５】
　ステップＳ０１１では補正値の格納が行われる。ユーザーが選択した画像に関連付けら
れたレンズ位置に対応したＡＦ補正量に基づいて補正値が決定される。ステップＳ０１０
で選択された画像が複数あるときには、選択された画像に関連づけられたレンズ位置の平
均値に対応した補正値が決定される。決定された補正値はＥＥＰＲＯＭ（記憶手段）２１
１に記憶される。また、格納された補正値についてユーザーに通知される。図３は、ＭＡ
Ｓが初回である場合に、今回のＭＡＳにより格納された補正値を表示装置２１２が表示す
る画面の一例を示した図である。図４は、今回のＭＡＳが初回ではなく、今回より前のＭ
ＡＳにより格納された補正値がある場合に、格納された補正値を表示装置２１２が表示す
る画面の一例を示した図である。図４中、白抜きの三角表示はこれまでの補正値を示して
おり、黒塗りの三角表示は今回のフローで格納される新しい補正値を示している。図４に
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示した表示を行うことにより、ユーザーはどのような補正値が格納されたか確認すること
ができる。補正値の格納が完了すると、ステップＳ０１２へと移りＭＡＳモードは完了す
る。
【００３６】
　［焦点検出領域の選択］
　以下に、ブラケット撮影時のＡＦ処理に使用する焦点検出領域の選択について説明する
。図７は、本実施形態の撮像装置の焦点検出装置の焦点検出センサに対応する焦点検出領
域を示している。説明を簡便にするために他の焦点検出領域が省略されているが、複数の
焦点検出領域を備える撮像装置が一般的である。
【００３７】
　図７において、撮像領域５００は、被写体像を撮像素子で取得する領域である。焦点検
出領域５０１、５０２は焦点検出装置２０７が焦点状態を検出する領域であり、撮像領域
の一部の領域に対応している。本実施形態においては、焦点検出領域５０１、および、焦
点検出領域５０２はそれぞれ垂直、水平方向に配置されている。焦点検出領域５０１は、
焦点検出装置２０７の有するラインセンサにおいて水平方向に並べた画素に対応する検出
領域である。ラインセンサは焦点検出領域５０１に対応する範囲内について、合焦すべき
被写体である主被写体の縦線成分を検出する。焦点検出領域５０２は、焦点検出装置２０
７の有するラインセンサにおいて垂直方向に並べた画素に対応する検出領域である。ライ
ンセンサは焦点検出領域５０２に対応する範囲内について、主被写体の横線成分を検出す
る。撮影時には、主被写体に応じて焦点検出領域５０１または焦点検出領域５０２のうち
最適な焦点検出領域が選択される様に構成されている。
【００３８】
　図８は、焦点検出領域と主被写体の関係を示す図である。焦点検出領域５０１、焦点検
出領域５０２に対して、主被写体の一例として垂直方向に長いパターンである黒線パター
ン５１０、または、水平方向に長いパターンである黒線パターン５２０が投影されている
。
【００３９】
　図８（ａ）は、縦線成分が支配的な主被写体を撮像しようとしている状況を示している
。縦線成分が支配的な主被写体としての長い黒線パターン５１０を検出しようとするとき
に、縦線成分を検出する焦点検出領域５０１では、焦点検出領域５０１の全体に対して中
央部にのみ垂直方向に長い黒線パターン５１０が重なっている。一方、横線成分を検出す
る焦点検出領域５０２では、黒線パターン５１０が焦点検出領域５０２の全体と重なって
いる。このため、焦点検出領域５０１ではパターン検出が可能であるが、焦点検出領域５
０２では黒線パターン５１０により均一な像が得られるのみであるので、焦点検出領域５
０２では検出し難い。この場合、撮影時の焦点検出領域として焦点検出領域５０１が選ば
れる。本実施形態では、縦線成分が横線成分よりも所定の割合以上多い場合には焦点検出
領域５０１が選択されるよう構成する。
【００４０】
　図８（ｂ）は、横線成分が支配的な主被写体を撮像しようとしている状況を示している
。焦点検出領域５０１では、焦点検出領域５０１の全体に対して横線成分が支配的な主被
写体としての黒線パターン５２０が重なっているのに対して、焦点検出領域５０２では、
焦点検出領域５０２の全体に対して中央部にのみ黒線パターン５２０がかかっている。こ
のため、焦点検出領域５０２では、パターン検出が可能であるが、焦点検出領域５０１で
は、黒線パターン５２０により均一な像が得られるのみであるので、焦点検出領域５０１
では検出し難い。この場合、撮影時の焦点検出領域として焦点検出領域５０２が選ばれる
。本実施形態では、横線成分が縦線成分よりも所定の割合以上多い場合には焦点検出領域
５０２が選択されるよう構成する。
【００４１】
　図８では、焦点検出領域の選択をわかりやすくするために黒線パターンの例を示してい
るが、焦点検出領域５０１、および、焦点検出領域５０２の双方にてパターンを検出でき
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る場合にもパターンの検出がより良好である焦点検出領域が選択される。つまり縦線成分
と横線成分の割合に大きな差がない場合（差が所定の割合未満だった場合）にも、パター
ンの検出がより良好である焦点検出領域が選択される。このとき、本実施例で挙げた縦線
成分と横線成分の割合以外にも、焦点検出領域選択のための指標があっても良い。この場
合、少なくとも１つの指標について評価値を算出し、評価値のより高い焦点検出領域を選
択する。なお、本実施形態では焦点検出領域が自動的に選択される構成を例示しているが
、ユーザーによって予めどの焦点検出領域を使用するかを選択できるように構成しても良
い。
【００４２】
　［フォーカスブラケット撮影］
　本実施形態における撮像装置は、フォーカスブラケット撮影をする機能を有している。
フォーカスブラケット撮影とは、所定量ずつ焦点位置を変化させて複数の画像を順次取得
する撮影方法である。図５は第１実施形態の撮像装置２００によるフォーカスブラケット
撮影のフロー図である。
【００４３】
　ステップＳ１０１では、フォーカスブラケット撮影に関するパラメータの決定が行われ
る。前記パラメータとは、フォーカスブラケット撮影枚数と、フォーカスブラケット撮影
におけるフォーカスレンズ１０１の撮影位置である。図６はフォーカスブラケット撮影に
関するパラメータについて説明する図である。図６において、レンズ位置＝０の位置は、
ＡＦ動作でフォーカスレンズ１０１が駆動されたあとに停止したＡＦ後の位置であり、ブ
ラケット撮影におけるフォーカスレンズ１０１の中心位置である。フォーカスレンズ１０
１はカウンター２１４のカウント値に応じた位置に駆動される。フォーカスブラケット撮
影に関するパラメータは図３で示したフロー中のステップＳ００８で格納された値に基づ
いて決定される。そして、被写体情報フラグが０の場合は、撮影枚数ｍ＝７、被写体情報
フラグが１の場合には、撮影枚数ｍ＝９となる。一般的には被写体の空間周波数が高い方
が合焦状態の判定がしやすいため、撮影枚数は少なくてもよい。
【００４４】
　駆動量は前述したＡＦマイクロアジャストメントの補正間隔Ｐに係数ｋ（係数ｋはｋ≧
２の整数値）を掛けた量（ｋＰ）である。また、本実施形態では、被写体情報フラグが０
の場合は、係数ｋ＝２、被写体情報フラグが１の場合には、係数ｋ＝４となる。一般的に
は被写体の空間周波数が高い方が合焦状態の判定がしやすいため、フォーカスレンズ１０
１の駆動量を小さくしても判定可能となる。被写体情報がエッジ情報の時にも同様であり
、被写体の合焦判定のしやすさに応じて、各パラメータの設定を行うようにすればよい。
【００４５】
　なお、フォーカスブラケット撮影に関するパラメータの決定は、ユーザーが任意に行う
ようにすることもできる。ユーザーのレベルに応じて可変にすることでユーザーに適した
システムとすることができる。また、本実施形態ではフォーカスブラケット撮影のパラメ
ータである撮影枚数と駆動量を変数としたが、いずれか及びその両方が撮像装置２００や
撮影レンズ１００の固有値であっても構わない。
【００４６】
　ステップＳ１０２では、ＣＰＵ２１０は、カウンター２１４のリセット（カウント値ｎ
＝０にする）を行う。カウンターリセットが完了すると、ステップＳ１０３に移る。
【００４７】
　ステップＳ１０３では、メインミラー２０１が第２の位置に撮影光路外へ退避し、サブ
ミラー２０２もメインミラー２０１と共に退避するミラーアップ動作が行われる。
【００４８】
　ミラーアップ動作が完了後、ステップＳ１０４では、フォーカスレンズ１０１が駆動さ
れる。図６を用いて説明したようにカウント値ｎ＝１の時、フォーカスレンズ１０１は－
（ｍ－１）／２×ｋＰの位置に移動する。カウント値ｎ≧２の時、フォーカスレンズ１０
１は停止している位置から＋ｋＰ分無限遠側に移動する。つまり、フォーカスレンズ１０



(15) JP 2016-148732 A 2016.8.18

10

20

30

40

50

１はカウント値に応じて－（ｍ＋１－２ｎ）／２×ｋＰの位置に移動する。フォーカスレ
ンズ１０１の駆動が完了すると、ステップＳ１０５へと移る。
【００４９】
　ステップＳ１０５では、静止画撮影が行われる。撮影された画像は画像を撮影した際の
レンズ位置に関連付けられてＣＰＵ２１０が内部メモリに記憶される。撮影画像の記録が
完了すると、ステップＳ１０６へと移る。
【００５０】
　ステップＳ１０６では、カウンター２１４のカウント値を１つカウントアップし、ステ
ップＳ１０７へと移る。
【００５１】
　ステップＳ１０７では、カウンター２１４のカウント値が撮影枚数ｍに達したかどうか
が判定される。撮影枚数ｍに達していればステップＳ１０８へと移り、撮影枚数ｍに達し
ていなければステップＳ１０４へと戻る。
【００５２】
　ステップＳ１０８では、メインミラー２０１が第１の位置に移動し、サブミラー２０２
も撮影光路内の位置に移動するミラーダウン動作が行われる。そして、ステップＳ１０９
へと移り、フォーカスブラケット撮影が完了する。
【００５３】
　［フォーカスブラケット撮影後の画像選択］
　図９は、フォーカスブラケット撮影後の画像選択に関するフローチャートである。
【００５４】
　画像選択処理が開始されると、Ｓ１０００においては、フォーカスブラケット撮影時に
選択され、実際に使用された焦点検出領域（焦点検出視野）の判別を行う。
【００５５】
　Ｓ１０１０においては、フォーカスブラケット撮影により得られた各ブラケット画像の
一部分を、それぞれについて表示領域として設定する処理を行う。表示領域は、Ｓ１００
０において判別された焦点検出領域を含むように設定される。また、判別された焦点検出
領域が、焦点検出領域５０１のように、焦点検出装置２０７の有するラインセンサにおい
て水平方向に並べた画素に対応する検出領域である場合には、表示領域は水平方向に長く
設定される。同様にして、判別された焦点検出領域が、焦点検出領域５０２のように、焦
点検出装置２０７の有するラインセンサにおいて垂直方向に並べた画素に対応する検出領
域である場合には、表示領域は垂直方向に長く設定される。例えば、先に説明した図８を
参照すると、本実施形態の場合は、撮影時に焦点検出領域５０１が選択された場合には、
表示領域５０３を選択する。焦点検出領域５０２が選択された場合には、表示領域５０４
を選択する。ただし、表示領域５０３、５０４は一例であり、その大きさや縦横の比率を
限定する趣旨ではない。
【００５６】
　各ブラケット画像の表示領域は、表示領域を並べて表示した際に主被写体のエッジが揃
ように調整される。この調整は各画像の特徴点を抽出して画像処理より求めることにより
行ってもよいし、撮像装置のブレ情報に基づいて行ってもよい。このように表示すること
により、ユーザーにとってユーザーにとって各画像の違いを比較し易くなる。
【００５７】
　Ｓ１０３０では、Ｓ１０１０において設定された各ブラケット画像の表示領域をもとに
、表示装置２１２において実際に表示する表示画像の生成を行う。具体的には、Ｓ１０１
０において設定した各ブラケット画像の選択領域の画像を、各ブラケット画像の順に並べ
た一枚の画像を生成する。このとき、各表示領域の配列方向は、撮影時に選択した焦点検
出領域の画素配列と直交する方向である。つまり、例えば、表示領域として水平方向（横
線に基づく方向）に長い表示領域５０３が選択された場合は、他のブラケット画像につい
ても水平方向に長い表示領域が選択されている。これらを図１０（ａ）のように垂直方向
（縦線に基づく方向）に並べて配置した表示画像を生成する。また、例えば、表示領域と
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して垂直方向（縦線に基づく方向）に長い表示領域５０４が選択された場合は、他のブラ
ケット画像についても垂直方向に長い表示領域が選択されている。これらを図１０（ｂ）
のように水平方向（横線に基づく方向）に並べて配置した表示画像を生成する。
【００５８】
　Ｓ１０４０においては、ブラケット画像から生成した表示画像を表示する。
【００５９】
　図１０では、それぞれブラケット撮影を９枚行った場合について示しており、更に、最
も焦点が合った状態が中央の５枚目に存在している場合を示しており、ブラケット画像の
焦点状態により、黒線パターンの幅、焦点状態が変化している。詳細は後述するが、被写
体像の幅（大きさ）は焦点合わせによる像倍率の変化、焦点の変化による像のボケに応じ
て変化する。それでもなお焦点が最もあっている状態の画像が最も細く見えるため、中央
の５枚目の線が最も細くなっている。
【００６０】
　今回は、５枚目の画像が焦点があっている状態のものを示したが、実際には撮像装置の
状態によっては、一番端の画像が一番焦点が合った状態、すなわち、幅が狭くなった状態
となる表示画像が生成され、表示される場合もある。
【００６１】
　このように、Ｓ１０３０において作成された、各ブラケット画像の焦点を合わせたい注
目領域を一枚に並べた画像を表示することで、ユーザーにとって各画像の比較がし易くな
る。
【００６２】
　このとき、表示される画像は焦点状態をわかりやすくするために、エッジ強調処理など
の処理がされていない画像を表示することができる。画像の表示が完了したら、次のＳ１
０５０に移行する。
【００６３】
　Ｓ１０５０においては、表示されている画像について、表示倍率の変更操作がされたか
否かの判定を行っている。
【００６４】
　Ｓ１０５０において、表示倍率の変更操作がされていないと判定された場合には、次の
Ｓ１０７０にすすむ。表示倍率の変更操作がなされたと判定された場合には、次のＳ１０
６０に移行する。
【００６５】
　Ｓ１０６０においては、ユーザーの設定した倍率の表示領域が設定された表示画像を作
成するために、再びＳ１０１０へ移行する。そして、表示画像倍率を変更して、再度ブラ
ケット画像の表示領域の設定を実行する。ここで、表示領域の倍率の変更は、全てのブラ
ケット画像の表示領域について連動して行うことができる。このような構成により、すべ
てのブラケット画像の表示領域を同じ倍率で比較することができるため、表示領域の比較
が容易となる。以上のようなＳ１０１０における設定に基づいて、Ｓ１０３０において再
度表示画像を生成し、Ｓ１０４０において表示画像を表示する。
【００６６】
　Ｓ１０７０においては、表示画像の表示領域が変更されたか否かの判定を行っている。
【００６７】
　Ｓ１０７０において、表示領域が変更されていないと判定された場合には、次のＳ１０
９０に移行する。Ｓ１０７０において、表示領域が変更されていると判定された場合には
、次のＳ１０８０に移行する。
【００６８】
　Ｓ１０８０においては、表示量域の変更を反映した新たな表示領域を設定する。このと
き、各ブラケット画像の表示領域の変更は、全てのブラケット画像の表示領域について連
動して変更することができる。このような構成により、すべてのブラケット画像の表示領
域を同じ位置で比較することができるため、表示領域の比較が容易となる。このようにし
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てＳ１０８０により生成された新たな表示領域に基づいて、Ｓ１０３０において再度表示
画像を合成し、Ｓ１０４０において表示画像を表示する。
【００６９】
　Ｓ１０９０においては、ユーザーは表示装置２１２を確認しながら最も合焦状態にある
画像を選択する。
【００７０】
　［焦点が合っている画像の選択］
　本実施形態によれば、比較をしたいブラケット画像が対応する位置で表示領域が設定さ
れ、並べて表示されることとなる。各ブラケット画像は、それぞれ所定量だけ焦点位置を
変化させた画像であるため、像倍率の変化、焦点状態の変化により実際の画像と異なる大
きさで見えてしまうこととなる。ここで、ビントの変化と像倍率の変化、ボケによる像の
大きさの変化の関係を以下に示す。
ｆ：撮影レンズの焦点距離
Ｓ：撮影レンズの主点から被写体までの距離
Ｓ”：撮影レンズの主点から撮像面までの距離
ｍ：被写体面上で１ｍｍの像高の物体の像面上での像高
とした時に、以下の式が成立する。
１／ｆ＝（１／Ｓ）＋（１／Ｓ”）
ｍ＝Ｓ”／Ｓ
【００７１】
　上記式に以下の条件
　ｆ＝５０ｍｍ
　Ｓ＝１０００ｍｍ
【００７２】
　上記を一例として当てはめて計算する。撮像面上で像高１ｍｍの位置に結像する光束（
被写体面上で像高２０ｍｍの位置）で考える。フォーカスブラケット撮影の画像の像面の
ピントを０及び±２８μｍに変化させると、ピント面での２８μｍデフォーカスによる像
倍率変化による撮像面での被写体像の大きさの変化は、以下の通りとなる。
０μｍデフォーカス状態の撮像面上での像高：ｍ０
２８μｍデフォーカス状態の撮像面上での像高：ｍ２８
として、
　ｍ２８－ｍ０＝０．０３１μｍ
【００７３】
　また、撮像光学系をデフォーカスした分、撮像面で像がデフォーカスすることにより変
化する撮像面での像の大きさ変化は、以下の様になる。
２０＊ｍ／Ｓ”＝０．５６μｍ
【００７４】
　上記結果より、デフォーカスすることによる像の大きさの変化は
　０．０３１＋０．５６＝０．５９１μｍ
となる。
【００７５】
　また、２８μｍデフォーカスすることにより撮像面上で像がボケることで像の大きさが
変化して見える量は、一般的に位相差での焦点検出が可能な絞り値ｆ５．６として考える
と、
　２８／５．６／２＝２．５μｍ（ボケが広がる半径）
となる。
【００７６】
　上記結果より、デフォーカスによる像の大きさの変化よりも、像がボケることによる像
の大きさの変化の方が大きくなるため、焦点が合った状態の像の線の幅が一番狭く見える
ようになる。
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【００７７】
　よって、ブラケット画像の選択は、複数並べて表示されたブラケット画像の中で主被写
体（共通する画像パターン）の線の幅が狭く見える画像を選択すればよいこととなる。
【００７８】
　また、本実施形態では、画像を確認してユーザーが選択する例を示したが、ブラケット
画像の像の幅を画像処理などで認識し、焦点が合っている画像を自動で選択するようにし
ても良い。
【００７９】
　［第２の実施形態］
　次に、第２の実施形態に係る撮像装置について説明する。なお、撮像装置の概略構成は
第１の実施形態と同様であるため、同等の機能を有する部材、領域、及びステップには同
一符号をして、説明を省略する。
【００８０】
　本実施形態におけるブラケット画像の選択（Ｓ１０９０）において、複数枚の画像のう
ち合焦状態にある画像がどれかの判別がつきにくいときには、ユーザーは複数の画像を選
択することができる。この場合、これらの画像のＡＦ補正量の平均値を最終的なＡＦ補正
量（ＭＡＳデータ）とする。さらに、合焦状態がフォーカスブラケット撮影で撮影された
２画像の間にあるとユーザーが判断した時には、２枚の画像を選択することができる。こ
の場合、２画像のＡＦ補正量の間の値が最終的なＡＦ補正量（ＭＡＳデータ）となる。な
お、選択された画像にひも付ける値はＡＦ評価値でも良いため、複数の画像にひもづけら
れた評価値を用いて最終的なＡＦ評価値の値を求めても良い。ここで、ユーザーによって
選択された１枚または複数枚の画像の幅、高さ又は幅と高さの両方を広げて表示すること
ができる。これにより、どの画像が選択したかをユーザー自身が確認しやすい。
【００８１】
　［第３の実施形態］
　続いて、第３の実施形態に係る撮像装置について説明する。なお、撮像装置の概略構成
は第１の実施形態と同様であるため、同等の機能を有する部材、領域及びステップには同
一符号をして、説明を省略する。
【００８２】
　前述した実施形態ではＳ００９のフォーカスブラケット撮影において、ミラーアップ状
態を維持してブラケット撮影を行ったが、本実施形態では撮影ごとにミラーダウン動作を
行い、その都度焦点検出装置２０７で焦点のずれ量を検出する。
【００８３】
　［第３の実施形態におけるフォーカスブラケット撮影］
　図１１は本実施形態に係るフォーカスブラケット撮影のフローチャートである。本実施
形態におけるＳ３０１およびＳ３０２はそれぞれ第１の実施形態中のＳ１０１およびＳ１
０２に相当する。Ｓ３０３では、Ｓ００３のＡＦ動作により取得した情報をもとにレンズ
をどの位置に駆動するかを決める。Ｓ３０４では、Ｓ３０３で定めたそれぞれの位置で、
ミラーダウン状態のままＡＦ動作を行う（焦点のずれ量を検出する）。このとき、レンズ
位置の微調整を行うとともに、水平方向の焦点検出領域５０１と垂直方向の焦点検出領域
５０２のいずれかを選択する。Ｓ３０５では、静止画撮影のためのミラーアップ動作が行
われる。続いてＳ３０６では、Ｓ３０４で選択された焦点検出領域を用いた静止画撮影が
行われる。撮影された画像は画像を撮影した際のレンズ位置に関連付けられてＣＰＵ２１
０が内部メモリに記憶される。ステップＳ３０７では、カウンター２１４のカウント値を
１つカウントアップし、ステップ３０８へと移る。ステップＳ３０８では、カウンター２
１４のカウント値が撮影枚数ｍに達したかどうかが判定される。撮影枚数ｍに達していれ
ばステップＳ３１０へと移り、撮影枚数ｍに達していなければステップＳ３０９において
ミラーダウン動作を経てからＳ３０３へと戻る。ステップＳ３１０では、ミラーダウン動
作が行われる。そして、ステップＳ３１１へと移り、フォーカスブラケット撮影が完了す
る。
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【００８４】
　本実施形態では、各ブラケット画像ごとに、撮影時に使用された焦点検出領域が異なる
場合がある。
【００８５】
　本実施形態では、Ｓ１０００における焦点検出領域の判別は、Ｓ００３のＡＦ動作で使
用された焦点検出領域を判別し、Ｓ１０２０で該焦点検出領域の向きに長く各ブラケット
画像の表示領域を選択する。
【００８６】
　また、ブラケット画像によって撮影に使用された焦点検出領域の向きが異なる場合は、
実際に使用された焦点検出領域の判別を行い、より多く使用されていた焦点検出領域の向
きに長く各ブラケット画像について表示領域を設定してもよい。
【００８７】
　［他の実施形態］
　前述した実施形態では、焦点検出装置２０７がラインセンサを有する、位相差ＡＦ方式
の撮像装置を例示したが、焦点の検出がコントラストＡＦ方式による撮像装置であっても
良い。この場合、撮像装置はラインセンサ等の焦点検出用センサを持たず、撮像素子から
の画像信号に基づいて生成される画像の鮮鋭度検出（コントラスト状態検出）によって焦
点状態を検出する。Ｓ１０１０において、撮像素子の画素の読み出し方向（エッジを検出
する方向）に応じて表示領域を選択する。つまり、撮像素子の画素を水平方向に読み出す
場合は、画像中の合焦した部分を含む垂直方向に長い表示領域を選択し、垂直方向に読み
出す場合は、画像中の合焦した部分を含む水平方向に長い表示領域を選択する。
【００８８】
　さらに、焦点の検出が撮像面位相差ＡＦ方式による撮像装置であってもよい。この場合
、撮像装置は、焦点のずれ量を検出に用いることができる画素（焦点検出用画素）を有す
る撮像素子を備える。像面位相差ＡＦ方式によれば、少なくとも２方向について焦点のず
れ量を検出することができる。Ｓ１０１０において、焦点のずれ量を検出する方向に応じ
て表示領域を選択する。つまり、撮像素子の画素を水平方向に読み出す場合は、焦点検出
領域を含む垂直方向に長い表示領域を選択し、垂直方向に読み出す場合は、焦点検出領域
を含む水平方向に長い表示領域を選択する。
【００８９】
　また、前述した実施形態においては、水平垂直方向の２方向の焦点検出領域を持つもの
を示しているが、焦点検出領域が水平でも垂直でもない斜め方向の領域であってもよい。
この場合は必ずしも焦点検出領域の方向に直交する向きに画像を並べなくても良い。
【００９０】
　本発明は、前述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムをネットワーク又は記
憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおけ
る１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また
、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００９１】
　１０１　フォーカスレンズ
　２００　撮像装置
　２０７　焦点検出装置
　２０９　撮像素子
　２１０　ＣＰＵ
　２１２　表示装置
　５００　撮像領域
　５０１　５０２　焦点検出領域
　５０３　５０４　表示領域
　５１０　５２０　黒線パターン（主被写体）
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