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(57)【要約】
　本発明の実施例は、撮影方法、装置、および端末を開
示する。本方法は、カメラが起動されたことが検出され
た後、プレビュー画像を表示するように撮影者に面した
表示画面に指示するステップと、予め設定された照明パ
ラメータを取得するステップと、予め設定された照明パ
ラメータを使用することによって照明を提供するように
被写体に面した表示画面を制御するステップと、撮影指
示に従って画像を撮影するステップと、を含む。本発明
の実施例において、表示画面は補助光源として使用され
ることが可能であり、表示画面は予め設定された照明パ
ラメータを使用することによって照明を提供するように
制御され、それによって、弱い光の状況でカメラによっ
て撮影された画像の品質は向上する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラが起動されたことが検出された後、プレビュー画像を表示するように撮影者に面
した表示画面に指示するステップと、
　予め設定された照明パラメータを取得するステップと、
　前記予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供するように被写
体に面した表示画面を制御するステップと、
　撮影指示に従って画像を撮影するステップと、
　を有する撮影方法。
【請求項２】
　予め設定された照明パラメータを取得する前記ステップは、
　前記カメラが起動されたことが検出された後、前記予め設定された照明パラメータを取
得するステップを有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　予め設定された照明パラメータを取得する前記ステップは、
　前記撮影指示に従って前記画像を撮影するとき、前記予め設定された照明パラメータを
取得するステップを有する請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記撮影者に面した表示画面と前記被写体に面した表示画面は同じ表示画面であり、前
記表示画面は、前記プレビュー画像を表示するための表示領域、および、前記予め設定さ
れた照明パラメータを使用することによって照明を提供するための照明領域を備える請求
項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記照明パラメータは、バックライトのカラー値、色温度値、バックライトの輝度値の
うちの少なくとも１つを含む請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記プレビュー画像は、前記カメラによって受け取られた実際の画像、シミュレーショ
ンされた画像のうちの少なくとも１つを含む請求項１から５のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項７】
　前記シミュレーションされた画像は、前記表示画面が前記予め設定された照明パラメー
タを使用することによって照明を提供するシナリオにおいて受け取られた画像のシミュレ
ーションである請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記シミュレーションされた画像は、前記表示画面が前記予め設定された照明パラメー
タを使用することによって照明を提供しないシナリオにおいて受け取られた画像のシミュ
レーションである請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記シミュレーションされた画像は、前記カメラによって受け取られた実際の画像に照
明改善処理が実行された後に取得された画像である請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　光センサによって受け取られた周囲の光の輝度が予め設定された輝度の閾値より小さい
と判定された後、予め設定された照明パラメータを取得する前記ステップが実行される請
求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　予め設定された照明パラメータを取得する前記ステップの前に、
　前記受け取られた周囲の光の輝度に従って前記照明パラメータを設定するステップをさ
らに有する請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　撮影される人と前記カメラの間の距離が予め設定された距離の閾値より短いとき、前記
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カメラと同じ側のフラッシュが閃光を放つことを防止するステップをさらに有し、前記カ
メラと同じ側のフラッシュは、その光が及ぶ範囲が、カメラが場面を捕捉する範囲と合致
するフラッシュである請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記撮影された画像に照明改善処理を実行するステップをさらに有する請求項１から１
２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記照明改善処理は、画像の全体の輝度を改善すること、画像のコントラスト比を向上
させること、画像合成のうちの少なくとも１つを含む請求項９または１３に記載の方法。
【請求項１５】
　カメラが起動されたことが検出された後、プレビュー画像を表示するように撮影者に面
した表示画面に指示するように構成された表示制御ユニットと、
　予め設定された照明パラメータを取得するように構成された照明パラメータ取得ユニッ
トと、
　前記照明パラメータ取得ユニットによって取得された予め設定された照明パラメータを
使用することによって照明を提供するように被写体に面した表示画面を制御するように構
成された照明制御ユニットと、
　撮影指示に従って画像を撮影するように構成された撮影ユニットと、
　を備える撮影装置。
【請求項１６】
　前記撮影者に面した表示画面と前記被写体に面した表示画面は同じ表示画面であり、前
記表示画面は表示領域および照明領域を備え、
　プレビュー画像を表示するように撮影者に面した表示画面に指示することに関して、前
記表示制御ユニットは、特に、前記プレビュー画像を表示するように前記表示領域を制御
するように構成され、
　前記照明パラメータ取得ユニットによって取得された予め設定された照明パラメータを
使用することによって照明を提供するように被写体に面した表示画面を制御することに関
して、前記照明制御ユニットは、特に、前記予め設定された照明パラメータを使用するこ
とによって照明を提供するように前記照明領域を制御するように構成された請求項１５に
記載の装置。
【請求項１７】
　プレビュー画像を表示するように撮影者に面した表示画面に指示することに関して、前
記表示制御ユニットは、特に、前記カメラによって受け取られた実際の画像、シミュレー
ションされた画像のうちの少なくとも１つを表示するように前記撮影者に面した表示画面
に指示するように構成された請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記カメラによって受け取られた実際の画像に照明改善処理を実行するように構成され
た第１の照明改善処理ユニットをさらに備え、
　前記シミュレーションされた画像は、前記第１の照明改善処理ユニットが照明改善処理
を実行した後に取得された画像である請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記照明パラメータ取得ユニットは、光センサによって受け取られた周囲の光の輝度が
予め設定された輝度の閾値より小さいと判定された後、前記予め設定された照明パラメー
タを取得する請求項１５から１８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　前記照明パラメータ取得ユニットが前記予め設定された照明パラメータを取得する前に
、光センサによって受け取られた周囲の光の輝度に従って前記照明パラメータを設定する
ように構成された設定ユニットをさらに備える請求項１５または１９に記載の装置。
【請求項２１】
　撮影される人と前記カメラの間の距離が予め設定された距離の閾値より短いとき、前記
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カメラと同じ側のフラッシュが閃光を放つことを防止するように構成された防止ユニット
をさらに備え、前記カメラと同じ側のフラッシュは、その光が及ぶ範囲が、カメラが場面
を捕捉する範囲と合致するフラッシュである請求項１５から２０のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項２２】
　前記撮影された画像に照明改善処理を実行するように構成された第２の照明改善処理ユ
ニットさらに備える請求項１５から２１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２３】
　少なくともプロセッサおよびメモリを備え、
　前記プロセッサは、前記メモリに記憶されたプログラムまたは命令を実行することによ
って、
　カメラが起動されたことが検出された後、プレビュー画像を表示するように撮影者に面
した表示画面に指示し、
　予め設定された照明パラメータを取得し、
　前記予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供するように被写
体に面した表示画面を制御し、
　撮影指示に従って画像を撮影するように構成された撮影装置。
【請求項２４】
　請求項１５から２３のいずれか一項に記載の表示画面、カメラ、および撮影装置を少な
くとも備えた端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、2013年12月31日に中国特許庁に出願され、発明の名称を“SHOOTING METHOD, A
PPARATUS, AND TERMINAL”とする中国特許出願第201310753985.0号の優先権を主張し、そ
の全体を参照によりここに組み込む。
【背景技術】
【０００２】
　（携帯電話、カメラ、およびＰＤＡのような）多くの端末は既に２つのカメラ（前面に
面したカメラおよび背面に面したカメラ）が備えられ、いくつかの端末は２つの画面さえ
備えられている。一般に、大多数の利用シナリオにおいて、背面に面したカメラはユーザ
とは反対に面し、前面に面したカメラはユーザに面しており、ユーザは自身の撮影（self
ie）のために前面に面したカメラを使用し得る。
【０００３】
　背面に面したカメラは、弱い光の状況で写真撮影またはビデオ録画（写真撮影および／
またはビデオ録画を、ひとまとめにして撮影という）を容易にするために補助光源を提供
するために１つまたは複数のフラッシュを有する。前面に面したカメラは、一般に、大多
数の利用シナリオにおいて、ユーザに面し、フラッシュは人の目を傷めそうであるので、
一般に、前面に面したカメラはフラッシュが備えられていない。その結果、弱い光の状況
で前面に面したカメラを使用することによって撮影された画像の品質は望ましくないこと
があり得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　これに鑑みて、本発明の実施例の目的は、前述の問題を解決するような、撮影方法、装
置、および端末を提供することである。
【０００５】
　前述の目的を達成するために、本発明の実施例は次の技術的解決手段を提供する。
【０００６】
　本発明の実施例の第１の態様によれば、
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　カメラが起動されたことが検出された後、プレビュー画像を表示するように撮影者に面
した表示画面に指示するステップと、
　予め設定された照明パラメータを取得するステップと、
　前記予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供するように被写
体に面した表示画面を制御するステップと、
　撮影指示に従って画像を撮影するステップと、
　を含む撮影方法が提供される。
【０００７】
　第１の態様を参照した、第１の可能な実現形態において、予め設定された照明パラメー
タを取得する前記ステップは、前記カメラが起動されたことが検出された後、前記予め設
定された照明パラメータを取得するステップを含む。
【０００８】
　第１の態様を参照した、第２の可能な実現形態において、予め設定された照明パラメー
タを取得する前記ステップは、前記撮影指示に従って前記画像を撮影するとき、前記予め
設定された照明パラメータを取得するステップを含む。
【０００９】
　第１の態様から第１の態様の第２の可能な実現形態のうちのいずれか１つを参照した、
第３の可能な実現形態において、前記撮影者に面した表示画面と前記被写体に面した表示
画面は同じ表示画面であり、前記表示画面は、前記プレビュー画像を表示するための表示
領域、および、前記予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供す
るための照明領域を含む。
【００１０】
　第１の態様から第１の態様の第３の可能な実現形態のうちのいずれか１つを参照した、
第４の可能な実現形態において、前記照明パラメータは、バックライトのカラー値、色温
度値、バックライトの輝度値のうちの少なくとも１つを含む。
【００１１】
　第１の態様から第１の態様の第４の可能な実現形態のうちのいずれか１つを参照した、
第５の可能な実現形態において、前記プレビュー画像は、前記カメラによって受け取られ
た実際の画像およびシミュレーションされた画像のうちの少なくとも１つを含む。
【００１２】
　第１の態様の第５の可能な実現形態を参照した、第６の可能な実現形態において、前記
シミュレーションされた画像は、前記表示画面が前記予め設定された照明パラメータを使
用することによって照明を提供するシナリオにおいて受け取られた画像のシミュレーショ
ンである。
【００１３】
　第１の態様の第５の可能な実現形態を参照した、第７の可能な実現形態において、前記
シミュレーションされた画像は、前記表示画面が前記予め設定された照明パラメータを使
用することによって照明を提供しないシナリオにおいて受け取られた画像のシミュレーシ
ョンである。
【００１４】
　第１の態様の第５の可能な実現形態を参照した、第８の可能な実現形態において、前記
シミュレーションされた画像は、前記カメラによって受け取られた実際の画像に照明改善
処理が実行された後に取得された画像である。
【００１５】
　第１の態様から第１の態様の第８の可能な実現形態のうちのいずれか１つを参照した、
第９の可能な実現形態において、光センサによって受け取られた周囲の光の輝度が予め設
定された輝度の閾値より小さいと判定された後、予め設定された照明パラメータを取得す
る前記ステップが実行される。
【００１６】
　第１の態様の第９の可能な実現形態を参照した、第１０の可能な実現形態において、前
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記方法は、予め設定された照明パラメータを取得する前記ステップの前に、前記受け取ら
れた周囲の光の輝度に従って前記照明パラメータを設定するステップをさらに含む。
【００１７】
　第１の態様から第１の態様の第１０の可能な実現形態のうちのいずれか１つを参照した
、第１１の可能な実現形態において、前記方法は、撮影される人と前記カメラの間の距離
が予め設定された距離の閾値より短いとき、前記カメラと同じ側のフラッシュが閃光を放
つことを防止するステップをさらに含み、前記カメラと同じ側のフラッシュは、その光が
及ぶ範囲が、カメラが場面を捕捉する範囲と合致するフラッシュを指す。
【００１８】
　第１の態様から第１の態様の第１１の可能な実現形態のうちのいずれか１つを参照した
、第１２の可能な実現形態において、前記方法は、前記撮影された画像に照明改善処理を
実行するステップをさらに含む。
【００１９】
　第１の態様の第８の可能な実現形態または第１の態様の第９の可能な実現形態を参照し
た、第１３の可能な実現形態において、前記照明改善処理は次のうちの少なくとも１つを
含む：画像の全体の輝度を改善すること、画像のコントラスト比を向上させること、およ
び画像合成。
【００２０】
　本発明の実施例の第２の態様によれば、
　カメラが起動されたことが検出された後、プレビュー画像を表示するように撮影者に面
した表示画面に指示するように構成された表示制御ユニットと、
　予め設定された照明パラメータを取得するように構成された照明パラメータ取得ユニッ
トと、
　前記照明パラメータ取得ユニットによって取得された予め設定された照明パラメータを
使用することによって照明を提供するように被写体に面した表示画面を制御するように構
成された照明制御ユニットと、
　撮影指示に従って画像を撮影するように構成された撮影ユニットと、
　を含む撮影装置が提供される。
【００２１】
　第２の態様を参照した、第１の可能な実現形態において、前記撮影者に面した表示画面
と前記被写体に面した表示画面は同じ表示画面であり、前記表示画面は表示領域および照
明領域を含み、プレビュー画像を表示するように撮影者に面した表示画面に指示すること
に関して、前記表示制御ユニットは、特に、前記プレビュー画像を表示するように前記表
示領域を制御するように構成され、前記照明パラメータ取得ユニットによって取得された
予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供するように被写体に面
した表示画面を制御することに関して、前記照明制御ユニットは、特に、前記予め設定さ
れた照明パラメータを使用することによって照明を提供するように前記照明領域を制御す
るように構成される。
【００２２】
　第２の態様を参照した、第２の可能な実現形態において、プレビュー画像を表示するよ
うに撮影者に面した表示画面に指示することに関して、前記表示制御ユニットは、特に、
前記カメラによって受け取られた実際の画像およびシミュレーションされた画像のうちの
少なくとも１つを表示するように前記撮影者に面した表示画面に指示するように構成され
る。
【００２３】
　第２の態様の第２の可能な実現形態を参照した、第３の可能な実現形態において、前記
撮影装置は、前記カメラによって受け取られた実際の画像に照明改善処理を実行するよう
に構成された第１の照明改善処理ユニットをさらに含み、前記シミュレーションされた画
像は、前記第１の照明改善処理ユニットが照明改善処理を実行した後に取得された画像で
ある。
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【００２４】
　第２の態様から第２の態様の第３の可能な実現形態のうちのいずれか１つを参照した、
第４の可能な実現形態において、前記照明パラメータ取得ユニットは、光センサによって
受け取られた周囲の光の輝度が予め設定された輝度の閾値より小さいと判定された後、前
記予め設定された照明パラメータを取得する。
【００２５】
　第２の態様または第２の態様の第４の可能な実現形態を参照した、第５の可能な実現形
態において、前記撮影装置は、前記照明パラメータ取得ユニットが前記予め設定された照
明パラメータを取得する前に、光センサによって受け取られた周囲の光の輝度に従って前
記照明パラメータを設定するように構成された設定ユニットをさらに含む。
【００２６】
　第２の態様から第２の態様の第５の可能な実現形態のうちのいずれか１つを参照した、
第６の可能な実現形態において、前記撮影装置は、撮影される人と前記カメラの間の距離
が予め設定された距離の閾値より短いとき、前記カメラと同じ側のフラッシュが閃光を放
つことを防止するように構成された防止ユニットをさらに備え、前記カメラと同じ側のフ
ラッシュは、その光が及ぶ範囲が、カメラが場面を捕捉する範囲と合致するフラッシュを
指す。
【００２７】
　第２の態様から第２の態様の第６の可能な実現形態のうちのいずれか１つを参照した、
第７の可能な実現形態において、前記撮影装置は、前記撮影された画像に照明改善処理を
実行するように構成された第２の照明改善処理ユニットさらに含む。
【００２８】
　本発明の実施例の第３の態様によれば、前述のいずれかの一つの表示画面、カメラ、お
よび撮影装置を少なくとも含む端末が提供される。
【００２９】
　本発明の実施例において、表示画面は補助光源として使用されることが可能であり、表
示画面は予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供するように制
御され、それによって、弱い光の状況でカメラによって撮影された画像の品質は向上する
ことが分かる。
【００３０】
　本発明の実施例における技術的解決手段をより明確に説明するために、下記は、実施例
を説明するために必要な添付図面を簡単に説明する。明らかに、続く説明における添付図
面は本発明のほんのいくつかの実施例を表わし、この技術分野の当業者は、創作的な努力
なしで、これらの添付図面から他の図面をさらに導き出し得る。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施例による撮影方法のフローチャートである。
【図２】本発明の一実施例による撮影方法のもう１つのフローチャートである。
【図３】本発明の一実施例による撮影方法のさらにもう１つのフローチャートである。
【図４】本発明の一実施例による単一の表示画面を伴う２つのカメラの概要の図である。
【図５】本発明の一実施例による２つの表示画面を伴う２つのカメラの概要の図である。
【図６】本発明の一実施例による２つの表示画面を伴う２つのカメラのもう１つの概要の
図である。
【図７】本発明の一実施例による撮影方法のさらにもう１つのフローチャートである。
【図８】本発明の一実施例による撮影装置の概要の構成図である。
【図９】本発明の一実施例による撮影装置のもう１つの概要の構成図である。
【図１０】本発明の一実施例による撮影装置のさらにもう１つの概要の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明の実施例の目的、技術的解決手段、および効果をより明確にするために、下記は
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、本発明の実施例における添付図面を参照して本発明の実施例における技術的解決手段を
明確かつ十分に説明する。明らかに、説明される実施例は本発明の実施例の全てではなく
一部に過ぎない。本発明の実施例に基づいて、創作的な努力なしで、この技術分野の当業
者によって得られる他の全ての実施例は、本発明の保護範囲内にある。
【００３３】
　本発明による撮影方法のフローチャートである図１を参照する。本方法は少なくとも次
を含み得る。
【００３４】
　Ｓ０：カメラを起動する。
【００３５】
　Ｓ１：カメラが起動されたことが検出された後、プレビュー画像を表示するように撮影
者に面した表示画面に指示する。
【００３６】
　下記のステップＳ４が実行されるまで、プレビュー画像が表示される。
【００３７】
　カメラが起動された後、従来の端末はまたカメラによって受け取られた画像を表示し、
言い換えると、従来の端末はカメラのレンズが画像を捕捉する範囲内の画像を表示する。
【００３８】
　この実施例において、従来の端末と同様に、表示されるプレビュー画像はカメラによっ
て受け取られた画像であり得る。本発明のもう１つの実施例において、表示されるプレビ
ュー画像はこの明細書において続いて説明され、カメラによって受け取られた画像に限定
されない。
【００３９】
　Ｓ２：予め設定された照明パラメータを取得する。
【００４０】
　より具体的には、ステップＳ２は、カメラが起動されたことが検出された後に実行され
得るか、または、撮影指示（撮影指示はユーザがシャッターを押したときに与えられる）
に従って画像が撮影されるときに実行され得る。
【００４１】
　従って、図２および図３を参照すると、図１に表わされている撮影方法の手順は２つの
並列な具体的な解決手段を有し得る。
【００４２】
　Ｓ３：予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供するように被
写体に面した表示画面を制御する。
【００４３】
　撮影者に面した表示画面および被写体に面した表示画面は同一の表示画面であり得る。
また、この明細書において続いて詳細に説明される、２つの独立の表示画面であり得る。
【００４４】
　さらに、照明パラメータは、バックライトのカラー値、色温度値、およびバックライト
の輝度値のうちの少なくとも１つを含み得る。
【００４５】
　本発明のもう１つの実施例において、照明パラメータは、投影角度、期間、等をさらに
含み得る。
【００４６】
　照明パラメータを設定するとき、ユーザは、所望のバックライトの色（カラー値）を選
択するか、または、システムのデフォルトのバックライトの色（カラー値）、例えば、白
を使用することが可能であり、本発明では具体的な色は限定されない。明らかに、ユーザ
は、最適な照明効果を生じさせるように、所望のバックライトの輝度、色温度、等を選択
し得る。
【００４７】
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　舞台の照明の設計と同様に、チェッカーボード光源効果、中央が明るく両側が徐々に薄
暗くされる光源効果、および散らばった星の光の光源効果のような具体的なシェーディン
グ効果を生じさせるために、バックライトのカラー値、色温度値、バックライトの輝度値
、投影角度、期間、等のうちのいずれか１つまたは組み合わせが適用され得ることに留意
すべきである。
【００４８】
　前述の各々の組み合わせは、特別な光源効果を生じさせるために提供される光源のテン
プレートとみなされ得る。
【００４９】
　前述の組み合わせにおけるパラメータの値は、表示画面が照明を提供するために使用さ
れるとき、特別な光源効果を提供するように、端末に保存され得る。
【００５０】
　Ｓ４：撮影指示に従って画像を撮影する。
【００５１】
　より具体的には、撮影は、写真撮影またはビデオ録画を含み得る。従って、撮影された
画像は写真またはビデオを含み得る。
【００５２】
　本発明のこの実施例において、カメラが起動されたことが検出された、または撮影指示
が受け取られた後、表示画面はカメラの補助光源として使用されることが可能であり、表
示画面は予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供し、それによ
って、弱い光の状況でカメラによって撮影された画像の品質は向上する。
【００５３】
　図２に表わされている手順に基づいて、カメラが起動されたことが検出された後、表示
画面は予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供し、従って、カ
メラによって受け取られた画像は、表示画面が予め設定された照明パラメータを使用する
ことによって照明を提供するシナリオにおいて受け取られた画像である。
【００５４】
　図２に表わされている手順に基づいて、本発明のもう１つの実施例において、プレビュ
ー画像が表示されるとき、カメラによって受け取られた実際の画像が直接に表示され得る
。その代わりに、これとは異なり、表示画面の表示領域は、第１の表示領域および第２の
表示領域に分割されることが可能であり、ここで、カメラによって受け取られた実際の画
像が第１の表示領域に表示され、シミュレーションされた画像が第２の表示領域に表示さ
れる。例えば、図２に表わされている手順に基づいて、シミュレーションされた画像は、
表示画面が照明を提供するために使用されないシナリオにおいてシミュレーションされた
画像である。
【００５５】
　図３に表わされている手順に基づいて、撮影指示が受け取られた後、表示画面は照明を
提供するために予め設定された照明パラメータを使用し、従って、撮影指示が受け取られ
る前に、カメラによって受け取られた画像は、表示画面が予め設定された照明パラメータ
を使用することによって照明を提供しないシナリオにおいて受け取られた画像である。
【００５６】
　図３に表わされている手順に基づいて、本発明のもう１つの実施例において、前述の全
ての実施例においてプレビュー画像が表示されるとき、カメラによって受け取られた実際
の画像が直接に表示され得る。その代わりに、これとは異なり、表示画面の表示領域は、
第１の表示領域および第２の表示領域に分割されることが可能であり、ここで、カメラに
よって受け取られた実際の画像が第１の表示領域に表示され、シミュレーションされた画
像が第２の表示領域に表示される。
【００５７】
　しかし、この実施例において、実際の画像は、表示画面が予め設定された照明パラメー
タを使用することによって照明を提供しないシナリオにおいてカメラによって受け取られ



(10) JP 2016-506707 A 2016.3.3

10

20

30

40

50

た画像であり、シミュレーションされた画像は、表示画面が予め設定された照明パラメー
タを使用することによって照明を提供するシナリオにおいて受け取られた画像のシミュレ
ーションである。
【００５８】
　本発明のもう１つの実施例において、本方法が図２または図３に表わされている手順に
基づくことに関係なく、前述の全ての実施例におけるシミュレーションされた画像は、カ
メラによって受け取られた実際の画像に照明改善処理が実行された後に取得された画像と
することも可能である。
【００５９】
　さらに、照明改善処理は、次のうちの少なくとも１つを含み得る：
　画像の全体の輝度を改善すること、画像のコントラスト比を向上させること、および画
像合成。
【００６０】
　画像合成は、従来の画像合成技術を使用することによって実行されることが可能であり
、例えば、写真撮影の間に少なくとも２つの写真が撮られ、ＨＤＲ（High-Dynamic Range
、ハイ・ダイナミック・レンジ）、赤目（red-eye）効果の除去、光反射効果の除去、曇
りの除去、等のような処理を実行することによって、２つの写真がより高品質の写真に組
み合される。
【００６１】
　さらに、異なる視覚的効果を生じさせるために、白または黄色のような明るい色のフレ
ーム、または他の装飾的な背景が撮影された画像にさらに加えられ得る。
【００６２】
　さらに、本発明のもう１つの実施例において、プレビュー画像が表示される間、照明パ
ラメータがさらに表示されることが可能であり、それによって、ユーザは調整を行う。
【００６３】
　本発明のもう１つの実施例において、光センサによって受け取られた周囲の光の輝度が
予め設定された輝度の閾値より小さいと判定された後、前述の全ての実施例において予め
設定された照明パラメータを取得するステップ（すなわち、ステップＳ２）が実行され得
る。この技術分野の当業者は実際の必要性に応じて輝度の閾値を設定することが可能であ
り、または、ユーザは輝度の閾値を設定することが可能であり、これは、ここでは詳細に
説明されない。
【００６４】
　さらに、周囲の光の輝度が輝度の閾値以上であるとき、表示画面は照明を提供するため
に使用されないことが可能である（すなわち、予め設定された照明パラメータは取得され
ない）。このようにして、この実施例において、光センサによって受け取られた周囲の光
の輝度に従って、表示画面が照明を提供するために使用されるかどうかが自動的に判定さ
れることができる。
【００６５】
　その代りに、本発明のもう１つの実施例において、カメラにフラッシュが備えられてい
る場合、光センサによって受け取られた周囲の光の輝度に従って、フラッシュの閃光機能
が使用されるかどうかも判定され得る。例えば、周囲の光の輝度が輝度の閾値より小さい
とき、フラッシュの閃光機能が使用され、周囲の光の輝度が輝度の閾値以上であるとき、
フラッシュの閃光機能は使用されない。
【００６６】
　さらに、本発明のもう１つの実施例において、照明パラメータ（例えば、バックライト
の輝度）は受け取られた周囲の光の輝度に従って設定されることも可能である。
【００６７】
　本発明のもう１つの実施例において、ステップＳ３の前に、前述の写真撮影方法は次の
ステップをさらに含み得る：
　撮影される人（特に、撮影される人の目）とカメラの間の距離が予め設定された距離の
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閾値より短いとき、カメラと同じ側のフラッシュが閃光を放つことを防止し、それによっ
て、人の目を傷めることを減らす（この実施例は主に自身の撮影の場合に適用される）。
「カメラと同じ側のフラッシュ」は、その光が及ぶ範囲が、カメラが場面を捕捉する範囲
と合致するフラッシュを指す。
【００６８】
　より具体的には、撮影するカメラと同じ側に複数のフラッシュが存在するとき、全ての
フラッシュが閃光を放つことを防止され、または、フラッシュのうちいくつかが閃光を放
つことを防止され得る。
【００６９】
　さらに、グラフィカル・インタフェースがさらに追加されることが可能であり、それに
よって、ユーザは、表示画面を補助光源として使用するかどうかを選択する。
【００７０】
　本発明の全ての実施例において提供される撮影方法は、図４に表わされている単一の表
示画面を伴う２つのカメラ（前面に面したカメラおよび背面に面したカメラ）を有する端
末に少なくとも適用可能である。単一の表示画面を有する端末は、ただ１つの表示画面を
有し、従って、自身の撮影を行うとき、ユーザは、カメラのための照明を提供するために
単一の表示画面を使用することが可能であり、その表示画面にプレビュー画像を表示する
。すなわち、この実施例において、撮影者に面した表示画面および被写体に面した表示画
面は同じ表示画面である。
【００７１】
　この場合、表示画面は表示領域および照明領域に分割することが可能であり、ここで、
表示領域はプレビュー画像を表示するために使用され、照明領域は前述の予め設定された
照明パラメータを使用することによって照明を提供するために使用され得る。
【００７２】
　さらに、本発明のもう１つの実施例において、表示領域は、カメラによって受け取られ
た実際の画像およびシミュレーションされた画像を個々に表示するために、第１の表示領
域および第２の表示領域にさらに分割され得る。
【００７３】
　その上、本発明の全ての実施例において提供される撮影方法は、図５または図６に表わ
されている２つの表示画面を伴う２つのカメラを有する端末にさらに適用可能である。撮
影の間、２つの表示画面を有する端末の１つの表示画面は、撮影される物または撮影され
る人に面し（この、１つの表示画面を、被写体に面した表示画面という）、他の表示画面
はユーザに面する（この、他の表示画面を、撮影者に面した表示画面という）。このシナ
リオにおいて、撮影者に面した表示画面および被写体に面した表示画面は異なる表示画面
である。ここで、撮影方法は自身の撮影に限定されず、マクロ撮影のようなシナリオにお
いて、表示画面は照明を提供するためにも使用され得る。
【００７４】
　明らかに、２つの表示画面を伴う２つのカメラを有する端末による自身の撮影の間、撮
影者に面した表示画面および被写体に面した表示画面はやはり同じ表示画面である。前述
と同様に、この場合、撮影者および被写体に面した表示画面は、プレビュー画像を表示す
るための表示領域、および、予め設定された照明パラメータを使用することによって照明
を提供するための照明領域に分割され得る。
【００７５】
　写真撮影の光源として表示画面を使用することは次の効果を有する：
　画面の輝度は、見る人の目に適切であり、人の目を傷めない。
【００７６】
　自身の撮影／自身のビデオ録画のシナリオにおいて、表示画面はターンオンされ（明る
く）、人の顔に面し、画面と人の顔の間の距離は画面の照明範囲内にある。さらに、自身
の撮影／自身のビデオ録画のシナリオにもかかわらず、プレビュー画像が表示されるので
、画面も明るい（２つの画面を有する端末の少なくとも１つの画面は明るい）。明るい画
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面（または画面の一部の領域）は撮影を容易にするように光源として使用されることが可
能であり、それによって、もう１つの光源の構成部品を追加する必要をなくし、コストの
増加を防ぐ。
【００７７】
　照明の色および表示画面の輝度は制御可能であり、従って、異なる色および輝度を有す
る光源の選択肢が選択のために利用可能である。
【００７８】
　表示画面技術の向上は表示輝度の持続的な向上に貢献してきたので、表示画面は高品質
の光源として使用できる。さらに、表示画面は透明で曲げられる傾向にあり、それによっ
て、写真撮影の光源として使用されるとき、より多くの特徴および選択肢を提供する。
【００７９】
　本発明のもう１つの実施例において、ステップＳ１の前または後に、ユーザは、写真撮
影モードまたはビデオ録画モードに入ることを選択し得る。ここで、シャッターが押され
た後、端末は入ったモードに応じて写真撮影またはビデオ録画を実行し得る。
【００８０】
　本発明のもう１つの実施例において、ステップＳ４の後、本方法は次のステップをさら
に含み得る：
　プレビュー画像の表示に戻る。
【００８１】
　このステップにおいて、表示されるプレビュー画像は撮影された画像とすることが可能
であり、または、撮影された写真／録画されたビデオの画像フレーム（一般に、最初の画
像フレーム）とすることが可能である。
【００８２】
　本発明のもう１つの実施例において、図７を参照すると、ステップＳ４の後、本方法は
次のステップをさらに含み得る：
　Ｓ５：撮影された画像に照明改善処理を実行する。
【００８３】
　より具体的には、照明改善処理は次のうちの少なくとも１つを含み得る：
　画像の全体の輝度を改善すること、画像のコントラスト比を向上させること、および画
像合成。
【００８４】
　画像合成は、従来の画像合成技術を使用することによって実行されることが可能であり
、例えば、写真撮影の間に少なくとも２つの写真が撮られ、ＨＤＲ（High-Dynamic Range
、ハイ・ダイナミック・レンジ）、赤目効果の除去、光反射効果の除去、曇りの除去、等
のような処理を実行することによって、２つの写真がより高品質の写真に組み合される。
【００８５】
　さらに、異なる視覚的効果を生じさせるために、白または黄色のような明るい色のフレ
ーム、または他の装飾的な背景が撮影された画像にさらに加えられ得る。
【００８６】
　本発明の実施例は、撮影装置のための保護も求める。図８に表わされているように、撮
影装置８００は、
　カメラが起動されたことが検出された後、プレビュー画面を表示するように撮影者に面
した表示画面に指示するように構成された表示制御ユニット１、
　予め設定された照明パラメータを取得するように構成された照明パラメータ取得ユニッ
ト２、
　照明パラメータ取得ユニット２によって取得された予め設定された照明パラメータを使
用することによって照明を提供するように被写体に面した表示画面を制御するように構成
された照明制御ユニット３、および、
　撮影指示に従って画像を撮影するように構成された撮影ユニット４を含み得る。
【００８７】
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　関連する内容についてこの明細書の前述の記載を参照されたい。ここでは再度説明され
ない。
【００８８】
　本発明のもう１つの実施例において、照明パラメータ取得ユニット２は、光センサによ
って受け取られた周囲の光の輝度が予め設定された輝度の閾値より小さいことが判定され
た後、予め設定された照明パラメータを取得する。
【００８９】
　本発明のもう１つの実施例において、前述の全ての実施例における装置は、照明パラメ
ータ取得ユニット２が予め設定された照明パラメータを取得する前に、光センサによって
受け取られた周囲の光の輝度に従って照明パラメータを設定するように構成された設定ユ
ニットをさらに含み得る。関連する内容についてこの明細書の前述の記載を参照されたい
。ここでは再度説明されない。
【００９０】
　単一の表示画面を有する端末において、撮影者に面した表示画面および被写体に面した
表示画面は同じ表示画面であり、表示画面は表示領域および照明領域を含み得る。
【００９１】
　これに対応して、本発明のもう１つの実施例において、プレビュー画面を表示するよう
に撮影者に面した表示画面に指示することに関して、前述の全ての実施例における表示制
御ユニット１は、具体的には、プレビュー画面を表示するように表示領域を制御するよう
に構成されることが可能であり、
　照明パラメータ取得ユニット２によって取得された予め設定された照明パラメータを使
用することによって照明を提供するように被写体に面した表示画面を制御することに関し
て、照明制御ユニット３は、具体的には、予め設定された照明パラメータを使用すること
によって照明を提供するように照明領域を制御するように構成されることが可能である。
【００９２】
　関連する内容についてこの明細書の前述の記載を参照されたい。ここでは再度説明され
ない。
【００９３】
　本発明のもう１つの実施例において、プレビュー画像を表示するように撮影者に面した
表示画面に指示することに関して、前述の全ての実施例における表示制御ユニットは、具
体的には、カメラによって受け取られた実際の画像およびシミュレーションされた画像の
うちの少なくとも１つを表示するように撮影者に面した表示画面に指示するように構成さ
れる。
【００９４】
　関連する内容についてこの明細書の前述の記載を参照されたい。ここでは再度説明され
ない。
【００９５】
　本発明のもう１つの実施例において、前述の全ての実施例における装置は、
　カメラによって受け取られた実際の画像に照明改善処理を実行するように構成された第
１の照明改善処理ユニットをさらに含むことが可能であり、
　シミュレーションされた画像は、第１の照明改善処理ユニットが照明改善処理を実行し
た後に取得された画像であり得る。
【００９６】
　本発明のもう１つの実施例において、前述の全ての実施例における装置は、撮影される
人とカメラの間の距離が予め設定された距離の閾値より短いとき、カメラと同じ側のフラ
ッシュが閃光を放つことを防止するように構成された防止ユニットをさらに含むことが可
能であり、ここで、カメラと同じ側のフラッシュは、その光が及ぶ範囲が、カメラが場面
を捕捉する範囲と合致するフラッシュを指す。
【００９７】
　本発明のもう１つの実施例において、図９を参照すると、前述の全ての実施例における
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撮影装置８００は、
　撮影された画像に照明改善処理を実行するように構成された第２の照明改善処理ユニッ
ト５をさらに含み得る。
【００９８】
　詳細についてこの明細書の前述の記載を参照されたい。ここでは再度説明されない。
【００９９】
　図１０は、撮影装置８００のハードウェア構成を表わし、これは、プロセッサ８０１、
メモリ８０２、バス８０３、および通信インタフェース８０４を含み得る。プロセッサ８
０１、メモリ８０２、および通信インタフェース８０４は、バス８０３を使用することに
よって互いに接続される。メモリ８０２はプログラムを記憶するように構成される。具体
的には、プログラムはプログラムコードを含むことが可能であり、プログラムコードはコ
ンピュータ動作指示を含む。
【０１００】
　メモリ８０２は高速ランダム・アクセス・メモリ（random access memory、略してＲＡ
Ｍ）を含むことが可能であり、不揮発性メモリ（non-volatile memory）、例えば、少な
くとも１つのディスク・メモリを含むことも可能である。
【０１０１】
　プロセッサ８０１は、中央処理装置（Central Processing Unit、略してＣＰＵ）、ネ
ットワーク・プロセッサ（Network Processor、略してＮＰ）、等を含む汎用プロセッサ
とすることが可能であり、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）または他のプロ
グラム可能な論理構成部品、別個のゲートまたはトランジスタ論理デバイス、または別個
のハードウェア構成部品とすることも可能である。
【０１０２】
　プロセッサ８０１はメモリ８０２に記憶されたプログラムを実行し、本発明の実施例に
おいて提供される撮影方法を実現するように構成され、これは、
　カメラが起動されたことが検出された後、プレビュー画像を表示するように撮影者に面
した表示画面に指示すること、
　予め設定された照明パラメータを取得すること、
　予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供するように被写体に
面した表示画面を制御すること、および、
　撮影指示に従って画像を撮影することを含む。
【０１０３】
　さらに、撮影装置８００は、この明細書の方法の部分に導入される撮影方法に含まれる
他のステップ、および、ステップのサブステップを実行することもでき、詳細はここでは
再度説明されない。
【０１０４】
　本発明において、ＣＰＵおよびメモリは同じチップに統合されることが可能であり、２
つの独立な構成部品とすることも可能である。
【０１０５】
　これに対応して、本発明の実施例はさらに端末のための保護を求め、ここで、端末は、
前述の全ての実施例に記載された表示画面、カメラ、および撮影装置を少なくとも含み得
る。
【０１０６】
　この明細書における実施例は漸進的な方法で記載されている。各々の実施例は他の実施
例からの差の記載に焦点を合わせている。実施例における同じまたは類似の部分について
は、互いに参照され得る。
【０１０７】
　この明細書に記載されている実施例に関して、方法のステップまたはアルゴリズムは、
ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュール、またはそれら
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の組み合わせによって直接に実現され得る。ソフトウェア・モジュールは、ランダム・ア
クセス・メモリ（ＲＡＭ）、リード・オンリ・メモリ（ＲＯＭ）、電気的にプログラム可
能なＲＯＭ、電気的に消去可能なプログラム可能なＲＯＭ、レジスタ、ハードディスク、
リムーバブル・ティスク、ＣＤ－ＲＯＭ、またはこの分野で知られた任意の他の形態の記
憶媒体において構成され得る。
【０１０８】
　開示された実施例の前述の記載は、この分野の当業者が本発明を実施または使用するこ
とを助ける。この実施例への様々な変更はこの技術分野の当業者に明らかであり、この明
細書で定義された一般原則は本発明の思想または範囲を逸脱することなく他の実施例に実
現され得る。従って、本発明はこの明細書に記載された実施例に限定されず、この明細書
に開示された原理および進歩性と合致する最も広い範囲に従う。
【符号の説明】
【０１０９】
　　１　表示制御ユニット
　　２　照明パラメータ取得ユニット
　　３　照明制御ユニット
　　４　撮影ユニット
　　５　第２の照明改善処理ユニット
　　８００　撮影装置
　　８０１　プロセッサ
　　８０２　メモリ
　　８０３　バス
　　８０４　通信インタフェース

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成27年1月16日(2015.1.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、撮影技術に関し、特に、撮影方法、装置、および端末に関する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　本発明の実施例の目的、技術的解決手段、および効果をより明確にするために、下記は
、本発明の実施例における添付図面を参照して本発明の実施例における技術的解決手段を
明確に説明する。明らかに、説明される実施例は本発明の実施例の全てではなく一部に過
ぎない。本発明の実施例に基づいて、創作的な努力なしで、この技術分野の当業者によっ
て得られる他の全ての実施例は、本発明の保護範囲内にある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラが起動されたことが検出された後、プレビュー画像を表示するように撮影者に面
した表示画面に指示するステップと、
　予め設定された照明パラメータを取得するステップと、
　前記予め設定された照明パラメータを使用することによって照明を提供するように被写
体に面した表示画面を制御するステップと、
　撮影指示に従って画像を撮影するステップと、
　を有する撮影方法。
【請求項２】
　前記撮影者に面した表示画面と前記被写体に面した表示画面は同じ表示画面であり、前
記表示画面は、前記プレビュー画像を表示するための表示領域、および、前記予め設定さ
れた照明パラメータを使用することによって照明を提供するための照明領域を備える請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記照明パラメータは、バックライトのカラー値、色温度値、バックライトの輝度値の
うちの少なくとも１つを含む請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記プレビュー画像は、前記カメラによって受け取られた実際の画像、シミュレーショ
ンされた画像のうちの少なくとも１つを含む請求項１から３のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５】
　前記シミュレーションされた画像は、前記表示画面が前記予め設定された照明パラメー
タを使用することによって照明を提供するシナリオにおいて受け取られた画像のシミュレ
ーションである請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記シミュレーションされた画像は、前記表示画面が前記予め設定された照明パラメー
タを使用することによって照明を提供しないシナリオにおいて受け取られた画像のシミュ
レーションである請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記シミュレーションされた画像は、前記カメラによって受け取られた実際の画像に照
明改善処理が実行された後に取得された画像である請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　光センサによって受け取られた周囲の光の輝度が予め設定された輝度の閾値より小さい
と判定された後、予め設定された照明パラメータを取得する前記ステップが実行される請
求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　撮影される人と前記カメラの間の距離が予め設定された距離の閾値より短いとき、前記
カメラと同じ側のフラッシュが閃光を放つことを防止するステップをさらに有し、前記カ
メラと同じ側のフラッシュは、その光が及ぶ範囲が、カメラが場面を捕捉する範囲と合致
するフラッシュである請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　カメラが起動されたことが検出された後、プレビュー画像を表示するように撮影者に面
した表示画面に指示するように構成された表示制御ユニットと、
　予め設定された照明パラメータを取得するように構成された照明パラメータ取得ユニッ
トと、
　前記照明パラメータ取得ユニットによって取得された予め設定された照明パラメータを
使用することによって照明を提供するように被写体に面した表示画面を制御するように構
成された照明制御ユニットと、
　撮影指示に従って画像を撮影するように構成された撮影ユニットと、
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　を備える撮影装置。
【請求項１１】
　前記撮影者に面した表示画面と前記被写体に面した表示画面は同じ表示画面であり、前
記表示画面は表示領域および照明領域を備え、
　プレビュー画像を表示するように撮影者に面した表示画面に指示することに関して、前
記表示制御ユニットは、特に、前記プレビュー画像を表示するように前記表示領域を制御
するように構成され、
　前記照明パラメータ取得ユニットによって取得された予め設定された照明パラメータを
使用することによって照明を提供するように被写体に面した表示画面を制御することに関
して、前記照明制御ユニットは、特に、前記予め設定された照明パラメータを使用するこ
とによって照明を提供するように前記照明領域を制御するように構成された請求項１０に
記載の装置。
【請求項１２】
　プレビュー画像を表示するように撮影者に面した表示画面に指示することに関して、前
記表示制御ユニットは、特に、前記カメラによって受け取られた実際の画像、シミュレー
ションされた画像のうちの少なくとも１つを表示するように前記撮影者に面した表示画面
に指示するように構成された請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記カメラによって受け取られた実際の画像に照明改善処理を実行するように構成され
た第１の照明改善処理ユニットをさらに備え、
　前記シミュレーションされた画像は、前記第１の照明改善処理ユニットが照明改善処理
を実行した後に取得された画像である請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記照明パラメータ取得ユニットは、光センサによって受け取られた周囲の光の輝度が
予め設定された輝度の閾値より小さいと判定された後、前記予め設定された照明パラメー
タを取得する請求項１０から１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
　撮影される人と前記カメラの間の距離が予め設定された距離の閾値より短いとき、前記
カメラと同じ側のフラッシュが閃光を放つことを防止するように構成された防止ユニット
をさらに備え、前記カメラと同じ側のフラッシュは、その光が及ぶ範囲が、カメラが場面
を捕捉する範囲と合致するフラッシュである請求項１０から１４のいずれか一項に記載の
装置。
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