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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像のデータを取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された画像において、所定の領域の選択操作を受け付ける受付
手段と、
　前記選択操作によって選択された領域の画像に基づいて、前記取得手段により取得され
る画像のデータに対して施される画質処理を決定する画質処理決定手段と、
　前記画質処理決定手段により決定された画質処理に関する情報を提示する提示手段と、
　を備え、
　前記取得手段は、撮像手段により取得された画像のデータを取得し、
　前記取得手段により取得された前記画像のデータに基づいて、当該画像に含まれる１種
類以上の対象領域を判別する判別手段と、
　前記判別手段により判別された前記１種類以上の対象領域のうち、前記選択操作によっ
て選択された領域を含む対象領域を、選択領域として決定する選択領域決定手段と、
　前記判別手段により判別された前記１種類以上の対象領域に基づいて、前記画像を撮像
する際の前記撮像手段の撮影環境を含む撮影状況を判定する判定手段と、
　をさらに備え、
　前記画質処理決定手段は、前記選択領域決定手段により決定された前記選択領域、及び
、前記判定手段により判定された前記撮影状況に基づいて、前記取得手段により取得され
た前記画像のデータに対して施される前記画質処理を決定する、
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　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記撮影環境に加えて、付帯条件を判定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、
　撮影時に角速度センサから送信されたブレ信号を含む撮影状況に応じて前記付帯条件を
判定する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、
　前記撮像手段のズーム倍率に応じて前記付帯条件を判定する、
　ことを特徴とする請求項２乃至３の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記提示手段により提示された情報の中から、選択操作に基づいて選択された情報を現
在の情報として設定する画質処理情報設定手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　画像を取得する画像処理装置が実行する画像処理方法において、
　画像のデータを取得する取得ステップと、
　前記取得ステップにおいて取得された画像において、所定の領域の選択操作を受け付け
る受付ステップと、
　前記選択操作によって選択された領域の画像に基づいて、前記取得ステップにおいて取
得される画像のデータに対して施される画質処理を決定する決定ステップと、
　前記決定ステップにおいて決定された画質処理に関する情報を提示する提示ステップと
、
　を含み、
　前記取得ステップは、撮像ステップにおいて取得された画像のデータを取得し、
　前記取得ステップにおいて取得された前記画像のデータに基づいて、当該画像に含まれ
る１種類以上の対象領域を判別する判別ステップと、
　前記判別ステップにおいて判別された前記１種類以上の対象領域のうち、前記選択操作
によって選択された領域を含む対象領域を、選択領域として決定する選択領域決定ステッ
プと、
　前記判別ステップにおいて判別された前記１種類以上の対象領域に基づいて、前記画像
を撮像する際の前記撮像ステップの撮影環境を含む撮影状況を判定する判定ステップと、
　をさらに含み、
　前記決定ステップは、前記選択領域決定ステップにおいて決定された前記選択領域、及
び、前記判定ステップにおいて判定された前記撮影状況に基づいて、前記取得ステップに
おいて取得された前記画像のデータに対して施される前記画質処理を決定する、
　ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項７】
　画像を取得する画像処理装置を制御するコンピュータに、
　画像のデータを取得する取得機能、
　前記取得機能により取得された画像において、所定の領域の選択操作を受け付ける受付
機能、
　前記選択操作によって選択された領域の画像に基づいて、前記取得機能により取得され
る画像のデータに対して施される画質処理を決定する決定機能、
　前記決定機能により決定された画質処理に関する情報を提示する提示機能、
　を実現させるためのプログラムであって、
　前記取得機能は、撮像機能により取得された画像のデータを取得し、
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　前記取得機能により取得された前記画像のデータに基づいて、当該画像に含まれる１種
類以上の対象領域を判別する判別機能、
　前記判別機能により判別された前記１種類以上の対象領域のうち、前記選択操作によっ
て選択された領域を含む対象領域を、選択領域として決定する選択領域決定機能、
　前記判別機能により判別された前記１種類以上の対象領域に基づいて、前記画像を撮像
する際の前記撮像機能の撮影環境を含む撮影状況を判定する判定機能、
　をさらにを実現させ、
　前記決定機能は、前記選択領域決定機能により決定された前記選択領域、及び、前記判
定機能により判定された前記撮影状況に基づいて、前記取得機能により取得された前記画
像のデータに対して施される前記画質処理を決定する、
　ことを特徴とするプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、撮影条件や画像処理条件を設定することにより、設定した撮影条件で撮像動作を
したり設定した画像処理条件で画像処理を実行することが可能なデジタルカメラの需要が
高まりつつある。
　このような撮影条件や画像処理条件を設定することの困難性に鑑み、撮影時の周囲の環
境等に基づいて、撮影条件や画像処理設定条件を自動的に設定するデジタルカメラが知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１１２８９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、特許文献１に記載のデジタルカメラは、自動的に撮影条件や画像処理条
件を設定するため、少々演出が強い画質にあえて仕上げるような条件を設定する。したが
って、撮影された後に画像処理が施された結果得られる画像は、ユーザにとって必ずしも
満足のいく画質になっていなかった。
【０００５】
　一方で、撮影条件や画像処理条件の設定には多くの技術知識が必要である。このため、
撮影条件や画像処理条件を手動で設定するモードを仮に設けた場合であっても、多くのユ
ーザにとっては、的確な画質調整をすることは非常に困難であった。
【０００６】
　本発明は、上記のような実情に鑑みてなされたものであり、ユーザの所望する画質を簡
単に設定することが可能な画像処理装置、画像処理方法及びプログラムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様の画像処理装置は、
　画像のデータを取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された画像において、所定の領域の選択操作を受け付ける受付
手段と、
　前記選択操作によって選択された領域の画像に基づいて、前記取得手段により取得され
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る画像のデータに対して施される画質処理を決定する画質処理決定手段と、
　前記画質処理決定手段により決定された画質処理に関する情報を提示する提示手段と、
　を備え、
　前記取得手段は、撮像手段により取得された画像のデータを取得し、
　前記取得手段により取得された前記画像のデータに基づいて、当該画像に含まれる１種
類以上の対象領域を判別する判別手段と、
　前記判別手段により判別された前記１種類以上の対象領域のうち、前記選択操作によっ
て選択された領域を含む対象領域を、選択領域として決定する選択領域決定手段と、
　前記判別手段により判別された前記１種類以上の対象領域に基づいて、前記画像を撮像
する際の前記撮像手段の撮影環境を含む撮影状況を判定する判定手段と、
　をさらに備え、
　前記画質処理決定手段は、前記選択領域決定手段により決定された前記選択領域、及び
、前記判定手段により判定された前記撮影状況に基づいて、前記取得手段により取得され
た前記画像のデータに対して施される前記画質処理を決定する、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ユーザの所望する画質を簡単に設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の画像処理装置の一実施形態としての撮像装置１のハードウェアの構成を
示すブロック図である。
【図２】図１の撮像装置の機能的構成のうち、撮影処理を実行するための機能的構成を示
すブロック図である。
【図３】図１の撮像装置のＲＯＭに記憶されている参照テーブルの構造例を示している。
【図４】図１の撮像装置が実行する撮影処理の流れを説明するフローチャートである。
【図５】図４の撮影処理の開始時に表示されるライブビュー画像の一例である。
【図６】撮影環境が「人物＋逆光等」である場合の図４の撮影処理中に表示されるライブ
ビュー画像の一例である。
【図７】撮影環境が「人物＋逆光等」である場合の図４の撮影処理中に表示されるライブ
ビュー画像の一例である。
【図８】撮影環境が「人物＋逆光等」である場合の図４の撮影処理中に表示されるライブ
ビュー画像の一例である。
【図９】撮影環境が「夜景＋人物」である場合の図４の撮影処理中に表示されるライブビ
ュー画像の一例である。
【図１０】撮影環境が「人物」である場合の図４の撮影処理中に表示されるライブビュー
画像の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の画像処理装置の一実施形態としての撮像装置１のハードウェアの構成
を示すブロック図である。
　撮像装置１は、例えばデジタルカメラとして構成される。
【００１２】
　撮像装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１と、
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３と、画像処理部１４と、バス１５と、入出力インターフェース
１６と、撮像部１７と、入力部１８と、出力部１９と、記憶部２０と、角速度センサ２１
と、通信部２２と、ドライブ２３と、を備えている。
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【００１３】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２に記録されているプログラム、又は、記憶部２０からＲＡＭ
１３にロードされたプログラムにしたがって各種の処理を実行する。
【００１４】
　ＲＡＭ１３には、ＣＰＵ１１が各種の処理を実行する上において必要なデータ等も適宜
記憶される。
【００１５】
　画像処理部１４は、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）や
、ＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成され
ており、ＣＰＵ１１と協働して、画像のデータに対して各種画像処理を施す。
　例えば、画像処理部１４は、撮像部１７から出力される画像のデータに対して、後述の
図２の画質処理情報設定部４９により設定される画質処理情報に基づいてノイズ低減、ホ
ワイトバランスの調整、手ぶれ補正等の各種画像処理を施す。
【００１６】
　ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３及び画像処理部１４は、バス１５を介して相互に
接続されている。このバス１５にはまた、入出力インターフェース１６も接続されている
。入出力インターフェース１６には、撮像部１７、入力部１８、出力部１９、記憶部２０
、角速度センサ２１、通信部２２及びドライブ２３が接続されている。
【００１７】
　撮像部１７は、図示はしないがフォーカスレンズやズームレンズを含む光学レンズ部と
、イメージセンサと、を備えている。
【００１８】
　光学レンズ部は、被写体を撮影するために、フォーカスレンズやズームレンズ等の各種
レンズで構成される。
　フォーカスレンズは、イメージセンサの受光面に被写体像を結像させるレンズである。
ズームレンズは、焦点距離を一定の範囲で自在に変化させるレンズである。
　光学レンズ部にはまた、必要に応じて、焦点、露出、ホワイトバランス等の設定パラメ
ータを調整する周辺回路が設けられる。
【００１９】
　イメージセンサは、光電変換素子や、ＡＦＥ（Ａｎａｌｏｇ　Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ）等
から構成される。
　光電変換素子は、例えばＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉ
ｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型の光電変換素子等から構成される。光電変換素子
には、光学レンズ部から被写体像が入射される。そこで、光電変換素子は、被写体像を光
電変換（撮像）して画像信号を一定時間蓄積し、蓄積した画像信号をアナログ信号として
ＡＦＥに順次供給する。
　ＡＦＥは、このアナログの画像信号に対して、Ａ／Ｄ（Ａｎａｌｏｇ／Ｄｉｇｉｔａｌ
）変換処理等の各種信号処理を実行する。各種信号処理によって、ディジタル信号が生成
され、撮像部１７の出力信号として出力される。
　このような撮像部１７の出力信号を、以下、「撮像画像のデータ」と呼ぶ。撮像画像の
データは、ＣＰＵ１１に適宜供給される。
【００２０】
　このような撮像部１７の動作は、ＣＰＵ１１によって、詳細には、後述の図２を参照し
て説明する撮像制御部５１によって制御される。例えば、撮像制御部５１は、撮像部１７
の各種撮像条件を設定する。例えば撮像制御部５１は、撮像条件の１つとしてズーム倍率
を設定し、設定したズーム倍率になるように、図示せぬレンズ駆動部を制御してズームレ
ンズを駆動する。
【００２１】
　入力部１８は、電源ボタン、シャッタボタン等、各種ボタン及びタッチパネルで構成さ
れ、ユーザの指示操作に応じて各種情報を入力する。
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【００２２】
　タッチパネルの構造と方式については、特に限定されないが、抵抗膜方式や静電容量方
式のタッチパネルが採用される。
　抵抗膜方式のタッチパネルは、出力部１９のディスプレイの表示画面上において、ＰＥ
Ｔ（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）のような柔らかい表面膜
と、その奥にある液晶ガラス膜が並行に重ねられて形成される。双方の膜は、それぞれ透
明な導電膜が貼り込まれており、透明なスペーサを介してそれぞれ電気的に絶縁されてい
る。表面膜とガラス膜とはそれぞれ導体が通っており、表示画面に対して指或いはスタイ
ラスペンのような突起物を接触させる操作（以下、「画面タッチ操作」と呼ぶ）をユーザ
が行うと、突起物による応力により表面膜が湾曲し、表面膜とガラス膜が部分的に導通状
態となる。この時、突起物の接触位置に応じて電気抵抗値や電位が変化する。ＣＰＵ１１
は、このような電気抵抗値や電位の変化に基づいて当該突起物の接触位置の座標を検出す
る。
【００２３】
　出力部１９は、ディスプレイやスピーカ等で構成され、画像や音声を出力する。
　記憶部２０は、ハードディスク或いはＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等で構成され、各種画像のデータを記憶する。
【００２４】
　角速度センサ２１は、撮像装置１の動きを、物理的かつ直接的に検出し、角速度を示す
動き検出信号（ブレ信号）をＣＰＵ１１に対して、詳細には後述の図２の撮像制御部５１
に対して出力する。
　撮像制御部５１は、例えばブレ信号を解析することにより、撮像装置１が三脚（図示せ
ず）を取り付けて撮影されているという付帯条件を満たすか否かを判定することができる
。
　「付帯条件」とは、撮影条件又は画像処理の条件に直接的に分類されない条件であるが
、撮像部１７の撮像動作や画像処理部１４の画像処理の結果に対して、何らかの影響を及
ぼす条件であれば足りる。付帯条件は、任意の数の任意の種類の条件から構成される。即
ち、撮像装置１が三脚（図示せず）を取り付けて撮影されていないという条件（以下、「
三脚なし」と呼ぶ）は、付帯条件の例示にしか過ぎない。
　具体的には、撮像制御部５１は、解析した結果、受信したブレ信号が所定の閾値よりも
小さいと判定したときには、撮像装置１が三脚に取り付けられていると判定する。他方、
撮像制御部５１は、受信したブレ信号が所定の閾値よりも大きいと判定したときには、撮
像装置１が三脚に取り付けられておらず、手で持って撮影されていると判定する。
　なお、撮像制御部５１は、角速度センサ２１で検出されるブレ信号に応じて補正量を算
出し、撮像部１７に設けられたアクチュエータによってイメージセンサを駆動させてもよ
い。この場合、アクチュエータは、撮像制御部５１からの補正量に応じてイメージセンサ
を光学レンズ部の光軸と直交する方向に駆動する。
【００２５】
　通信部２２は、インターネットを含むネットワークを介して他の装置（図示せず）との
間で行う通信を制御する。
　ドライブ２３には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリ
等よりなる、リムーバブルメディア３１が適宜装着される。ドライブ２３によってリムー
バブルメディア３１から読み出されたプログラムは、必要に応じて記憶部２０にインスト
ールされる。また、リムーバブルメディア３１は、記憶部２０に記憶されている画像のデ
ータ等の各種データも、記憶部２０と同様に記憶することができる。
【００２６】
　図２は、このような撮像装置１の機能的構成のうち、撮影処理を実行するための機能的
構成を示すブロック図である。
【００２７】
　ここでいう「撮影処理」とは、一般的な撮影処理を指すのではなく、次のような一連の
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処理をいう。即ち、撮像装置１は、撮影状況と、ユーザの画面タッチ操作とに基づいて、
画質処理の設定に関する情報（以下、「画質処理情報」と呼ぶ）の中から、１以上の表示
対象を決定し、当該１以上の表示対象を出力部１９のディスプレイから表示させる。
　ここで、画質処理とは、画像を撮像して記録するまでの間に実行される撮像装置１の処
理のうち、当該画像の画質に影響を及ぼす処理をいう。ここでは、画像を撮像する前又は
途中に撮像部１７に対して実行される制御処理と、撮像部１７から出力された撮像画像の
データ対して施す画像処理とが、画質処理の一例として採用されている。
　ユーザは、このようにして表示された１以上の画質処理情報のうち、設定を所望する画
質処理情報（それが表示されている画面内の領域）に対して画面タッチ操作を行う。
　すると、撮像装置１は、画面タッチ操作が行われた画質処理情報を設定情報として設定
する。そして、撮像装置１は、設定された設定情報に基づいて画質処理を実行する。
【００２８】
　ＣＰＵ１１においては、撮影処理の実行が制御される場合、画像取得部４１と、領域種
別判別部４２と、入力操作受付部４３と、選択領域決定部４４と、撮影状況判定部４５と
、画質処理決定部４６と、画質処理情報提示部４７と、表示制御部４８と、画質処理情報
設定部４９と、が機能する。
　また、ＣＰＵ１１においては、撮像部１７を制御するために、撮像制御部５１が機能す
る。
【００２９】
　画像取得部４１は、撮像部１７から出力された撮像画像のデータを、ライブビュー画像
のデータとして取得する。
　即ち、ＣＰＵ１１等は、撮影処理の実行中やその前後に、ライブビュー撮像処理及びラ
イブビュー表示処理を実行することで、ライブビュー画像を出力部１９のディスプレイに
表示させる。
　具体的には、ＣＰＵ１１等は、例えば動作モードが撮像動作のモードに切り替えられる
と、撮像部１７による撮像動作を継続させる。そして、ＣＰＵ１１等は、撮像部１７によ
る撮像動作が継続されている間、当該撮像部１７から順次出力される撮像画像のデータを
、メモリ（本実施形態では記憶部２０）に一時的に記憶させる。このような一連の制御処
理が、ここでいう「ライブビュー撮像処理」である。
　また、ＣＰＵ１１等は、ライブビュー撮像処理の最中にメモリ（本実施形態では記憶部
２０）に一時的に記録された各撮像画像のデータを順次読み出して、当該撮像画像を出力
部１９に順次表示させる。このような一連の制御処理が、ここでいう「ライブビュー表示
処理」である。また、ライブビュー表示処理により出力部１９に表示されている撮像画像
が、ここでいう「ライブビュー画像」である。
　即ち、画像取得部４１は、ライブビュー表示処理のうち、メモリに一時的に記憶された
ライブビュー画像のデータを取得して、領域種別判別部４２及び表示制御部４８に供給す
る処理まで実行する。後述の表示制御部４８は、当該ライブビュー画像を出力部１９から
表示出力する処理まで実行する。
【００３０】
　領域種別判別部４２は、画像取得部４１によって供給されたライブビュー画像のデータ
について、１種類以上の対象領域を判別する。
　「対象領域」とは、ライブビュー画像内において、特徴的な対象を示す領域をいう。こ
こで、対象とは、一般的に前景となるオブジェクトのみならず、「太陽光」や「青空」と
いった背景となるもの等、他の被写体（オブジェクト）と対比可能なものをいう。本実施
形態では、対象領域の種類としては、「風景」、「青空」、「緑」、「夕日」、「人物」
、「夜景」、「逆光」、「マクロ」、「アクション」等の各種領域が採用されている。
　具体的には、領域種別判別部４２は、ライブビュー画像のデータのうち色情報等を用い
て、コントラスト変化を算出し、その算出結果に基づいて、当該ライブビュー画像に含ま
れる「人物」や「緑」等を示す領域を対象領域として判別する。
　なお、対象領域の判別手法は、特にこれに限定されない。背景画像のエッジの画素値を



(8) JP 5136669 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

利用して輪郭線を検出し、輪郭線内の領域を対象領域として判別する、といった手法を採
用してもよい。
　領域種別判別部４２は、ライブビュー画像のデータと共に、当該ライブビュー画像内か
ら判別した対象領域を特定可能な情報、例えば対象領域の位置座標を含む情報を選択領域
決定部４４に供給する。
【００３１】
　入力操作受付部４３は、ユーザの入力部１８に対する操作として、画像取得部４１によ
り取得されたライブビュー画像のデータに対し、所定の範囲の選択操作を受け付ける。
　具体的には、ユーザは、出力部１９の表示画面全体に表示されたライブビュー画像の中
から、画質調整を行いたいと所望する所定範囲（入力部１８のタッチパネル）に対して画
面タッチ操作をすることで、当該所定範囲を選択することができる。
　入力操作受付部４３は、当該画面タッチ操作を受け付け、当該画面タッチ操作により選
択された所定の範囲を認識し、その認識結果を選択領域決定部４４に供給する。
　なお、入力操作受付部４３は、画面タッチ操作により所定の範囲を認識しているが、こ
れに限られるものではなく、その他例えば、入力部１８の選択範囲設定ボタン（図示せず
）からの操作に基づき、所定の範囲を認識するようにしてもよい。
【００３２】
　選択領域決定部４４は、入力操作受付部４３により認識された所定の範囲に基づいて、
領域種別判別部４２により判別された１以上の対象領域の中から、画質処理の処理対象と
してユーザにより選択された領域（以下、「選択領域」と呼ぶ）を決定する。
　具体的には、選択領域決定部４４は、領域種別判別部４２により判別された１以上対象
領域の中から、入力操作受付部４３により認識された所定の範囲を含む領域を、選択領域
として決定する。
　選択領域決定部４４は、決定した選択領域を特定可能な情報を、画質処理決定部４６に
供給する。
【００３３】
　撮影状況判定部４５は、付帯条件及び撮影環境に関する状況（以下、「撮影状況」と呼
ぶ）を判定する。
　「付帯条件」としては、角速度センサ２１により検出されるブレ信号に基づいて判断さ
れる、上述した「三脚なし」の条件の他、撮像制御部５１により設定された撮像部１７の
ズーム倍率が一定以上に高いという条件（以下、「高ズーム時」と呼ぶ）を採用すること
ができる。
　「撮影環境」とは、撮像装置１の画角内に現時点で含まれる内容から特定される環境で
ある。より具体的には、領域種別判別部４２により判別された、ライブビュー画像に含ま
れる１以上の対象領域に基づいて特定される環境である。本実施形態では、「風景」、「
風景＋青空」、「風景＋緑」、「風景＋夕日」、「人物」、「風景＋人物」、「夜景」、
「夜景＋人物」、「人物＋逆光」、「マクロ」、「アクション」、及び「風景＋青空＋緑
＋人物＋アクション＋逆光」が撮影環境として採用されている。
　撮影状況判定部４５は、判定した撮影状況を示す情報を、画質処理決定部４６に供給す
る。
【００３４】
　画質処理決定部４６は、撮影状況判定部４５により判定された撮影状況、及び選択領域
決定部４４により決定された選択領域に基づいて、画像取得部４１により取得されたライ
ブビュー画像のデータに対して施されるべき画質処理の１以上の候補を決定する。
　具体的には、選択領域とは、上述したように、ライブビュー画像が表示されたディスプ
レイ（出力部１９）の画面全体に重畳されるタッチパネル（入力部１８）に対し、当該ラ
イブビュー画像のうち、画質処理を行いたいと所望する範囲として画面タッチ操作された
部位をいう。
　そこで、以下、選択領域を「タッチ部位」とも呼ぶならば、画質処理決定部４６は、ユ
ーザによる画面タッチ操作により特定されたタッチ部位、並びに、撮影状況判定部４５に



(9) JP 5136669 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

より判定された撮影環境及び付帯条件に基づいて、画質処理を決定する。さらに、画質処
理決定部４６は、決定した画質処理に関する情報（以下、「画質処理情報」と呼ぶ）を画
質処理情報提示部４７に提供する。
【００３５】
　より具体的には、画質処理決定部４６は、ＲＯＭ１２に記録された参照テーブルに基づ
いて、画質処理情報を決定して、画質処理情報提示部４７に供給する。そこで、以下この
参照テーブルについて説明する。
【００３６】
　図３は、図１の撮像装置のＲＯＭ１２に記憶されている参照テーブルの構造例を示して
いる。
　参照テーブルとは、「撮影環境」、「タッチ部位」及び「付帯条件」の組み合わせ（以
下、「条件組み合わせ」と呼ぶ）と、「メニュー」、「実際の処理」及び「デフォルト」
の組み合わせとの関係を示すテーブルである。したがって、参照テーブルの構造は、この
ような関係を示すものであれば足り、特に限定されないが、本実施形態では図３に示すよ
うに行列構造となっている。
　図３の参照テーブルの所定行には、「撮影環境」、「タッチ部位」及び「付帯条件」で
特定される所定の１つの条件組み合わせが対応付けられている。そして、当該所定行には
、当該条件組み合わせに対して適用される、「メニュー」、「実際の処理」、及び「デフ
ォルト」が格納される。
【００３７】
　具体的には、所定行に格納される「メニュー」とは、当該所定行に対応付けられた条件
組み合わせに対して適用される、画質処理情報の内容を示す情報である。この「メニュー
」が、後述の画質処理情報提示部４７によって提示される画質処理情報の内容である。
　所定行に格納される「実際の処理」とは、当該所定行に対応付けられた条件組み合わせ
に対して適用される、画質処理の内容を示す情報をいう。即ち、この「実際の処理」が、
画像処理部１４により実際行われる後述の画像処理、及び撮像制御部５１により実際行わ
れる撮像処理のそれぞれの内容を示す。
　所定行に格納される「デフォルト」とは、当該所定行に対応付けられた条件組み合わせ
に対して適用される、当該所定行の「実際の処理」に格納された各画質処理の各々につい
て、実行の許可／禁止の状態のデフォルト（初期設定）を示す。ここで、所定の画像処理
の実行の許可は「ＯＮ」により示され、当該所定の画像処理の実行の禁止は「ＯＦＦ」に
より示される。即ち、デフォルトでＯＮが設定されている画像処理は、ユーザが当該設定
を「ＯＦＦ」に変更しない限り、実行されることになる。一方、デフォルトでＯＦＦが設
定されている画像処理は、ユーザが当該設定を「ＯＮ」に変更しない限り、実行されない
（実効が禁止される）ことになる。
【００３８】
　ここで注目すべき点は、図３に示すように、同じ「タッチ部位」が選択されたとしても
、「撮影環境」や「付帯条件」に応じて、「メニュー（画質処理情報）」が異なる点であ
る。
　例えば、「タッチ部位」として「顔」が選択された場合であっても、「撮影環境」が「
人物」である場合と、「撮影条件」が「人物＋夜景」である場合とでは、「メニュー（画
質処理情報）」が異なる。
　具体的には、「撮影条件」が「人物」であって、「タッチ部位」が「顔」である場合に
は、「人物の顔をきれいに撮る」、「目をつぶっていない笑顔の瞬間をとらえる」、「Ｉ
ＳＯ感度を上げて手ブレを防ぐ」という「メニュー（画質処理情報）」が決定される。
　これに対して、「撮影環境」が「人物＋夜景」であって、「タッチ部位」が「顔」であ
る場合には、「フラッシュを発光して明るく写す」、「人物の顔をきれいに撮る」、「人
物の顔のテカリを抑える」という「メニュー（画質処理情報）」が決定される。
【００３９】
　また、「実際の処理」になり得る画質処理の種類は、図３に開示された例に特に限定さ



(10) JP 5136669 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

れない。
　但し本実施形態では、「実際の処理」となり得る画質処理としては、次の（１）乃至（
１０）の種類が採用される。なお、１の条件組み合わせに対して、「実際の処理」として
対応付けられる画質処理の個数及び種類は特に限定されず、次の（１）乃至（１０）の種
類のうち、任意の数の任意の種類の組み合わせが対応付けられ得る。
　（１）インテリジェントＡＦ（フォーカスポイントの可変制御）
　（２）人物メイクアップ
　（３）風景メイクアップ（部分的彩度調整）
　（４）全体彩度調整
　（５）ホワイトバランス
　（６）インテリジェントカラー（部分的色相調整）
　（７）適応型ノイズリダクション
　（８）適応型ＩＳＯ感度制御～シャッター速度制御
　（９）適応型シャープネス
　（１０）ライティング（適応型ガンマカーブ調整）
【００４０】
　画質処理情報提示部４７は、画質処理決定部４６により決定された画質処理情報をユー
ザに提示する制御を実行する。
　ここで、提示の形態は、特に限定されず、例えば所定の音声により提示する形態を採用
してもよいが、本実施形態では、画質処理情報を示すメニューを含む画像を出力部１９の
ディスプレイに表示する形態が採用される。
　具体的には、画質処理情報提示部４７は、図３の適応テーブルを参照して、「撮影環境
」、「タッチ部位」及び「付帯条件」の条件組み合わせに対応する「メニュー（画質処理
情報）」を読み出し、画質処理情報設定部４９及び表示制御部４８に供給する。
【００４１】
　表示制御部４８は、画質処理情報提示部４７により提示されたメニュー（画質処理情報
）を示す画像のデータを、撮像部１７から供給されたライブビュー画像のデータに重畳し
、その結果得られるデータにより表現される画像（以下、「画質処理情報重畳画像」と呼
ぶ）を、出力部１９のディスプレイに表示させる制御を実行する。
　なお、画質処理情報重畳画像のデータは、通信部２２によって、図示せぬ外部機器に出
力させることもできる。これにより、外部機器、例えば、テレビジョン受像機、パーソナ
ルコンピュータ、プロジェクタ等でも、画質処理情報重畳画像の表示が可能になる。
【００４２】
　画質処理情報設定部４９は、画質処理情報提示部４７により提示された複数の画質処理
情報（メニュー）の中から、選択された画質処理情報を現在の設定情報として設定する。
　画質処理情報設定部４９は、設定した画質処理情報を撮像制御部５１及び画像処理部１
４に供給する。なお、画質処理情報の設定の詳細については、後述の図５乃至図１０を参
照して説明する。
【００４３】
　撮像制御部５１は、画質処理情報設定部４９により設定された画質処理情報に基づき、
撮像部１７の撮像動作の制御を実行する。
【００４４】
　画像処理部１４は、画質処理情報設定部４９により設定された画質処理情報に基づき、
画像処理を行う。具体的には、画像処理部１４は、画質処理情報設定部４９により画質処
理情報の設定が行われると、その指示の時点のライブビュー画像として表示されている撮
像画像のデータを記憶部２０から取得する。そして、画像処理部１４は、当該撮像画像（
ライブビュー画像）のデータから、設定された画質処理情報に基づいて画質処理後の画像
のデータを生成して、リムーバブルメディア３１に記憶させる。
【００４５】
　次に、図４を参照して、このような図２の機能的構成を有する撮像装置１が実行する処
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理のうち、撮影処理について説明する。
　図４は、図２の機能的構成を有する図１の撮像装置１が実行する撮影処理の流れを説明
するフローチャートである。
【００４６】
　撮影処理は、ユーザの入力部１８に対する所定操作により、撮像装置１の動作モードが
撮影モードに切り替えられたことを契機として開始される。その後、所定の単位時間毎に
繰り返し実行される。即ち、所定の単位時間毎に、次のような処理が繰り返し実行される
。
【００４７】
　ステップＳ１１において、表示制御部４８は、ライブビュー表示処理を開始する。これ
により、ライブビュー画像が出力部１９のディスプレイに表示される。
　なお、本実施形態では、ステップＳ１１の処理でライブビュー表示処理が開始されると
、それ以降撮影処理が終了されるまでの間、ライブビュー画像が出力部１９のディスプレ
イに表示され続けるものとする。また、領域種別判別部４２は、ライブビュー画像表示処
理が開始されると、画像取得部４１により取得されたライブビュー画像のデータの中の対
象領域の種別の判別を、フレーム単位で繰り返し実行し続ける。
【００４８】
　ステップＳ１２において、撮影状況判定部４５は、現在の撮影状況を判定する。
　即ち、撮影状況判定部４５は、領域種別判別部４２により判定された１種類以上の対象
領域に基づいて、撮影状況のうち撮影環境を判定すると共に、角速度センサ２１からのブ
レ信号や、撮像部１７のズーム倍率に基づいて、撮影状況のうち付帯条件を判定する。
【００４９】
　ステップＳ１３において、撮像制御部５１は、入力部１８のシャッタボタンが押下され
たか否かを判定する。
　シャッタボタンが押下されていない場合、ステップＳ１３においてＮＯであると判定さ
れて、処理はステップＳ１４に進む。
【００５０】
　ステップＳ１４において、入力操作受付部４３は、画面タッチ操作が行われたか否かを
判定する。
　画面タッチ操作が行われていない場合には、ステップＳ１４においてＮＯであると判定
され、処理はステップＳ１２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、シャッタ
ボタンが操作されず、かつ、画面タッチ操作が行われないと、ステップＳ１１乃至Ｓ１４
のループ処理が繰り返し実行されて、撮影処理は待機状態となる。
【００５１】
　その後、画面タッチ操作が行われた場合には、ステップＳ１４においてＹＥＳであると
判定されて、画面タッチ操作が行われた所定範囲が入力操作受付部４３によって認識され
て、処理はステップＳ１５に進む。
　ステップＳ１５において、選択領域決定部４４は、領域種別判別部４２によってライブ
ビュー画像の中から判別された１種類以上の対象領域のうち、ステップＳ１４の処理で画
面タッチ操作された所定範囲を含む対象領域を、選択領域として決定する。
【００５２】
　ステップＳ１６において、画質処理決定部４６は、ステップＳ１２の処理で判定された
撮影状況と、ステップＳ１５の処理で決定された選択領域とに基づいて、図３の参照テー
ブルを参照して画質処理情報（メニュー）を決定する。
【００５３】
　ステップＳ１７において、表示制御部４８は、画質処理情報提示部４７の制御の下、ス
テップＳ１６の処理で決定された画質処理情報（メニュー）を出力部１９のディスプレイ
に表示する。具体的には、表示制御部４８は、当該画質処理情報（メニュー）ライブビュ
ー画像に重畳して、即ち画質処理情報重畳画像として出力部１９のディスプレイに表示さ
せる。
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【００５４】
　ステップＳ１８において、入力操作受付部４３は、画面タッチ操作が行われたか否かを
判定する。
　ここで、このステップＳ１８の処理で判定される画面タッチ操作は、ステップＳ１４の
処理で判定される画面タッチ操作とは意味づけが異なる。
　即ち、詳細については図６以降の図面を参照して後述するが、ステップＳ１７の処理で
表示された画質処理情報（メニュー）とは、１以上の画質処理情報が各項目に分類されて
表示され、各項目毎に、対応する画質処理情報が表わす画質処理の実行有無が「ＯＮ」／
又は「ＯＦＦ」として表示されることを意味する。ただし、ステップＳ１７の処理で画質
処理情報（メニュー）が表示された段階では、各項目毎の画質処理の実行有無の設定が確
定されているわけではない。
　そこで、ユーザは、表示されている画質処理情報（メニュー）のうち、設定の変更を所
望する画質処理情報の項目に対して画面タッチ操作を行うことで、当該画質処理情報によ
り表わされる画質処理の実行有無の設定を変更することができる。
　一方、ユーザは、表示されている画質処理情報（メニュー）のままで、各項目に対応す
る画質処理の実行有無の設定が問題ないと判断した場合、当該画質処理情報（メニュー）
以外の領域に対して画面タッチ操作を行うことで、現状の設定を維持することができる。
この場合、画質処理情報（メニュー）の表示は消去される。なお、このように、当該画質
処理情報（メニュー）以外の領域に対して行われる画面タッチ操作を、以下、「キャンセ
ル操作」と呼ぶ。
　このため、ステップＳ１８においては、出力部１９のディスプレイの画面全体の何れか
の領域に対して、画面タッチ操作がなされていないか否かが判定される。
　入力操作受付部４３は、このような画面タッチ操作が行われていないと判定した場合（
ステップＳ１８：ＮＯ）には、処理をステップＳ１８に再び戻す。即ち、画面タッチ操作
が行われるまで、ステップＳ１８の判定処理が繰り返し実行され、撮像処理が待機状態に
なる。
　その後、ユーザにより画質処理情報重畳画像の画質処理情報内の領域に画面タッチ操作
が行われた場合、ステップＳ１８においてＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ
１９に進む。
【００５５】
　ステップＳ１９において、入力操作受付部４３は、キャンセル操作がなされたか否かを
判定する。
　具体的には、画質処理情報重畳画像のうち、画質処理情報（メニュー）以外の領域に対
して画面タッチ操作がなされた場合には、キャンセル操作が行われたとして、ステップＳ
１９においてＹＥＳであると判定されて、画質処理情報（メニュー）の表示が消去された
後、処理はステップＳ１２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
　一方、画質処理情報重畳画像の画質処理情報（メニュー）内の何れかの領域に対して画
面タッチ操作がなされた場合には、ステップＳ１８においてＹＥＳであると判定された後
にステップＳ１９においてＮＯであると判定されて、処理はステップＳ２０に進む。
【００５６】
　ステップＳ２０において、画質処理情報設定部４９は、ステップＳ１８の処理で画面タ
ッチ操作がなされた画質処理情報について、その項目のＯＮ／ＯＦＦ（設定）を反転し現
在の画質処理情報として設定する。
　この処理が終了すると、画質処理情報（メニュー）の表示が消去された後、処理はステ
ップＳ１２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
【００５７】
　その後、シャッタボタンが操作された場合には、ステップＳ１３においてＹＥＳである
と判定されて、処理はステップＳ２１に進む。
　ステップＳ２１において、撮像制御部５１及び画像処理部１４は、撮像記録処理を行う
。
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　撮像記録処理とは、設定された画質処理情報に基づいて、当該画質処理情報に表わされ
る撮影条件で撮影動作を行い、その結果得られる撮像画像のデータに対して、当該画質処
理情報に表わされる条件で画像処理を施し、当該画像処理後の撮像画像のデータをメモリ
（図１のリムーバブルメディア３１等）に記録させるまでの一連の処理をいう。
　この処理が終了すると、撮像処理を終了する。
　なお、ユーザが画面タッチ操作を何も行わずに（図４のステップＳ１４：ＮＯ）、シャ
ッタボタンを操作した場合（図４のステップＳ１３：ＹＥＳ）には、撮像制御部５１及び
画像処理部１４は、図３の参照テーブルを参照して、デフォルトの状態でそれぞれ撮像記
録処理を実行する。
【００５８】
　さらに、以下、図５乃至図１０を参照して、撮影処理について具体的に説明する。
【００５９】
　図５は、撮影処理の開始時に出力部１９のディスプレイに表示されるライブビュー画像
の一例を示している。
　ユーザは、入力部１８（図１）を操作して、撮像装置１の動作モードを撮像モードに切
り替えることで、ステップＳ１１（図４）のライブビュー表示処理を撮像装置１に開始さ
せることができる。この時、領域種別判別部４２は、画像取得部４１から取得したライブ
ビュー画像のデータに基づき、当該ライブビュー画像に含まれる１種類以上の対象領域を
判別する。
　対象領域の判別は、ライブビュー画像を「明度」、「色相」、「彩度」等の観点に基づ
き、領域毎に判別される。これにより、領域種別判別部４２は、例えば、「人の顔」、「
人の肌」、「暗部」、「青空」、「緑」、「夕日」、「夜の暗さ」等の各種の対象領域を
判別することができる。図５の例では、対象領域１２１の種類は「緑」であると判別され
、対象領域１２２の種類は「青空」であると判別され、対象領域１２３の種類は「人の肌
」であるとそれぞれ判別される。
【００６０】
　図６～図８は、撮影環境が「人物＋逆光等」である場合の図４の撮影処理中における出
力部１９のディスプレイに表示される画像、即ち対象領域として「人物」と「逆光」を少
なくとも対象領域に含むライブビュー画像の一例を示している。
【００６１】
　図６（Ａ）に示すように、撮影状況判定部４５により、現在の撮影環境が判定されると
（図４のステップＳ１２）、判定された撮影環境を示す撮影環境情報欄１３０が出力部１
９のディスプレイの下段に表示される。本実施形態においては、撮影環境として、「人物
＋逆光＋青空＋緑＋太陽光」であると判定されたため、撮影環境情報欄１３０には、短縮
された撮影環境の情報である「人物＋逆光等」と表示されている。
【００６２】
　図６（Ｂ）に示すように、入力部１８のシャッタボタンの操作が行われずに（図４のス
テップＳ１３：ＮＯ）、ユーザの指１０１により「人の顔」を示す対象領域１２３に対し
画面タッチ操作が行われると、当該対象領域１２３が選択領域として決定される（図４の
ステップＳ１５）。そして、画質処理決定部４６は、図３の参照テーブルを参照して、撮
影状況と、判別された選択領域とに基づいて、画質処理情報（メニュー）を決定する。
【００６３】
　図６（Ｃ）に示すように、画質処理情報提示部４７は、決定された選択領域に対して決
定された画質処理情報（メニュー）１３２を出力部１９のディスプレイに表示する（図４
のステップＳ１７）。
　図６（Ｃ）の例では、選択領域として決定された「顔」が枠１３１により通知されると
共に、この選択領域に対応する画質処理情報（メニュー）１３２がディスプレイに表示さ
れている。
　即ち、本例の場合、図３の参照テーブルを参照して、撮影環境が「人物＋逆光＋青空＋
緑＋太陽光」であり、タッチ部位が「顔」であり、付帯条件がない場合により選択される
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画質処理情報（メニュー）１３２が表示される。即ち、画質処理情報（メニュー）１３２
として、「フラッシュを発光して逆光を補正する」、「フラッシュを発光しないで逆光を
補正する」、「人物の顔をきれいに撮る」、「目をつぶっていない笑顔の瞬間をとらえる
」といった項目（各々の画質処理情報）が表示される。
【００６４】
　図７（Ａ）に示すように、引き続き、入力部１８のシャッタボタンの操作が行われずに
（図４のステップＳ１３：ＮＯ）、ユーザの指１０１により「青空」を示す対象領域１２
２に対し画面タッチ操作が行われると、当該対象領域１２２が選択領域として決定される
（図４のステップＳ１５）。そして、画質処理決定部４６は、図３の参照テーブルを参照
して、撮影状況と、判別された選択領域とに基づいて、画質処理情報（メニュー）を決定
する。
【００６５】
　図７（Ｂ）に示すように、画質処理情報提示部４７は、決定された選択領域に対して決
定された画質処理情報（メニュー）１４２を出力部１９のディスプレイに表示する（図４
のステップＳ１７）。
　図７（Ｂ）の例では、本実施形態においては、選択領域として決定された青空が枠１４
１により通知されると共に、この選択領域に対応する画質処理情報（メニュー）１４２が
ディスプレイに表示されている。
　即ち、本例の場合、図３の参照テーブルを参照して、撮影環境が「人物＋逆光＋青空＋
緑＋太陽光」であり、タッチ部位が「青空」であり、付帯条件がない場合により選択され
る画質処理情報（メニュー）１４２が表示される。即ち、画質処理情報（メニュー）１４
２として、「青空を強調する」、「青空を濃い青に変える」、「木陰向きのホワイトバラ
ンスにする」といった項目（各々の画質処理情報）が表示される。
【００６６】
　図８（Ａ）に示すように、引き続き、入力部１８のシャッタボタンの操作が行われずに
（図４のステップＳ１３：ＮＯ）、ユーザの指１０１により「緑」を示す対象領域１２１
に対し画面タッチ操作が行われると、当該対象領域１２１が選択領域として決定される（
図４のステップＳ１５）。そして、画質処理決定部４６は、図３の参照テーブルを参照し
て、撮影状況と、判別された選択領域とに基づいて、画質処理情報（メニュー）を決定す
る。
【００６７】
　図８（Ｂ）に示すように、画質処理情報提示部４７は、決定された選択領域に対して決
定された画質処理情報（メニュー）１５２を出力部１９のディスプレイに表示する（図４
のステップＳ１７）。
　図８（Ｂ）の例では、選択領域として決定された「緑」が枠１５１により通知されると
共に、この選択領域に対応する画質処理情報（メニュー）１５２がディスプレイに表示さ
れている。
　即ち、本例の場合、図３の参照テーブルを参照して、撮影環境が「人物＋逆光＋青空＋
緑＋太陽光」であり、タッチ部位が「緑」であり、付帯条件がない場合により選択される
画質処理情報（メニュー）１５２が表示される。即ち、画質処理情報（メニュー）１５２
として、「緑を爽やかな色にする」、「緑を濃い緑色に変える」、「木陰向きのホワイト
バランスにする」といった項目が表示される。
【００６８】
　図９は、撮影環境が「夜景＋人物」である場合の図４の撮影処理中における出力部１９
のディスプレイに表示される画像、即ち対象領域として「夜景」と「人物」を対象領域に
含むライブビュー画像の一例を示している。
【００６９】
　図９（Ａ）に示すように、撮影状況判定部４５により、現在の撮影環境が判定されると
（図４のステップＳ１２）、判定された撮影環境を示す撮影環境情報欄１６０が出力部１
９のディスプレイの下段に表示される。本実施形態においては、撮影環境として、「夜景
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＋人物」であると判定されたため、撮影環境情報欄１６０には、撮影環境の情報である「
夜景＋人物」と表示されている。
【００７０】
　図９（Ｂ）に示すように、入力部１８のシャッタボタンの操作が行われずに（図４のス
テップＳ１３：ＮＯ）、人の顔を示す対象領域に対し画面タッチ操作が行われると、当該
対象領域が選択領域として決定される（図４のステップＳ１５）。そして、画質処理決定
部４６は、図３の参照テーブルを参照して、撮影状況と、判別された選択領域とに基づい
て、画質処理情報（メニュー）を決定する。
　そして、画質処理情報提示部４７は、決定された選択領域に対して決定された画質処理
情報（メニュー）１６２を出力部１９のディスプレイに表示する（図４のステップＳ１７
）。
　図９（Ｂ）の例では、選択領域として決定された顔が枠１６１により通知されると共に
、この選択領域に対応する画質処理情報（メニュー）１６２がディスプレイに表示されて
いる。
　即ち、本例の場合、図３の参照テーブルを参照して、撮影環境が「夜景＋人物」であり
、タッチ部位が「顔」であり、付帯条件がない場合により選択される画質処理情報（メニ
ュー）１６２が表示される。即ち、画質処理情報（メニュー）１６２として、「フラッシ
ュを発光して明るく写す」、「人物の顔をきれいに撮る」、「人物の顔のテカリを抑える
」といった項目（各々の画質処理情報）が表示される。
【００７１】
　また、図９（Ｃ）に示すように、入力部１８のシャッタボタンの操作が行われずに（図
４のステップＳ１３：ＮＯ）、顔以外背景を示す対象領域に対し画面タッチ操作が行われ
ると、当該対象領域が選択領域として決定される（図４のステップＳ１５）。そして、画
質処理決定部４６は、図３の参照テーブルを参照して、撮影状況と、判別された選択領域
とに基づいて、画質処理情報（メニュー）を決定する。
　そして、画質処理情報提示部４７は、決定された選択領域に対して決定された画質処理
情報（メニュー）１７２を出力部１９のディスプレイに表示する（図４のステップＳ１７
）。
　図９（Ｃ）の例では、選択領域として決定された顔以外背景が枠１７１により通知され
ると共に、この選択領域に対応する画質処理情報（メニュー）１７２がディスプレイに表
示されている。
　即ち、本例の場合、図３の参照テーブルを参照して、撮影環境が「夜景＋人物」であり
、タッチ部位が「顔以外背景」であり、付帯条件がない場合により選択される画質処理情
報（メニュー）１７２が表示される。即ち、画質処理情報（メニュー）１７２として、「
ＩＳＯ感度を上げて手ブレを防ぐ」、「シャッター速度を遅くして背景を明るく」、「ノ
イズリダクションを弱くかける」、「ノイズリダクションを強くかける」といった項目（
各々の画質処理情報）が表示される。
【００７２】
　図１０は、撮影環境が「人物」である場合の図４の撮影処理中における出力部１９のデ
ィスプレイに表示される画像、即ち対象領域として「人物」を対象領域に含むライブビュ
ー画像の一例を示している。
【００７３】
　図１０（Ａ）に示すように、撮影状況判定部４５により、現在の撮影環境が判定される
と（図４のステップＳ１２）、判定された撮影環境を示す撮影環境情報欄１８０が出力部
１９のディスプレイの下段に表示される。本実施形態においては、撮影環境として、「人
物」であると判定されたため、撮影環境情報欄１８０には、撮影環境の情報である「人物
」と表示されている。
【００７４】
　図１０（Ｂ）に示すように、入力部１８のシャッタボタンの操作が行われずに（図４の
ステップＳ１３：ＮＯ）、人の顔を示す対象領域に対し画面タッチ操作が行われると、当
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該対象領域が選択領域として決定される（図４のステップＳ１５）。そして、画質処理決
定部４６は、図３の参照テーブルを参照して、撮影状況と、判別された選択領域とに基づ
いて、画質処理情報（メニュー）を決定する。
　そして、画質処理情報提示部４７は、決定された選択領域に対して決定された画質処理
情報（メニュー）１８２を出力部１９のディスプレイに表示する（図４のステップＳ１７
）。
　図１０（Ｂ）の例では、選択領域として決定された顔が枠１８１により通知されると共
に、この選択領域に対応する画質処理情報（メニュー）１８２がディスプレイに表示され
ている。
　即ち、本例の場合、図３の参照テーブルを参照して、撮影環境が「人物」であり、タッ
チ部位が「顔」であり、付帯条件がない場合により選択される画質処理情報（メニュー）
１８２が表示される。即ち、画質処理情報（メニュー）１８２として、「人物の顔をきれ
いに撮る」、「目をつぶっていない笑顔の瞬間をとらえる」といった項目（各々の画質処
理情報）が表示される。
【００７５】
　また、図１０（Ｃ）に示すように、入力部１８のシャッタボタンの操作が行われずに（
図４のステップＳ１３：ＮＯ）、顔以外を示す対象領域に対し画面タッチ操作が行われる
と、当該対象領域が選択領域として決定される（図４のステップＳ１５）。そして、画質
処理決定部４６は、図３の参照テーブルを参照して、撮影状況と、判別された選択領域と
に基づいて、画質処理情報（メニュー）を決定する。
　この場合、画質処理情報提示部４７は、決定された選択領域に対応する枠１９１のみを
出力部１９のディスプレイに表示する（図４のステップＳ１７）。
　図１０（Ｃ）の例では、選択領域として決定された顔以外が枠１９１により通知される
が、この選択領域に対応する画質処理情報（メニュー）は、図３の参照テーブルには存在
しないため、画質処理情報（メニュー）は表示されない。
　このように、同じ撮影環境において画面タッチ操作を行ったとしても、タッチ部位によ
って異なる画質処理情報（メニュー）が表示される。
　また、人の顔を示す対象領域に対し画面タッチ操作を行ったとしても、図９の実施形態
と、図１０の実施形態とでは、異なる画質処理情報（メニュー）が表示される。即ち、画
質処理情報（メニュー）は、同じタッチ部位を選択した場合であっても、撮影環境に応じ
て異なる画質処理情報（メニュー）が表示される。
【００７６】
　以上説明したように、本実施形態の撮像装置１に適用される画像処理装置は、画像取得
部４１と、入力操作受付部４３と、画質処理決定部４６と、画質処理情報提示部４７と、
を備える。
　画像取得部４１は画像のデータを取得する。
　入力操作受付部４３は、画像取得部４１により取得された画像のデータに対して、所定
の範囲の選択操作を受け付ける。
　画質処理決定部４６は、入力操作受付部４３により受け付けられた所定の範囲に基づい
て画像取得部４１により取得される画像のデータに対して施される画質処理を決定する。
　画質処理情報提示部４７は、画質処理決定部４６により決定された画質処理に関する情
報を提示する。
　この場合、入力操作受付部４３により受け付けられたユーザの選択に基づき、画質処理
の情報（画質処理情報）を決定することができる。そして、決定された画質処理の情報（
画質処理情報）が提示される。したがって、ユーザは、予め一律に規定された画質処理に
とらわれずに、ユーザの広範な嗜好に応じた画質調整を行うことができる。
　また、画質処理の情報（画質処理情報）は、ユーザが画質を変更したいと所望する選択
した範囲に基づいて決定される。したがって、ユーザは、選択した範囲に対応する画質処
理の情報（画質処理情報）の中から気に入った画質処理を選択すれば足りるので、誰でも
簡単に自分の所望する画質調整を行うことができる。
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【００７７】
　また、本実施形態の撮像装置１に適用される画像表示装置の画像取得部４１は、撮像部
１７により取得された画像のデータを取得する。
　さらに、本実施形態の撮像装置１に適用される画像表示装置の画像取得部４１は、領域
種別判別部４２と、選択領域決定部４４と、撮影状況判定部４５と、を備える。
　領域種別判別部４２は、画像取得部４１により取得された画像のデータに基づいて、画
像に含まれる１種類以上の対象領域を判別する。
　選択領域決定部４４は、領域種別判別部４２により判別された１種類以上の対象領域の
うち、入力操作受付部４３により受け付けられた所定の範囲を含む対象領域を、選択領域
として決定する。
　撮影状況判定部４５は、領域種別判別部４２により判別された１種類以上の対象領域に
基づいて、画像を撮像する際の撮像部１７の撮影環境を含む撮影状況を判定する。
　そして、画質処理決定部４６は、選択領域決定部４４により決定された選択領域、及び
、撮影状況判定部４５により判定された撮影環境に基づいて、画像取得部４１により取得
された画像のデータに対して施される画質処理を決定する。
　この場合、画質処理の情報は、入力操作受付部４３により受け付けられたユーザの選択
に基づき決定された選択領域に加えて、さらに、撮影環境を含む撮影状況に基づいて決定
されるため、画質処理の情報の決定がより正確なものとなる。したがって、ユーザは、正
確に判断されて決定された画質処理の情報の中から気に入った画質処理を選択すれば足り
るので、誰でも簡単に自分の所望する画質調整を行うことができる。
【００７８】
　さらに、本実施形態の撮像装置１に適用される画像処理装置の撮影状況判定部４５は、
撮影環境に加えて、付帯条件を判定する。
　この場合、画質処理の情報は、撮影環境に加えて付帯条件を含む撮影状況に基づいて決
定されるため、画質処理の情報の決定がより正確なものとなる。したがって、ユーザは、
正確に判断されて決定された画質処理の情報の中から気に入った画質処理を選択すれば足
りるので、誰でも簡単に自分の所望する画質調整を行うことができる。
【００７９】
　さらに、本実施形態の撮像装置１に適用される画像処理装置の撮影状況判定部４５は、
撮影時に角速度センサ２１から送信されたブレ信号を含む撮影状況に応じて付帯条件を判
定する。
　この場合、付帯条件は、ブレ信号に基づいて判定されるため、画質処理の情報の決定が
より正確なものとなる。したがって、ユーザは、正確に判断されて決定された画質処理の
情報の中から気に入った画質処理を選択すれば足りるので、誰でも簡単に自分の所望する
画質調整を行うことができる。
【００８０】
　さらに、本実施形態の撮像装置１に適用される画像処理装置の撮影状況判定部４５は、
撮像部１７のズーム倍率に応じて付帯条件を判定する。
　この場合、付帯条件は、ズーム倍率に基づいて判定されるため、画質処理の情報の決定
がより正確なものとなる。したがって、ユーザは、正確に判断されて決定された画質処理
の情報の中から気に入った画質処理を選択すれば足りるので、誰でも簡単に自分の所望す
る画質調整を行うことができる。
【００８１】
　また、本実施形態の撮像装置１に適用される画像表示装置は、画質処理情報提示部４７
により提示された情報の中から、入力操作受付部４３により受け付けられた選択操作に基
づいて選択された情報を現在の情報として設定する画質処理情報設定部４９をさらに備え
る。この場合、入力操作受付部４３により受け付けられたユーザの選択に基づき、画質処
理の情報（画質処理情報）を設定することができる。そして、設定された画質処理の情報
（画質処理情報）に基づき、画質処理が行われる。したがって、ユーザは、予め一律に規
定された画質処理にとらわれずに、ユーザの広範な嗜好に応じた画質調整を行うことがで
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きる。
【００８２】
　なお、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成でき
る範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【００８３】
　上述の実施形態では、ズーム倍率に応じて付帯条件を判定しているがこれに限られない
。例えば、撮像部１７へ入射する光の量を調整するための絞りに基づき付帯条件を判定し
てもよい。
【００８４】
　また、本実施形態の画像処理装置は、撮像装置１に適用しているがこれに限られるもの
ではなく、画質処理を含む画像処理を行うことができる端末であれば、何れの端末にも適
用することができる。
【００８５】
　また、上述の実施形態では、本発明が適用される撮像装置１は、デジタルカメラを例と
して説明したが、特にこれに限定されない。
　例えば、本発明は、撮像機能を有する電子機器一般に適用することができる。具体的に
は、例えば、本発明は、ノート型のパーソナルコンピュータ、プリンタ、テレビジョン受
像機、ビデオカメラ、携帯型ナビゲーション装置、携帯電話機、ポータブルゲーム機等に
適用可能である。
【００８６】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフトウェア
により実行させることもできる。
　換言すると、図２の機能的構成は例示に過ぎず、特に限定されない。即ち、上述した一
連の処理を全体として実行できる機能が撮像装置１に備えられていれば足り、この機能を
実現するためにどのような機能ブロックを用いるのかは特に図２の例に限定されない。
　また、１つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単
体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。
【００８７】
　一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプ
ログラムが、コンピュータ等にネットワークや記録媒体からインストールされる。
　コンピュータは、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータであってもよい
。また、コンピュータは、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実
行することが可能なコンピュータ、例えば汎用のパーソナルコンピュータであってもよい
。
【００８８】
　このようなプログラムを含む記録媒体は、ユーザにプログラムを提供するために装置本
体とは別に配布される図１のリムーバブルメディア３１により構成されるだけでなく、装
置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体等で構成される。リムーバ
ブルメディア３１は、例えば、磁気ディスク（フロッピディスクを含む）、光ディスク、
又は光磁気ディスク等により構成される。光ディスクは、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍ
ｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）等により構成される。光磁気ディスクは、ＭＤ（Ｍｉｎ
ｉ－Ｄｉｓｋ）等により構成される。また、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに
提供される記録媒体は、例えば、プログラムが記録されている図１のＲＯＭ１２や、図１
の記憶部２０に含まれるハードディスク等で構成される。
【００８９】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、そ
の順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくと
も、並列的或いは個別に実行される処理をも含むものである。
　また、本明細書において、システムの用語は、複数の装置や複数の手段等より構成され
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る全体的な装置を意味するものとする。
【００９０】
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、これらの実施形態は、例示に
過ぎず、本発明の技術的範囲を限定するものではない。本発明はその他の様々な実施形態
を取ることが可能であり、さらに、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、省略や置換等種々
の変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、本明細書等に記載された発明
の範囲や要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【００９１】
　以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［付記１］
　画像のデータを取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された画像のデータに対して、所定の範囲の選択操作を受け付
ける受付手段と、
　前記受付手段により受け付けられた前記所定の範囲に基づいて、前記取得手段により取
得される画像のデータに対して施される画質処理を決定する画質処理決定手段と、
　前記画質処理決定手段により決定された画質処理に関する情報を提示する提示手段と、
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
［付記２］
　前記取得手段は、撮像手段により取得された画像のデータを取得し、
　前記取得手段により取得された前記画像のデータに基づいて、当該画像に含まれる１種
類以上の対象領域を判別する判別手段と、
　前記判別手段により判別された前記１種類以上の対象領域のうち、前記受付手段により
受け付けられた前記所定の範囲を含む対象領域を、選択領域として決定する選択領域決定
手段と、
　前記判別手段により判別された前記１種類以上の対象領域に基づいて、前記画像を撮像
する際の前記撮像手段の撮影環境を含む撮影状況を判定する判定手段と、
　をさらに備え、
　前記画質処理決定手段は、前記選択領域決定手段により決定された前記選択領域、及び
、前記判定手段により判定された前記撮影状況に基づいて、前記取得手段により取得され
た前記画像のデータに対して施される前記画質処理を決定する、
　ことを特徴とする付記１に記載の画像処理装置。
［付記３］
　前記判定手段は、前記撮影環境に加えて、付帯条件を判定する
　ことを特徴とする付記２に記載の画像処理装置。
［付記４］
　前記判定手段は、
　撮影時に角速度センサから送信されたブレ信号を含む撮影状況に応じて前記付帯条件を
判定する、
　ことを特徴とする付記３に記載の画像処理装置。
［付記５］
　前記判定手段は、
　前記撮像手段のズーム倍率に応じて前記付帯条件を判定する、
　ことを特徴とする付記３乃至４に記載の画像処理装置。
［付記６］
　前記提示手段により提示された情報の中から、前記受付手段により受け付けられた選択
操作に基づいて選択された情報を現在の情報として設定する画質処理情報設定手段をさら
に備える
　ことを特徴とする付記１乃至５に記載の画像処理装置。
［付記７］
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　画像を取得する画像処理装置が実行する画像処理方法において、
　画像のデータを取得する取得ステップと、
　前記取得ステップにおいて取得された画像のデータに対して、所定の範囲の選択操作を
受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにおいて受け付けられた前記所定の範囲に基づいて、前記取得ステッ
プにおいて取得される画像のデータに対して施される画質処理を決定する決定ステップと
、
　前記決定ステップにおいて決定された画質処理に関する情報を提示する提示ステップと
、
　を含むことを特徴とする画像処理方法。
［付記８］
　画像を取得する画像処理装置を制御するコンピュータに、
　画像のデータを取得する取得機能、
　前記取得機能により取得された画像のデータに対して、所定の範囲の選択操作を受け付
ける受付機能、
　前記受付機能により受け付けられた前記所定の範囲に基づいて、前記取得機能により取
得される画像のデータに対して施される画質処理を決定する決定機能、
　前記決定機能により決定された画質処理に関する情報を提示する提示機能、
　を実現させることを特徴とするプログラム。
【符号の説明】
【００９２】
　１・・・撮像装置、１１・・・ＣＰＵ、１２・・・ＲＯＭ、１３・・・ＲＡＭ、１４・
・・画像処理部、１５・・・バス、１６・・・入出力インターフェース、１７・・・撮像
部、１８・・・入力部、１９・・・出力部、２０・・・記憶部、２１・・・角速度センサ
、２２・・・通信部、２３・・・ドライブ、３１・・・リムーバブルメディア、４１・・
・画像取得部、４２・・・領域種別判別部、４３・・・入力操作受付部、４４・・・選択
領域決定部、４５・・・撮影状況判定部、４６・・・画質処理決定部、４７・・・画質処
理情報提示部、４８・・・表示制御部、４９・・・画質処理情報設定部、５１・・・撮像
制御部
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