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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズの焦点位置を変化させながら連続して撮影された複数枚の画像を取得する画像取
得手段と、
　前記画像取得手段により取得された複数枚の画像の各画素に対して鮮鋭度を算出する鮮
鋭度算出手段と、
　前記鮮鋭度算出手段により算出された複数枚の画像の同一位置の画素のうちの鮮鋭度が
最大となる画素が、前記複数枚の画像のいずれの画像に属するかを示す第１の参照値を、
前記画像の各画素毎に算出する第１の参照値算出手段と、
　前記第１の参照値算出手段により算出された前記画像の各画素毎の第１の参照値から第
２の参照値を算出する第２の参照値算出手段であって、ある画素の第１の参照値をその周
囲の画素の第１の参照値に基づいて空間平滑化して前記第２の参照値を算出する第２の参
照値算出手段と、
　前記画像取得手段により取得された複数枚の画像を前記第２の参照値算出手段により算
出された第２の参照値に基づいて画像処理し、画像の全ての部分に焦点の合った全焦点画
像を生成する、又は前記画像取得手段により取得された複数枚の画像のいずれか１枚を前
記第２の参照値算出手段により算出された第２の参照値に基づいて画像処理し、主要被写
体以外の部分をぼかしたぼけ強調画像を生成する画像処理手段と、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
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　前記第２の参照値算出手段は、前記第１の参照値算出手段により算出された前記画像の
各画素毎の第１の参照値を、各画素位置に対応して配置してなるマップを生成するマップ
生成手段を含み、前記マップ生成手段により生成されたマップを空間平滑化することによ
り第２の参照値を算出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】
　前記第１の参照値は、前記鮮鋭度が最大となる画素が前記複数枚の画像のいずれの画像
に属するかを示す第１の情報と、前記鮮鋭度の大きさを示す第２の情報とからなることを
特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記第１の参照値は、前記第１の情報を偏角とし、前記第２の情報を動径とする２次元
ベクトルで表されることを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記第２の参照値算出手段は、前記画像の各画素毎の２次元ベクトルで表された第１の
参照値をＸ成分とＹ成分とに分離し、前記Ｘ成分とＹ成分とをそれぞれ各画素位置に対応
して配置してなるＸ成分及びＹ成分のマップを生成するマップ生成手段を含み、前記マッ
プ生成手段により生成されたＸ成分及びＹ成分のマップをそれぞれ空間平滑化し、これら
の空間平滑後のＸ成分とＹ成分から偏角を求め、この偏角を前記第２の参照値とすること
を特徴とする請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記マップ生成手段は、前記第１の参照値を所定範囲で加重平均し、前記マップよりも
少ないサンプル数の低解像度のマップを生成することを特徴とする請求項２又は５に記載
の画像処理装置。
【請求項７】
　前記画像処理手段は、
　前記第２の参照値算出手段により算出された第２の参照値に基づいて、前記複数枚の画
像の同一位置の画素毎の加重平均係数を決定する手段と、
　前記決定された加重平均係数に基づいて前記複数枚の画像の同一位置の画素を加重平均
して全焦点画像を生成する手段と、
　を有することを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記画像処理手段は、
　前記第２の参照値算出手段により算出された第２の参照値に基づいて、前記複数枚の画
像のうちの基準画像の各画素毎のぼかしの程度を調整するぼかしフィルタのフィルタ係数
を決定する手段と、
　前記決定されたフィルタ係数をもつぼかしフィルタにより前記基準画像の対応する画素
に対してフィルタ処理をすることによりぼけ強調画像を生成する手段と、
　を有することを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載の画像処理装置と、
　被写体像を撮像する撮像素子と、前記撮像素子に被写体像を結像させる撮影光学系とで
構成された撮像手段と、
　前記複数枚の画像を前記撮像素子に結像させるように前記撮像手段を制御する制御手段
と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項１０】
　レンズの焦点位置を変化させながら連続して撮影された複数枚の画像を取得するステッ
プと、
　前記取得された複数枚の画像の各画素に対して鮮鋭度を算出するステップと、
　前記算出された複数枚の画像の同一位置の画素のうちの鮮鋭度が最大となる画素が、前
記複数枚の画像のいずれの画像に属するかを示す第１の参照値を、前記画像の各画素毎に
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算出するステップと、
　ある画素の第１の参照値をその周囲の画素の第１の参照値に基づいて空間平滑化するこ
とによって、前記各画素毎の第１の参照値から前記第２の参照値を算出するステップと、
　前記複数枚の画像を前記第２の参照値に基づいて画像処理し、画像の全ての部分に焦点
の合った全焦点画像を生成する、又は前記複数枚の画像のいずれか１枚を前記第２の参照
値に基づいて画像処理し、主要被写体以外の部分をぼかしたぼけ強調画像を生成する画像
処理ステップと、
　を含むことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の画像処理方法を演算装置に実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理装置、撮像装置、画像処理方法及びプログラムに係り、特にフォーカ
スブラケット撮影により全焦点画像又はぼけ強調画像を得ることができる画像処理装置、
撮像装置、画像処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　レンズのフォーカス位置を変化させながら連続して被写体像を撮影するフォーカスブラ
ケット撮影により取得された複数枚の画像（以下、フォーカスブラケット画像という）を
用いて全焦点画像を得る技術として、特許文献１には、フォーカスブラケット画像に対し
て、微分フィルタを用いて各画素毎にコントラスト判断し（図１７のＳＡ～ＳＡ２参照）
、所定コントラスト以上の画素が「対」になっている間の領域をコントラストの高い合焦
領域とし（図１７のＳＡ３～ＳＥ参照）、各画像から合焦領域の画素のみを合成してボケ
のない合成画像を生成する技術が開示されている。
【０００３】
　また、フォーカスブラケット画像を用いて、画像内のどの被写体も合焦している画像（
全焦点画像）を得るための全焦点処理や、主要被写体は合焦し、それ以外の被写体は実際
の被写界深度以上にぼけた画像（ぼけ強調画像）を得るためのぼけ強調処理を行う方法と
して、微分フィルタ等により各画像毎及び各画素毎に算出された鮮鋭度を用いてフォーカ
スブラケット画像のうちのどの画像により合焦しているかを各画素毎に判断し、この結果
に基づいて全焦点処理のための合成重み係数算出やぼけ強調処理のためのぼけ量算出を行
う方法が用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－３１１４１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された発明においては、所定コントラスト以上の画素
が「対」になっている間の領域を合焦領域としているため、安定性に欠けるという問題が
ある。すなわち、ノイズが入ること等により本来「対」となる信号が検出される画素以外
の画素で信号が検出される等の誤判断が生じると、コントラストの高い領域が合焦領域と
判断されないという問題がある。
【０００６】
　更に、特許文献１に記載された発明においては、合焦領域と非合焦領域の境目において
、画素値の変化が急峻であるため、階調のつながりが不連続となり、不自然な合成画像に
なってしまうという問題がある。
【０００７】
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　また、微分フィルタ等により各画像毎及び各画素毎に算出された鮮鋭度を用いてフォー
カスブラケット画像のうちのどの画像により合焦しているかを各画素毎に判断し、この結
果に基づいて全焦点処理のための合成重み係数算出やぼけ強調処理のためのぼけ量算出を
行う方法においては、単純に各画素毎の鮮鋭度から合焦判断結果を得ているため、合焦判
断結果が空間的に不連続な値になりやすく、かつ所望の結果が得られない場合が多いとい
う問題がある。
【０００８】
　図１８は、被写体のあるエッジに注目した場合、フォーカスブラケット画像のうちその
エッジに合焦している画像１及び合焦していない画像２の画素値の変化を示すグラフと、
画像１、画像２の各画素に対して［１，－２，１］の微分フィルタを適用し、その絶対値
を鮮鋭度として算出した結果と、その画素において鮮鋭度の大きい画像の番号を合焦と判
断される画像と判断した結果（距離画像）を示す。
【０００９】
　画像１は、エッジの変化点において画素値が急峻に変化するため、鮮鋭度が「８」とい
う高い数値となり、エッジの変化点以外では画素値に変化が無いため、鮮鋭度は「０」と
なる。それに対し、画像２はエッジの変化点近傍において画素値はなだらかに変化するた
め、画素の鮮鋭度は「１」となるが、エッジの変化点では画素値の変化率が一定であるた
め、鮮鋭度は「０」となる。
【００１０】
　確かに、エッジ変化点付近（前後１画素）では、画像１の鮮鋭度が画像２の鮮鋭度より
大きいため、画像１に合焦していると判断される。しかしながら、その周辺の領域では、
実際には画像１にピントがあっていると考えられるが、画像２の鮮鋭度が画像１の鮮鋭度
より大きくなっているため、実際とは逆に、画像２にピントが合っていると誤判断が生じ
やすいことがわかる。これは、画像１では、鮮鋭度の算出される画素が急峻なエッジの変
化点部分のみに限定されるのに対し、画像２では、ぼけたエッジが空間的に広がることに
より、鮮鋭度の算出される領域が広がってしまうためである。
【００１１】
　エッジ変化点の周辺の領域、すなわち画像１、画像２共に画素値が変化しない領域では
、共に鮮鋭度の値は「０」と等しくなる。しかしながら、撮像素子等のわずかなノイズに
より鮮鋭度が「０」以外となった場合には、鮮鋭度が「０」以外となった画像にピントが
あっていると誤判断される恐れがある。すなわち、ノイズの影響により、どちらの画像が
合焦と判断されるかが分からない状況となってしまう。
【００１２】
　以上のように、各画素の鮮鋭度を判断基準として合焦判断を行う場合には、空間的な処
理の不連続さや誤判断を引き起こしてしまうために、全焦点画像やぼけ強調画像は不自然
な画像となってしまう可能性が高いという問題がある。
【００１３】
　さらに、合焦の判断には、その画素において鮮鋭度の大きい画像の番号しか使用しない
ため、画像１のエッジ変化点付近（前後１画素）における「８」という大きな鮮鋭度の値
を反映することができない。
【００１４】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、コントラストの高い領域を安定して
合焦領域と判定し、階調のつながりが滑らかな合成画像を得ることができる画像処理装置
、撮像装置、距離画像生成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】
【００１５】
　前記目的を達成するために、請求項１に記載の画像処理装置は、レンズの焦点位置を変
化させながら連続して撮影された複数枚の画像を取得する画像取得手段と、前記画像取得
手段により取得された複数枚の画像の各画素に対して鮮鋭度を算出する鮮鋭度算出手段と
、前記鮮鋭度算出手段により算出された複数枚の画像の同一位置の画素のうちの鮮鋭度が



(5) JP 4524717 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

最大となる画像が、前記複数枚の画像のいずれの画像に属するかを示す第１の参照値を、
前記画像の各画素毎に算出する第１の参照値算出手段と、前記第１の参照値算出手段によ
り算出された前記画像の各画素毎の第１の参照値から第２の参照値を算出する第２の参照
値算出手段であって、ある画素の第１の参照値をその周囲の画素の第１の参照値に基づい
て空間平滑化して前記第２の参照値を算出する第２の参照値算出手段と、前記画像取得手
段により取得された複数枚の画像を前記第２の参照値算出手段により算出された第２の参
照値に基づいて画像処理し、画像の全ての部分に焦点の合った全焦点画像を生成する、又
は前記画像取得手段により取得された複数枚の画像のいずれか１枚を前記第２の参照値算
出手段により算出された第２の参照値に基づいて画像処理し、主要被写体以外の部分をぼ
かしたぼけ強調画像を生成する画像処理手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　請求項１に記載の画像処理装置によれば、レンズの焦点位置を変化させながら複数枚の
画像を取得し、取得した複数枚の画像の各画素に対して鮮鋭度を算出する。鮮鋭度が最大
となる画像が、複数枚の画像のいずれの画像に属するかを示す第１の参照値を各画素に算
出し、算出された第１の参照値をその周囲の画素の第１の参照値に基づいて空間平滑化し
て第２の参照値を算出し、算出された第２の参照値に基づいて、複数枚の画像のうちの少
なくとも１枚を画像処理する。これにより、合焦分布を示す第２の参照値のつながりを滑
らかにすることができる、すなわち階調方向の滑らかさや空間方向の滑らかさを得ること
ができる。また、第２の参照値に基づいて複数枚の画像を画像処理して全焦点画像を生成
するか、算出された第２の参照値に基づいて複数枚の画像のいずれか１枚を画像処理して
ぼけ強調画像を生成する。これにより、自然な全焦点画像又は自然なぼけ強調画像を得る
ことができる。ここで、「画像の全ての部分に焦点の合った全焦点画像」とは、取得した
複数枚の画像のうちの少なくとも１枚において焦点の合っている部分が合成された全焦点
画像という意味である。すなわち、取得した複数枚の画像の全てにおいて焦点が合ってい
ない部分について焦点を合わせることが必須なわけではない。言い換えると、画像内のあ
る部分Ａが、複数枚の画像全てにおいて焦点が合っていない場合には、全焦点画像の部分
Ａも焦点があっていないままである。
【００１７】
　請求項２に記載の画像処理装置は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記第２
の参照値算出手段は、前記第１の参照値算出手段により算出された前記画像の各画素毎の
第１の参照値を、各画素位置に対応して配置してなるマップを生成するマップ生成手段を
含み、前記マップ生成手段により生成されたマップを空間平滑化することにより第２の参
照値を算出することを特徴とする。
【００１８】
　請求項２に記載の画像処理装置によれば、画像の各画素毎の第１の参照値を各画素位置
に対応して配置することによりマップを生成し、生成されたマップを空間平滑化すること
により第２の参照値を算出する。これにより、第２の参照値の階調方向の滑らかさや空間
方向の滑らかさを得ることができる。
【００１９】
　請求項３に記載の画像処理装置は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記第１
の参照値は、前記鮮鋭度が最大となる画素が前記複数枚の画像のいずれの画像に属するか
を示す第１の情報と、前記鮮鋭度の大きさを示す第２の情報とからなることを特徴とする
ことを特徴とする。
【００２０】
　請求項３に記載の画像処理装置によれば、第１の参照値は、鮮鋭度が最大となる画素が
複数枚の画像のいずれの画像に属するかを示す第１の情報と、鮮鋭度の大きさを示す第２
の情報とで構成される。これにより、鮮鋭度の大きさを反映して合焦の判断をすることが
できる。
【００２１】
　請求項４に記載の画像処理装置は、請求項３に記載の画像処理装置において、前記第１
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の参照値は、前記第１の情報を偏角とし、前記第２の情報を動径とする２次元ベクトルで
表されることを特徴とする。
【００２２】
　請求項４に記載の画像処理装置によれば、鮮鋭度が最大となる画素が複数枚の画像のい
ずれの画像に属するかを示す第１の情報を偏角とし、鮮鋭度の大きさを示す第２の情報を
動径とする２次元ベクトルを第１の参照値とする。これにより、鮮鋭度の大きさを反映し
て合焦の判断をすることができる。
【００２３】
　請求項５に記載の画像処理装置は、請求項４に記載の画像処理装置において、前記第２
の参照値算出手段は、前記画像の各画素毎の２次元ベクトルで表された第１の参照値をＸ
成分とＹ成分とに分離し、前記Ｘ成分とＹ成分とをそれぞれ各画素位置に対応して配置し
てなるＸ成分及びＹ成分のマップを生成するマップ生成手段を含み、前記マップ生成手段
により生成されたＸ成分及びＹ成分のマップをそれぞれ空間平滑化し、これらの空間平滑
後のＸ成分とＹ成分から偏角を求め、この偏角を前記第２の参照値とすることを特徴とす
る。
【００２４】
　請求項５に記載の画像処理装置によれば、２次元ベクトルで表された第１の参照値をＸ
成分とＹ成分とに分離し、分離したＸ成分とＹ成分とをそれぞれ各画素位置に対応して配
置することによりＸ成分及びＹ成分のマップを生成する。Ｘ成分及びＹ成分のマップそれ
ぞれを平滑化した空間平滑後のＸ成分とＹ成分から２次元ベクトルの偏角を求め、この偏
角を第２の参照値とする。これにより、鮮鋭度が最大となる画素が複数枚の画像のいずれ
の画像に属するかを示す情報のみでなく、鮮鋭度の大きさを加味した空間平滑化を行うこ
とができる。したがって、より正確な合焦分布を求めることができる。
【００２５】
　請求項６に記載の画像処理装置は、請求項２又は５に記載の画像処理装置において、前
記マップ生成手段は、前記第１の参照値を所定範囲で加重平均し、前記マップよりも少な
いサンプル数の低解像度のマップを生成することを特徴とする。
【００２６】
　請求項６に記載の画像処理装置によれば、第１の参照値を所定範囲で加重平均すること
でサンプル数の少ない低解像度のマップを生成し、生成された低解像度のマップを空間平
滑化して第２の参照値を算出する。これにより、処理の高速化や省メモリ化を図ることが
できる。
【００２７】
　請求項７に記載の画像処理装置は、請求項１から６のいずれかに記載の画像処理装置に
おいて、前記画像処理手段は、前記第２の参照値算出手段により算出された第２の参照値
に基づいて、前記複数枚の画像の同一位置の画素毎の加重平均係数を決定する手段と、前
記決定された加重平均係数に基づいて前記複数枚の画像の同一位置の画素を加重平均して
全焦点画像を生成する手段と、を有することを特徴とする。
【００２８】
　請求項７に記載の画像処理装置によれば、第２の参照値に基づいて、複数枚の画像の同
一位置の画素毎の加重平均係数を決定し、決定された加重平均係数に基づいて複数枚の画
像を加重平均して全焦点画像を生成する。これにより、より正確で滑らかな全焦点画像を
生成することができる。
【００２９】
　請求項８に記載の画像処理装置は、請求項１から７のいずれかに記載の画像処理装置に
おいて、前記画像処理手段は、前記第２の参照値算出手段により算出された第２の参照値
に基づいて、前記複数枚の画像のうちの基準画像の各画素毎のぼかしの程度を調整するぼ
かしフィルタのフィルタ係数を決定する手段と、前記決定されたフィルタ係数をもつぼか
しフィルタにより前記基準画像の対応する画素に対してフィルタ処理をすることによりぼ
け強調画像を生成する手段と、を有することを特徴とする。
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【００３０】
　請求項８に記載の画像処理装置によれば、第２の参照値に基づいて、複数枚の画像のう
ちの基準画像の各画素毎のぼかしの程度を調整するフィルタ係数を決定し、決定されたフ
ィルタ係数をもつぼかしフィルタにより基準画像の対応する画素に対してフィルタ処理を
することにより、ぼけ強調画像を生成する。これにより、主要被写体だけに合焦し、その
他の領域は適切なぼかし量でぼかされたぼけ強調画像を得ることができる。
【００３５】
　請求項９に記載の撮像装置は、請求項１から８のいずれかに記載の画像処理装置と、被
写体像を撮像する撮像素子と、前記撮像素子に被写体像を結像させる撮影光学系とで構成
された撮像手段と、前記複数枚の画像を前記撮像素子に結像させるように前記撮像手段を
制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【００３６】
　請求項１０に記載の画像処理方法は、レンズの焦点位置を変化させながら連続して撮影
された複数枚の画像を取得するステップと、前記取得された複数枚の画像の各画素に対し
て鮮鋭度を算出するステップと、前記算出された複数枚の画像の同一位置の画素のうちの
鮮鋭度が最大となる画素が、前記複数枚の画像のいずれの画像に属するかを示す第１の参
照値を、前記画像の各画素毎に算出するステップと、ある画素の第１の参照値をその周囲
の画素の第１の参照値に基づいて空間平滑化することによって、前記各画素毎の第１の参
照値から前記第２の参照値を算出するステップと、前記第２の参照値に基づいて前記複数
の画像のうち少なくとも１つを処理する画像処理ステップと、を含むことを特徴とする。
【００３８】
　請求項１１に記載のプログラムは、請求項１０に記載の画像処理方法を演算装置に実行
させる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、コントラストの高い領域を安定して合焦領域と判定し、階調のつなが
りが滑らかな合成画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明が適用されたデジタルカメラ１の電気的構成を示すブロック図である。
【図２】上記デジタルカメラ１の全焦点画像／ぼけ強調画像撮影モードにおける全体の処
理の流れを示すフローチャートである。
【図３】参照値算出処理（ステップＳ２０）における全体の処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図４】鮮鋭度の算出に用いるラプラシアンフィルタの一例である。
【図５】各画素毎に算出された第１の参照値を各画素位置に対応して配置することにより
、第１の参照値の空間的な分布を示す１画面分のマップの一例である。
【図６】空間平滑化に用いる平滑化フィルタの一例である。
【図７】空間平滑化後の参照値（第２の参照値）のマップの一例である。
【図８】全焦点処理（ステップＳ２２）を行う処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】ぼけ強調処理（ステップＳ２２）を行う処理の流れを示すフローチャートである
。
【図１０】ぼけ強調処理に用いるガウシアンフィルタの一例である。
【図１１】第２の参照値のマップを隣接する２×２の４画素で平均化した低解像度のマッ
プの一例である。
【図１２】本発明が適用された第２の実施の形態のデジタルカメラ２内部の概略構成を示
すブロック図である。
【図１３】上記デジタルカメラ２の全焦点画像／ぼけ強調画像撮影モードにおける全体の
処理の流れを示すフローチャートである。
【図１４】参照値を決定する処理（ステップＳ２６）の流れを示すフローチャートである
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。
【図１５】フォーカスブラケット画像が５枚の場合における鮮鋭度ベクトルの単位ベクト
ルについて示す図である。
【図１６】鮮鋭度ベクトルの空間平滑化概念を示す図である。
【図１７】従来の合焦判定領域を求める方法を説明する図である。
【図１８】従来の合焦判定方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、添付図面に従って本発明が適用された画像処理装置、撮像装置、画像処理方法及
びプログラムを実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００４２】
　＜第１の実施の形態＞
　図１は第１の実施の形態のデジタルカメラ１内部の概略構成を示すブロック図である。
【００４３】
　同図に示すように、デジタルカメラ１は、主として、ＣＰＵ１１０、操作部（シャッタ
ーボタン、電源／モードスイッチ、モードダイヤル、ズームボタン、十字ボタン、ＭＥＮ
Ｕ／ＯＫボタン、ＤＩＳＰボタン、ＢＡＣＫボタン等）１１２、絞り駆動部１１４、フォ
ーカスレンズ駆動部１１６、撮像素子駆動部１１８、レンズユニット１２０、光学ローパ
スフィルタ（ＬＰＦ）１２２、撮像素子１２４、アナログ信号処理部（ＣＤＳ／ＡＭＰ）
１２６、Ａ／Ｄ変換器１２８、メモリ制御部１３０、メインメモリ１３２、デジタル信号
処理部１３４、圧縮伸張処理部１３６、積算部１３８、メモリ制御部１４０、記録媒体１
４２、表示制御部１４４、表示部１４６、発光部１５０、受光部１５２、参照値算出部１
６０、参照値平滑化部１６２、全焦点処理部１６４、ぼけ強調処理部１６６で構成される
。
【００４４】
　ＣＰＵ１１０は、操作部１１２から入力される操作信号に基づき所定の制御プログラム
に従ってデジタルカメラ１の全体を統括制御する。
【００４５】
　レンズユニット１２０は、主として、絞り１２０ａと、フォーカスレンズ１２０ｂとで
構成される。絞り１２０ａは、モータとモータドライバとからなる絞り駆動部１１４によ
って駆動される。この絞り駆動部１１４は、ＣＰＵ１１０から出力される絞り値データに
基づいて絞り径の調整を行う。フォーカスレンズ１２０ｂは、モータとモータドライバと
からなるフォーカスレンズ駆動部１１６によって光軸方向に移動される。フォーカスレン
ズ駆動部１１６はＣＰＵ１１０から出力される駆動量データに基づいて各々のレンズの移
動を制御する。
【００４６】
　撮像素子１２４は、たとえば、所定の配列構造（ベイヤー、Ｇストライプなど）で配列
された赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のカラーフィルタを介して多数のフォトダイオード
（受光素子）が二次元的に配置された受光面を有するカラーＣＣＤで構成される。レンズ
ユニット１２０及び光学ＬＰＦ１２２を通過した被写体光は、各フォトダイオードによっ
て受光され、入射光量に応じた量の信号電荷に変換される。
【００４７】
　撮像素子駆動部１１８は、ＣＰＵ１１０からの指令に応じて、この撮像素子１２４を駆
動するためのタイミング信号を出力する。
【００４８】
　アナログ信号処理部１２６は、撮像素子１２４から出力された画像信号に対して、画素
ごとのＲ、Ｇ、Ｂ信号をサンプリングホールド（相関二重サンプリング処理）するととも
に、増幅してＡ／Ｄ変換器１２８に出力する。
【００４９】
　Ａ／Ｄ変換器１２８は、アナログ信号処理部１２６から出力されたアナログのＲ、Ｇ、
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Ｂ信号をデジタルのＲ、Ｇ、Ｂ信号に変換して出力する。
【００５０】
　メモリ制御部１３０は、Ａ／Ｄ変換器１２８から出力されたデジタルのＲ、Ｇ、Ｂ信号
をメインメモリ１３２に出力する。メインメモリ１３２に記憶された撮像信号は、データ
バス１０４を介してデジタル信号処理部１３４に送られる。
【００５１】
　デジタル信号処理部１３４は、同時化回路（単板ＣＣＤのカラーフィルタ配列に伴う色
信号の空間的なズレを補間して色信号を同時式に変換する処理回路）、ホワイトバランス
補正回路、ガンマ補正回路、輪郭補正回路、輝度・色差信号生成回路等を含み、ＣＰＵ１
１０からの指令に従い、入力された画像信号に所要の信号処理を施して、輝度データ（Ｙ
データ）と色差データ（Ｃｒ，Ｃｂデータ）とからなる画像データ（ＹＵＶデータ）を生
成する。
【００５２】
　圧縮伸張処理部１３６は、ＣＰＵ１１０からの指令に従い、入力された画像データに所
定形式の圧縮処理を施し、圧縮画像データを生成する。また、ＣＰＵ１１０からの指令に
従い、入力された圧縮画像データに所定形式の伸張処理を施し、非圧縮の画像データを生
成する。圧縮伸張処理部１３６で生成されたデータは、メモリ制御部１３０を介してメイ
ンメモリ１３２に記憶される。
【００５３】
　積算部１３８は、ＣＰＵ１１０からの指令に従い、ＡＦエリア（たとえば、画面中央部
）内の信号を切り出し、ＡＦエリア内の絶対値データを積算する。また、積算部１３８は
、ＣＰＵ１１０からの指令に従い、ＡＥ制御に必要な物理量として、１画面を複数のエリ
ア（たとえば１６×１６）に分割し、分割したエリアごとにＲ、Ｇ、Ｂの画像信号の積算
値を算出する。
【００５４】
　メモリ制御部１４０は、ＣＰＵ１１０からの指令に従い、メディアスロットに装填され
た記録媒体１４２に対してデータの読み／書きを制御する。
【００５５】
　表示制御部１４４は、ＣＰＵ１１０からの指令に従い、表示部１４６への表示を制御す
る。すなわち、ＣＰＵ１１０からの指令に従い、入力された画像信号を表示部１４６に表
示するための映像信号（たとえば、ＮＴＳＣ信号やＰＡＬ信号、ＳＣＡＭ信号）に変換し
て表示部１４６に出力する。
【００５６】
　ストロボ発光部１５０は、たとえばキセノン管を光源として構成されており、その発光
量を調整可能に形成されている。なお、キセノン管の他、高輝度のＬＥＤを光源としたフ
ラッシュを用いることもできる。ＣＰＵ１１０は、受光部１５２での受光量が所定量に達
すると、ストロボ発光部１５０への通電を遮断し、ストロボ発光部１５０の発光を停止さ
せる。
【００５７】
　参照値算出部１６０は、フォーカスブラケット撮影により撮影された複数枚の画像の同
一位置の画素の鮮鋭度のうち、どの画像の鮮鋭度が最大であるかを示す第１の参照値を各
画素毎に算出する。また、参照値算出部１６０は、各画素毎に算出された第１の参照値を
各画素位置に対応して配置することにより、第１の参照値の空間的な分布を示すマップを
作成する。参照値算出部１６０については、後に詳述する。
【００５８】
　参照値平滑化部１６２は、参照値算出部１６０において作成されたマップに対して、平
滑化フィルタをかける空間平滑化処理を行うことにより、第２の参照値を算出する。参照
値平滑化部１６２については、後に詳述する。
【００５９】
　全焦点処理部１６４は、参照値平滑化部１６２により算出された第２の参照値に基づい
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て、フォーカスブラケット画像から画像内の全ての被写体が合焦している画像（全焦点画
像）を生成する全焦点処理を行う。全焦点処理部１６４については、後に詳述する。
【００６０】
　ぼけ強調処理部１６６は、主要被写体のみが合焦し、その他の被写体は実際の被写界深
度以上にぼけた画像（ぼけ強調画像）を生成するぼけ強調処理を行う。ぼけ強調処理部１
６６については、後に詳述する。
【００６１】
　以上のように構成された本実施の形態のデジタルカメラ１の作用について説明する。ま
ず、通常の撮影処理について説明する。
【００６２】
　電源／モードスイッチを撮影位置に合わせることで、デジタルカメラ１は撮影モードに
設定され、撮影が可能になる。そして、撮影モードに設定されることにより、レンズユニ
ット１２０が繰り出され、撮影スタンバイ状態になる。
【００６３】
　この撮影モードの下、レンズユニット１２０を通過した被写体光は、撮像素子１２４の
受光面に結像され、入射光量に応じた量の信号電荷に変換される。各フォトダイオードに
蓄積された信号電荷は、撮像素子駆動部１１８から与えられる駆動パルスに基づいて信号
電荷に応じた電圧信号（画像信号）として順次読み出され、アナログ信号処理部（ＣＤＳ
／ＡＭＰ）１２６に加えられる。
【００６４】
　アナログ信号処理部１２６から出力されたアナログのＲ、Ｇ、Ｂ信号は、Ａ／Ｄ変換器
１２８でデジタルのＲ、Ｇ、Ｂ信号に変換され、メモリ制御部１３０に加えられる。メモ
リ制御部１３０は、Ａ／Ｄ変換器１２８から出力されたデジタルのＲ、Ｇ、Ｂ信号をメモ
リ１３２に出力する。
【００６５】
　撮影画像を表示部１４６に出力する場合は、メモリ制御部１３０からメモリ１３２に出
力された画像信号よりデジタル信号処理部１３４で輝度／色差信号が生成され、その信号
が表示制御部１４４に送られる。表示制御部１４４は、入力された輝度／色差信号を表示
用の信号形式（たとえばＮＴＳＣ方式のカラー複合映像信号）に変換し、表示部１４６に
出力する。これにより、撮像素子１２４で撮像された画像が表示部１４６に表示される。
【００６６】
　撮像素子１２４から画像信号を定期的に取り込み、その画像信号から生成される輝度／
色差信号によってメインメモリ１３２内の画像データを定期的に書き換え、表示部１４６
に出力することにより、撮像素子１２４で撮像される画像がリアルタイムに表示される。
ユーザは、この表示部１４６にリアルタイムに表示される画像（スルー画像）を見ること
により、撮影画角を確認することができる。
【００６７】
　撮影はシャッターボタンの押下によって行なわれる。シャッターボタンが半押しされる
と、Ｓ１ＯＮ信号がＣＰＵ１１０に入力される。
【００６８】
　まず、メモリ制御部１３０を介して撮像素子１２４から取り込まれた画像信号が積算部
１３８に入力される。ＣＰＵ１１０は、積算部１３８で算出されたＡＦエリア内の絶対値
データに基づいて、フォーカスレンズ駆動部１１６を制御してフォーカスレンズ１２０ｂ
を移動させながら、複数のＡＦ検出ポイントで焦点評価値（ＡＦ評価値）を演算し、評価
値が極大となるレンズ位置を合焦位置として決定する。そして、求めた合焦位置にフォー
カスレンズ群が移動するように、フォーカスレンズ駆動部１１６を制御する。
【００６９】
　また、ＣＰＵ１１０は、積算部１３８で算出されたＲ、Ｇ、Ｂの画像信号の積算値に基
づいて被写体の明るさ（被写体輝度）を検出し、撮影に適した露出値（撮影ＥＶ値）を算
出する。そして、求めた撮影ＥＶ値と所定のプログラム線図から絞り値とシャッタースピ
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ードを決定し、これに従い撮像素子１２４の電子シャッターと絞り駆動部１１４を制御し
て適正な露光量を得る。同時に、ＣＰＵ１１０は、検出された被写体輝度より、ストロボ
の発光が必要かどうかを判断する。
【００７０】
　ＣＰＵ１１０は、積算部１３８で算出されたＲの積算値、Ｂの積算値、Ｇの積算値から
分割エリアごとにＲ／Ｇ及びＢ／Ｇの比を求め、求めたＲ／Ｇ、Ｂ／Ｇの値のＲ／Ｇ、Ｂ
／Ｇの色空間における分布等に基づいて光源種判別を行う。そして、判別された光源種に
適したホワイトバランス調整値に従って、たとえば、各比の値がおよそ１（つまり、１画
面においてＲＧＢの積算比率がＲ：Ｇ：Ｂ≒１：１：１）になるように、ホワイトバラン
ス補正回路のＲ、Ｇ、Ｂ信号に対するゲイン値（ホワイトバランス補正値）を制御し、各
色チャンネルの信号に補正をかける。
【００７１】
　以上のように、シャッターボタンの半押しによって、ＡＥ処理、ＡＦ処理及びＡＷＢ処
理が行なわれる。この間、ユーザは、必要に応じてズームボタンを操作し、レンズユニッ
ト１２０をズーミングさせて画角を調整し、ＣＰＵ１１０は、ＡＥ／ＡＦ処理及びＡＷＢ
処理を継続して行う。
【００７２】
　この後、シャッターボタンが全押しされると、ＣＰＵ１１０にＳ２ＯＮ信号が入力され
、ＣＰＵ１１０は、撮影、記録処理を開始する。すなわち、測光結果に基づき決定された
シャッター速度、絞り値で撮像素子１２４を露光する。この際、必要に応じてＣＰＵ１１
０は、ストロボ発光部１５０を発光させる。
【００７３】
　撮像素子１２４から出力された画像信号は、アナログ信号処理部１２６、Ａ／Ｄ変換器
１２８、メモリ制御部１３０を介してメモリ１３２に取り込まれ、デジタル信号処理部１
３４において輝度／色差信号に変換されたのち、メモリ１３２に格納される。
【００７４】
　メモリ１３２に格納された画像データは、圧縮伸張処理部１３６に加えられ、所定の圧
縮フォーマット（たとえばＪＰＥＧ形式）に従って圧縮された後、メモリ１３２に格納さ
れ、所定の画像記録フォーマット（たとえばＥｘｉｆ形式）の画像ファイルとされたのち
、メモリ制御部１４０を介して記録媒体１４２に記録される。
【００７５】
　次に、全焦点画像又はぼけ強調画像の撮影処理について説明する。図２は、全焦点画像
又はぼけ強調画像を撮影するための全焦点画像／ぼけ強調画像撮影モードにおける全体の
処理の流れを示すフローチャートである。全焦点画像／ぼけ強調画像撮影モードは、電源
／モードスイッチにより撮影モードに設定された状態において、操作部１１２のモードダ
イヤルを操作することにより設定される。
【００７６】
　この全焦点画像／ぼけ強調画像撮影モード下で操作部１１２のシャッターボタンが半押
しされることによりＣＰＵ１１０にＳ１ＯＮ信号が入力されると、ＣＰＵ１１０は、フォ
ーカスブラケット撮影に先立って、自動焦点制御（ＡＦ）を行う（ステップＳ１０）。
【００７７】
　すなわち、ＣＰＵ１１０は、フォーカスレンズ駆動部１１６を制御してフォーカスレン
ズ１２０ｂを移動させながら、複数のＡＦ検出ポイントで撮像素子駆動部１１８を介して
撮像素子１２４で光学像を撮像する。積算部１３８は、その出力信号に基づいてＡＦ評価
値（例えばバンドバスフィルタの出力値）を算出し、ＣＰＵ１１０は、ＡＦ評価値が極大
となるレンズ位置を合焦位置として決定する。
【００７８】
　そして、ＣＰＵ１１０は、フォーカスブラケット撮影の際に設定される焦点位置を、ス
テップＳ１０において算出された合焦位置を含むように複数位置設定する（ステップＳ１
２）。後に詳述するステップＳ２２において全焦点処理を行う場合には、画像内の全ての
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被写体について、いずれか１枚の画像において合焦するように焦点位置を設定する。この
際、撮影時の絞りや焦点距離等に応じて焦点位置を変化させるとより効果的である。
【００７９】
　次に、ステップＳ１２により決定された焦点位置でフォーカスブラケット撮影を行う（
ステップＳ１４～Ｓ１８）。まず、ＣＰＵ１１０は、フォーカスレンズ駆動部１１６を介
して、ステップＳ１２で決定された複数の焦点位置のうちの所望の焦点位置にフォーカス
レンズ１２０ｂを移動し（ステップＳ１４）、撮像素子駆動部１１８を介して撮像素子１
２４を制御し、被写体像を撮像する（ステップＳ１６）。ステップＳ１６で撮像された画
像は、メモリ制御部１３０を介して一旦メインメモリ１３２に蓄積される。
【００８０】
　そして、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１２で決定された複数の焦点位置全ての位置で撮
影が行われたかどうか、すなわちステップＳ１２で決定された複数の焦点位置のうちの全
ての焦点位置でステップＳ１４、Ｓ１６の処理が行われたかどうかを判断する（ステップ
Ｓ１８）。
【００８１】
　ステップＳ１２で決定された複数の焦点位置のうちの全ての焦点位置でステップＳ１４
、Ｓ１６の処理が行われていない場合（ステップＳ１８でＮＯ）には、異なる焦点位置に
フォーカスレンズ１２０ｂを移動し（ステップＳ１４）、その焦点位置における被写体像
を撮像する（ステップＳ１６）。
【００８２】
　ステップＳ１２で決定された複数の焦点位置のうちの全ての焦点位置において、ステッ
プＳ１４、Ｓ１６の処理が行われた場合（ステップＳ１８でＹＥＳ）には、ＣＰＵ１１０
は、フォーカスブラケット撮影を終了する。フォーカスブラケット撮影で得られた画像（
以下、フォーカスブラケット画像という）には、フォーカスブラケット画像を焦点位置に
基づいて並べた場合に何番目に位置する画像であるかを示す画像番号がつけられる。例え
ば、焦点位置が最もＮＥＡＲ（近い）側の画像の画像番号を０（０番目の画像）とし、最
もＦＡＲ（遠い）側の画像の画像番号はＮ－１（Ｎ－１番目の画像）とする。ここで、Ｎ
はフォーカスブラケット撮影で得られた画像の枚数であり、例えばＮが５であれば、最も
ＦＡＲ側の画像の画像番号は４となる。
【００８３】
　フォーカスブラケット撮影（ステップＳ１４～Ｓ１８）が終了したら、ＣＰＵ１１０は
、フォーカスブラケット画像より参照値を決定する（ステップＳ２０）。図３は、第１の
参照値を算出する処理（ステップＳ２０）の流れを示すフローチャートである。
【００８４】
　まず、ＣＰＵ１１０は、メインメモリ１３２に蓄積された画像を参照値算出部１６０に
入力し、参照値算出部１６０は、入力された画像のなかから対象画素を選択する（ステッ
プＳ３０）。例えば、参照値算出部１６０は、画像の左上を原点とし、横方向をｘ方向、
縦方向をｙ方向とするｘｙ座標を画像上に設定し、このｘｙ座標を用いて対象画素の位置
を指定することにより、対象画素を選択する。
【００８５】
　参照値算出部１６０は、フォーカスブラケット画像のうちｉ番目の画像（以下、画像ｉ
という）を選択する（ステップＳ３２）。フォーカスブラケット画像が５枚の場合には、
ｉは０～４の値を取る。
【００８６】
　ステップＳ３２において選択された画像ｉについて、ステップＳ３０で選択された対象
画素の鮮鋭度を算出する（ステップＳ３４）。鮮鋭度の算出は、図４に示すラプラシアン
フィルタなどのフィルタを用いて行われる。ラプラシアンフィルタの出力値は正負の値を
持つため、対象画素にラプラシアンフィルタを適用して求められた結果を絶対値化したも
のを鮮鋭度とする。鮮鋭度が高い場合には、その画素にある被写体は合焦している可能性
が高いことを示す。なお、ラプラシアンフィルタはこの例に限定されるものではなく、ま
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たラプラシアンフィルタ以外の鮮鋭度算出フィルタを用いてもよい。
【００８７】
　参照値算出部１６０は、入力されたフォーカスブラケット画像全てに対してステップＳ
３４に示す鮮鋭度算出処理が行われたかどうかを判断する（ステップＳ３６）。ステップ
Ｓ３４に示す鮮鋭度算出処理が入力された全フォーカスブラケット画像に対して行われて
いない場合（ステップＳ３６でＮＯ）には、参照値算出部１６０は、フォーカスブラケッ
ト画像のうちの異なる画像を選択し（ステップＳ３２）、対象画素の鮮鋭度を算出する（
ステップＳ３４）。
【００８８】
　ステップＳ３４に示す鮮鋭度算出処理が入力された全フォーカスブラケット画像に対し
て行われた場合（ステップＳ３６でＹＥＳ）には、ステップＳ３４で算出された鮮鋭度の
うち、鮮鋭度が最大となる画像の画像番号を、その対象画素における第１の参照値として
出力する（ステップＳ３８）。例えば、フォーカスブラケット画像の枚数が５枚の場合に
は、第１の参照値は、通常０～４の５階調の値を取る。ただし、ここでは後段（ステップ
Ｓ４２、Ｓ４４）との比較の便宜上、０～４の５階調の値を２５５／４倍した上で整数化
し、０～２５５の値となるように規格化した値を第１の参照値とする。ただし、階調数は
あくまで（０，６４，１２８，１９１，２５５）の５階調である。
【００８９】
　参照値算出部１６０は、以上の処理が全画素に対して実施されたか、すなわち全画素に
ついて第１の参照値が出力されたかどうかを判断する（ステップＳ４０）。全画素につい
て第１の参照値が出力されていない場合（ステップＳ４０でＮＯ）には、参照値算出部１
６０は、異なる対象画素を選択し（ステップＳ３０）、その対象画素における第１の参照
値を出力する（ステップＳ３２～Ｓ３８）。
【００９０】
　全画素について第１の参照値が出力された場合（ステップＳ４０でＹＥＳ）には、その
結果として、参照値算出部１６０は、各画素毎に算出された第１の参照値を各画素位置に
対応して配置することにより、第１の参照値の空間的な分布を示す１画面分のマップ（図
５参照）を作成する。ＣＰＵ１１０は、参照値算出部１６０で作成されたマップを、メモ
リ制御部１３０を介して一旦メインメモリ１３２に記憶する。そして、ＣＰＵ１１０は、
メインメモリ１３２に記憶したマップを参照値平滑化部１６２に入力し、参照値平滑化部
１６２は、このマップに対して空間平滑化処理を行い、空間的に平滑化されたマップを得
る（ステップＳ４２）。
【００９１】
　空間平滑化処理は、例えば図６に示すような平滑化フィルタを図５に示すマップにかけ
ることにより行われる。図６は、平滑化フィルタの分子のみを示すものであり、その総和
は１６であるので、図６に示す平滑化フィルタの係数と図５に示すマップの対応する値と
の積和を取り、その積和結果を１６で除算することにより、図７に示すような空間的に平
滑化されたマップが得られる。
【００９２】
　図５と図７を比較すると、図７に示す平滑化後の参照値は、図５に示す第１の参照値が
階調的に、かつ空間的に平滑化されていることが分かる。すなわち、平滑化により、第２
の参照値は、５階調よりも多くの階調を保持することとなる。これにより、参照値の階調
方向の滑らかさを得ることができる。また、平滑化によりノイズによる微小な変動も低減
されるため、空間方向の滑らかさも得ることができる。
【００９３】
　参照値平滑化部１６２は、この平滑化後の参照値を第２の参照値とし、第２の参照値の
マップ、すなわち合焦分布を示す距離画像をＣＰＵ１１０に出力する（ステップＳ４４）
。
【００９４】
　これにより、フォーカスブラケット画像より参照値を決定する処理（ステップＳ２０）
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を終了する。ＣＰＵ１１０は、参照値算出部１６０で求められた距離画像を、メモリ制御
部１３０を介して一旦メインメモリ１３２に記憶する。
【００９５】
　次に、メインメモリ１３２に記憶された第２の参照値に基づいて、全焦点処理部１６４
は全焦点処理を行い、ぼけ強調処理部１６６はぼけ強調処理を行う（ステップＳ２２）。
【００９６】
　図８は、全焦点処理部１６４が全焦点処理を行う処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【００９７】
　まず、全焦点処理部１６４は、所望の画素を選択し（ステップＳ５０）、選択された画
素についての加重係数、すなわちどの画像をどの割合で加重平均するかを決定する（ステ
ップＳ５２）。すなわち、全焦点処理部１６４は、メインメモリ１３２に記憶されたマッ
プを参照し、ステップＳ５０で選択された画素の第２の参照値を取得し、取得された第２
の参照値を４／２５５倍して元の０～４の値に戻し、この値を加重係数とする。
【００９８】
　そして、ステップＳ５２で決定された加重係数に基づいて、ステップＳ５２で選択され
た画素について、フォーカスブラケット画像を加重平均する（ステップＳ５４）。例えば
、ステップＳ５２で決定された加重係数が１．５である場合には、画像１と画像２とを０
．５対０．５の割合で加重平均する。また、ステップＳ５２で決定された加重係数が２．
８である場合には、画像２と画像３とを０．２対０．８の割合で加重平均する。
【００９９】
　全焦点処理部１６４は、全ての画素に対してフォーカスブラケット画像の加重平均が行
われたかどうかを判断する（ステップＳ５６）。フォーカスブラケット画像の加重平均が
全ての画素に対して行われていない場合（ステップＳ５６でＮＯ）には、全焦点処理部１
６４は、別の画素を選択し（ステップＳ５０）、加重係数を決定し（ステップＳ５２）、
フォーカスブラケット画像の加重平均を行う（ステップＳ５４）。
【０１００】
　フォーカスブラケット画像の加重平均が全ての画素に対して行われた場合（ステップＳ
５６でＹＥＳ）には、全焦点処理を終了する。これにより、画像の全ての部分に焦点の合
った全焦点画像が生成される。ここで、「画像の全ての部分に焦点の合った全焦点画像」
とは、取得した複数枚の画像のうちの少なくとも１枚において焦点の合っている部分が合
成された全焦点画像という意味である。すなわち、取得した複数枚の画像の全てにおいて
焦点が合っていない部分について焦点を合わせることが必須なわけではない。言い換える
と、画像内のある部分Ａが、複数枚の画像全てにおいて焦点が合っていない場合には、全
焦点画像の部分Ａも焦点があっていないままである。
【０１０１】
　図９は、ぼけ強調処理部１６６がぼけ強調処理を行う処理の流れを示すフローチャート
である。
【０１０２】
　まず、ぼけ強調処理部１６６は、所望の画素を選択し（ステップＳ６０）、選択された
画素についてのぼかし用フィルタ係数を決定する（ステップＳ６２）。すなわち、ぼけ強
調処理部１６６は、メインメモリ１３２に記憶されたマップを参照し、ステップＳ６０で
選択された画素の第２の参照値を取得し、取得された第２の参照値を４／２５５倍して元
の０～４の値に戻す。そして、この第２の参照値を元の０～４に戻した値と、ステップＳ
１６で撮影されたフォーカスブラケット画像のうちのステップＳ１０で決定した合焦位置
で撮影された画像（以下、基準画像という）の画像番号との差に応じて、ぼかし用フィル
タ係数σを決定する（数式１参照）。
【０１０３】
　［数１］
σ＝｜第２の参照値を元の０～４に戻した値－基準画像の画像番号｜
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　例えば、フォーカスブラケット画像５枚のうち、基準画像の画像番号が２であり、ステ
ップＳ６２で決定されたぼかし用フィルタ係数が１．４である場合には、σ＝０．６の特
性を持つガウシアンフィルタをぼかし用フィルタの係数とする。基準画像の画像番号が２
であり、ステップＳ６２で決定されたぼかし用フィルタ係数が３．５である場合には、σ
＝１．５の特性を持つガウシアンフィルタをぼかし用フィルタの係数とする。
【０１０４】
　ガウシアンフィルタは、例えば図１０に示すようなフィルタ係数を持つローパスフィル
タであり、このフィルタ係数σの値が大きいほどぼけ量が大きいという特性を持つ。なお
、フィルタ係数σはこの例に限定されるものではなく、実写でのぼけ量に合うように数式
１を用いて算出した値を定数倍して用いてもよい。
【０１０５】
　そして、ステップＳ６２において算出されたフィルタ係数σの特性を持つガウシアンフ
ィルタを用いて、基準画像のステップＳ６０で選択された画素に対してフィルタ処理を行
う（ステップＳ６４）。これにより、第２の参照値に応じて、画像のぼけ方を画素毎に変
えることができる。
【０１０６】
　ぼけ強調処理部１６６は、全ての画素に対してフィルタ処理が行われたかどうかを判断
する（ステップＳ６６）。フィルタ処理が全ての画素に対して行われていない場合（ステ
ップＳ６６でＮＯ）には、ぼけ強調処理部１６６は、別の画素を選択し（ステップＳ６０
）、フィルタ係数σを決定し（ステップＳ６２）、選択された画素に対してフィルタ処理
を行う（ステップＳ６４）。
【０１０７】
　フィルタ処理が全ての画素に対して行われた場合（ステップＳ６６でＹＥＳ）には、ぼ
け強調処理を終了する。これにより、ぼけ強調画像が生成される。
【０１０８】
　これにより、全焦点処理又はぼけ強調処理を行うステップ（ステップＳ２２）を終了す
る。ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２２で生成された全焦点画像及びぼけ強調画像を圧縮伸
張処理部１３６に加え、全焦点画像及びぼけ強調画像は、圧縮伸張処理部１３６で所定の
圧縮フォーマット（たとえばＪＰＥＧ形式）に従って圧縮された後、メモリ１３２に格納
され、所定の画像記録フォーマット（たとえばＥｘｉｆ形式）の画像ファイルとされたの
ち、メモリ制御部１４０を介して記録媒体１４２に記録される（ステップＳ２４）。
【０１０９】
　本実施の形態によれば、鮮鋭度が最大となる画像の画像番号を平滑化することにより、
より正確でよりつながりの滑らかな合焦判定結果が得ることができる。また、平滑化する
ことにより、ノイズの影響を緩和することができる。そのため、この平滑化後の参照値に
基づいた合焦判定結果を参照することにより、より自然な全焦点処理やぼけ強調処理を行
うことができる。
【０１１０】
　なお、本実施の形態では、参照値を算出するステップ（ステップＳ２０）において、各
画素毎に算出された第１の参照値を各画素位置に対応して配置することにより、第１の参
照値の空間的な分布を示す１画面分のマップを作成し、そのマップに対して空間平滑化処
理を行った（ステップＳ４２）が、全画素分のマップを作成する必要は無く、最低でも空
間平滑化フィルタのタップ数分のマップを保持すればよい。例えば、３×３のフィルタを
用いて処理を行う場合には、３×３のメモリがあれば、全画素分のマップを作成すること
なく、空間平滑化処理を行うことができる。
【０１１１】
　また、本実施の形態では、参照値を算出するステップ（ステップＳ２０）において、フ
ォーカスブラケット画像と同じ解像度のマップを作成した（ステップＳ４２）が、マップ
は必ずしも画像と同じ解像度である必要はなく、例えば図１１に示すように、隣接する２
×２の４画素で平均化した低解像度のマップを用いてもよい。これにより、マップ用のメ
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モリ空間を節約できるだけでなく、空間平滑化処理を高速に行うことができる。ただし、
この場合には、全焦点処理、ぼけ強調処理（ステップＳ２２）においては、元の画像の座
標に対応する参照値を低解像度マップから参照する必要がある。
【０１１２】
　また、本実施の形態では、フォーカスブラケット撮影の際の焦点位置の設定（ステップ
Ｓ１２）において、ステップＳ１０で算出された合焦位置を含むように複数位置設定する
ようにしたが、合焦位置を含まないようにフォーカスブラケット撮影の際の焦点位置を設
定してもよい。
【０１１３】
　また、本実施の形態では、全焦点処理、ぼけ強調処理（ステップＳ２２）において全焦
点処置及びぼけ強調処理を行ったが、必ずしも両方の処理を行なう必要は無く、全焦点処
理又はぼけ強調処理のいずれか一方の処理のみを行なうようにしてもよい。
【０１１４】
　また、本実施の形態では、ぼけ強調処理（ステップＳ６２、Ｓ６４）において、合焦位
置で撮影された画像を基準画像としたが、ユーザが任意に設定した画像を基準画像として
もよい。
【０１１５】
　なお、被写体とカメラとが非常に近接している場合には、すべての画像の全ての部分で
焦点が合わないことがある。この場合には、完全に合焦していなくても、第２の参照値に
基づいて複数枚の画像のうち最も合焦に近い画像を選択し、選択された部分を合成して全
焦点画像を生成するようにしても良い。また、第２の参照値に基づいて最も合焦に近くな
るようにフォーカスブラケット画像を加重平均して全焦点画像を生成するようにしても良
い。
【０１１６】
　＜第２の実施の形態＞
　第１の実施の形態は、鮮鋭度が最大となる画像番号を第１の参照値とするため、鮮鋭度
が最大でさえあれば、その大きさに関わらず同じ結果が得られる。例えば、図１８のエッ
ジの変化点において、画像１の鮮鋭度は８であるが、この鮮鋭度が仮に１６であっても１
であっても、画像２の鮮鋭度と比較した場合には、画像１の鮮鋭度が最大の鮮鋭度である
ことには変わりがない。
【０１１７】
　しかしながら、実際の画像では、より強いエッジが存在するほどその画素周辺は合焦し
ている可能性が高い。したがって、より正確な合焦判定を行うためには、鮮鋭度の大きさ
も加味した上で空間平滑化を行う方が望ましい。
【０１１８】
　第２の実施の形態は、第１の参照値を鮮鋭度最大の画像番号というスカラー量でなく、
これに鮮鋭度を加えた２次元ベクトル（鮮鋭度ベクトル）として表現することにより、鮮
鋭度の大きさも加味した上で空間平滑化を行う形態である。以下、第２の実施の形態につ
いて説明する。第１の実施の形態と同一の部分については、同一の符号を付し、説明を省
略する。
【０１１９】
　図１２は第２の実施の形態のデジタルカメラ２内部の概略構成を示すブロック図である
。
【０１２０】
　同図に示すように、デジタルカメラ１は、主として、ＣＰＵ１１０、操作部（シャッタ
ーボタン、電源／モードスイッチ、モードダイヤル、ズームボタン、十字ボタン、ＭＥＮ
Ｕ／ＯＫボタン、ＤＩＳＰボタン、ＢＡＣＫボタン等）１１２、絞り駆動部１１４、フォ
ーカスレンズ駆動部１１６、撮像素子駆動部１１８、レンズユニット１２０、光学ローパ
スフィルタ（ＬＰＦ）１２２、撮像素子１２４、アナログ信号処理部（ＣＤＳ／ＡＭＰ）
１２６、Ａ／Ｄ変換器１２８、メモリ制御部１３０、メインメモリ１３２、デジタル信号
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処理部１３４、圧縮伸張処理部１３６、積算部１３８、メモリ制御部１４０、記録媒体１
４２、表示制御部１４４、表示部１４６、発光部１５０、受光部１５２、参照値算出部１
６０、参照値平滑化部１６２、全焦点処理部１６４、ぼけ強調処理部１６６、偏角算出部
１６８で構成される。
【０１２１】
　偏角算出部１６８は、鮮鋭度ベクトルを極座標で表現したときの偏角を算出する。鮮鋭
度ベクトル及び偏角の算出方法については、後に詳述する。
【０１２２】
　以上のように構成された本実施の形態のデジタルカメラ２の作用について説明する。通
常の撮影処理については、第１の実施の形態と同一であるため、全焦点画像又はぼけ強調
画像の撮影処理について説明する。図１３は、全焦点画像又はぼけ強調画像を撮影するた
めの全焦点画像／ぼけ強調画像撮影モードにおける全体の処理の流れを示すフローチャー
トである。
【０１２３】
　全焦点画像／ぼけ強調画像撮影モード下で操作部２３のシャッターボタンが半押しされ
ることによりＣＰＵ１１０にＳ１ＯＮ信号が入力されると、ＣＰＵ１１０は、フォーカス
ブラケット撮影に先立って、自動焦点制御（ＡＦ）を行い（ステップＳ１０）、フォーカ
スブラケット撮影の際に設定される焦点位置を、ステップＳ１０において算出された合焦
位置を含むように複数位置設定する（ステップＳ１２）。
【０１２４】
　次に、ステップＳ１２により決定された焦点位置でフォーカスブラケット撮影を行う（
ステップＳ１４～Ｓ１８）。まず、ＣＰＵ１１０は、フォーカスレンズ駆動部１１６を介
して、ステップＳ１２で決定された複数の焦点位置のうちの所望の焦点位置にフォーカス
レンズ１２０ｂを移動し（ステップＳ１４）、撮像素子駆動部１１８を介して撮像素子１
２４を制御し、被写体像を撮像する（ステップＳ１６）。ステップＳ１６で撮像された画
像は、メモリ制御部１３０を介して一旦メインメモリ１３２に蓄積される。
【０１２５】
　そして、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１２で決定された複数の焦点位置全ての位置で撮
影が行われたかどうか、すなわちステップＳ１２で決定された複数の焦点位置のうちの全
ての焦点位置でステップＳ１４、Ｓ１６の処理が行われたかどうかを判断する（ステップ
Ｓ１８）。
【０１２６】
　ステップＳ１２で決定された複数の焦点位置のうちの全ての焦点位置でステップＳ１４
、Ｓ１６の処理が行われていない場合（ステップＳ１８でＮＯ）には、異なる焦点位置に
フォーカスレンズ１２０ｂを移動し（ステップＳ１４）、その焦点位置における被写体像
を撮像する（ステップＳ１６）。
【０１２７】
　ステップＳ１２で決定された複数の焦点位置のうちの全ての焦点位置において、ステッ
プＳ１４、Ｓ１６の処理が行われた場合（ステップＳ１８でＹＥＳ）には、ＣＰＵ１１０
は、フォーカスブラケット撮影を終了し、フォーカスブラケット画像より参照値を決定す
る（ステップＳ２６）。図１４は、参照値を決定する処理（ステップＳ２６）の流れを示
すフローチャートである。
【０１２８】
　まず、ＣＰＵ１１０は、メインメモリ１３２に蓄積された画像を参照値算出部１６０に
入力し、参照値算出部１６０は、例えば画像の左上を原点とし、横方向をｘ方向、縦方向
をｙ方向とするｘｙ座標を画像上に設定し、このｘｙ座標を用いて対象画素の位置を指定
することにより、対象画素を選択し（ステップＳ３０）、フォーカスブラケット画像のな
かから画像ｉを選択し（ステップＳ３２）、ステップＳ３２において選択された画像ｉに
ついて、ステップＳ３０で選択された対象画素の鮮鋭度を算出する（ステップＳ３４）。
【０１２９】
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　参照値算出部１６０は、入力されたフォーカスブラケット画像全てに対してステップＳ
３４に示す鮮鋭度算出処理が行われたかどうかを判断する（ステップＳ３６）。ステップ
Ｓ３４に示す鮮鋭度算出処理が入力された全フォーカスブラケット画像に対して行われて
いない場合（ステップＳ３６でＮＯ）には、参照値算出部１６０は、フォーカスブラケッ
ト画像のうちの異なる画像を選択し（ステップＳ３２）、対象画素の鮮鋭度を算出する（
ステップＳ３４）。
【０１３０】
　ステップＳ３４に示す鮮鋭度算出処理が入力された全フォーカスブラケット画像に対し
て行われた場合（ステップＳ３６でＹＥＳ）には、ステップＳ３４で算出された鮮鋭度の
うち、鮮鋭度が最大となる画像の画像番号を選択し（ステップＳ３８）、その画像番号と
鮮鋭度とに基づいて鮮鋭度ベクトルを求め、これを第１の参照値として算出する（ステッ
プＳ７０）。
【０１３１】
　例えばフォーカスブラケット画像が５枚の場合には、図１５に示すように、０～４の画
像番号に対応した単位ベクトルｕ０～ｕ４を予め準備する。極座標で表現すると、単位ベ
クトルｕ０～ｕ４の動径ｒは１であり、最もＮＥＡＲ側の画像（画像０）の単位ベクトル
ｕ０の偏角θは０［ｒａｄ］、最もＦＡＲ側の画像（画像４）の単位ベクトルｕ４の偏角
θはπ［ｒａｄ］、その間の画像（画像１～３）の単位ベクトルｕ１～ｕ３の偏角θは０
～π［ｒａｄ］の間を等分する値、すなわち画像１の単位ベクトルｕ１の偏角θはπ／４
［ｒａｄ］、画像２の単位ベクトルｕ２の偏角θはπ／２［ｒａｄ］、画像３の単位ベク
トルｕ３の偏角θは３π／４［ｒａｄ］である。
【０１３２】
　鮮鋭度ベクトルは、この単位ベクトルの動径として鮮鋭度を割り当てたものである。例
えば、ある画素について画像１の鮮鋭度が８であり、これが全画像中で最大の鮮鋭度であ
る場合には、その鮮鋭度ベクトルは動径ｒが８、偏角θがπ／４［ｒａｄ］のベクトルと
なる。
【０１３３】
　このようにして求められた各画素の鮮鋭度ベクトルを、後段（ステップＳ７２～Ｓ７４
、後に詳述）の空間平滑化処理のために、極座標表現からＸＹ座標表現に変換した鮮鋭度
ベクトルを第１の参照値として出力する。例えば、動径ｒが８、偏角θがπ／４［ｒａｄ
］の鮮鋭度ベクトルの第１の参照値は、（Ｘ,Ｙ）＝（８／√２,８／√２）となる。
【０１３４】
　参照値算出部１６０は、以上の処理が全画素に対して実施されたか、すなわち全画素に
ついて第１の参照値が出力されたかどうかを判断する（ステップＳ４０）。全画素につい
て第１の参照値が出力されていない場合（ステップＳ４０でＮＯ）には、参照値算出部１
６０は、異なる対象画素を選択し（ステップＳ３０）、その対象画素における第１の参照
値を出力する（ステップＳ３２～Ｓ７０）。
【０１３５】
　全画素について第１の参照値が出力された場合（ステップＳ４０でＹＥＳ）には、その
結果として、参照値算出部１６０は、Ｘ成分、Ｙ成分それぞれの空間的な分布を示す２画
面分のマップを作成する。ＣＰＵ１１０は、参照値算出部１６０で作成されたマップを、
メモリ制御部１３０を介して一旦メインメモリ１３２に記憶する。そして、ＣＰＵ１１０
は、メインメモリ１３２に記憶したマップを参照値平滑化部１６２に入力し、参照値平滑
化部１６２は、Ｘ成分のマップに対して、第１の実施の形態と同様の方法により空間平滑
化処理を行い（ステップＳ７２）、Ｙ成分のマップに対して、第１の実施の形態と同様の
方法により空間平滑化処理を行う（ステップＳ７４）。
【０１３６】
　図１６は、Ｘ成分、Ｙ成分それぞれに対して空間平滑化処理を行なった後でＸＹ座標表
現から極座標表現に戻した鮮鋭化ベクトルの一例である。図１６に示すように、各画素毎
の空間平滑化後の鮮鋭度ベクトルの向き（偏角）は、近傍にある長さ（動径）の大きいベ
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クトルの影響を受けて、長さの大きいベクトルの向き（偏角）に近づく。これにより、鮮
鋭化ベクトルのつながりを滑らかにすることができる。
【０１３７】
　このようにして空間平滑化処理が行われた鮮鋭度ベクトルのマップ（平滑化処理後のＸ
成分のマップ及びＹ成分のマップ）は、メモリ制御部１３０を介して再びメインメモリ１
３２に記憶され、偏角算出部１６８に入力される。偏角算出部１６８は、数式２に基づい
て、入力されたマップより偏角θを算出する。数式２において、ｘ，ｙは平滑化された鮮
鋭度ベクトルのＸ，Ｙ成分である。
【０１３８】
【数２】

【０１３９】
　偏角θは画像番号に対応した尺度であるので、算出された偏角が第２の参照値となる。
得られた偏角を４／π倍することにより、偏角θが画像番号０～４の値に還元され、第１
の実施の形態と同様に、多階調の第２の参照値のマップ、すなわち合焦分布を示す距離画
像が得られる（ステップＳ７６）。
【０１４０】
　これにより、フォーカスブラケット画像より参照値を決定する処理（ステップＳ２６）
を終了する。ＣＰＵ１１０は、偏角算出部１６８で算出された距離画像を、メモリ制御部
１３０を介して一旦メインメモリ１３２に記憶する。
【０１４１】
　次に、メインメモリ１３２に記憶された第２の参照値に基づいて、全焦点処理部１６４
は全焦点処理を行い、ぼけ強調処理部１６６はぼけ強調処理を行う（ステップＳ２２）。
そして、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２２において生成された全焦点画像及びぼけ強調画
像を、メモリ制御部１４０を介して記録媒体１４２に記録する（ステップＳ２４）。
【０１４２】
　本実施の形態によれば、鮮鋭度が最大の画像番号のみでなく、鮮鋭度の大きさ、すなわ
ち強いエッジの影響を重視することにより、より正確な距離画像を得ることができる。そ
のため、距離画像に基づいて合成する全焦点画像をより滑らかに、より自然にすることが
できる。また、より正確な合焦判定結果を得ることができるため、より正確なぼけ量のぼ
け強調画像を生成することができる。
【０１４３】
　本発明の適用は、デジタルカメラに限定されるものではなく、カメラつき携帯電話機や
ビデオカメラ等の撮像装置や、撮像装置で撮像された画像の処理をおこなうＰＣなどの画
像処理装置にも同様に適用することができる。また、ＰＣなどの装置に適用するプログラ
ムとして提供することもできる。
【符号の説明】
【０１４４】
１、２：デジタルカメラ、１１０：ＣＰＵ、１１２：操作部、１１４：、１１６：フォー
カスレンズ駆動部、１１８：撮像素子駆動部、１２０：レンズユニット、１２２：光学ロ
ーパスフィルタ（ＬＰＦ）、１２４：撮像素子、１２６：アナログ信号処理部（ＣＤＳ／
ＡＭＰ）、１２８：Ａ／Ｄ変換器、１３０：メモリ制御部、１３２：メインメモリ、１３
４：デジタル信号処理部、１３６：圧縮伸張処理部、１３８：積算部、１４０：メモリ制
御部、１４２：記録媒体、１４４：表示制御部、１４６：表示部、１５０：発光部、１５
２：受光部、１６０：参照値算出部、１６２：参照値平滑化部、１６４：全焦点処理部、
１６６：ぼけ強調処理部、１６８：偏角算出部
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