
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
撮像レンズを介して入射され、撮像素子の受光部に結像される光学像を光電変換し、該光
学像に応じた画像信号を出力する撮像装置において、該装置は、
前記受光部にて前記電荷が生成されて、一連の露出期間が経過すると、該撮像素子への入
射光を遮光して該露出期間を終了させるシャッタ手段と、
前記撮像素子から出力される画像信号を記憶する記憶手段と、
該撮像装置の動作を制御する制御手段であって、被写界を静止画撮像するための露光量を
決定する制御手段と、
前記記憶手段から読み出される画像信号を合成する合成手段とを含み、
前記制御手段は、
前記入射光に応じた第１の露出値と第１の露出値よりも低い露出になる第２の露出値とを
決定する露出値決定手段と、
第１および第２の露出値にそれぞれ応じた第１および第２の期間を含む前記露出期間にて
、前記光学像を前記光電変換させる露出制御手段と、
前記露出期間中の第１の期間に応じたタイミングで、前記受光素子にて生成および蓄積さ
れた電荷を該撮像素子の転送路にシフトさせる第１の読出制御手段であって、該電荷に応
じた第１の信号を該撮像手段より出力させる第１の読出制御手段と、
前記露出期間を終了させる際、前記シャッタ手段を制御して前記入射光を遮光させ、第１
の期間に続く第２の期間を終了させる遮光制御手段と、
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第１の読出制御手段にて第１の画像信号が前記撮像素子より出力されると、第２の期間に
て生成された電荷に応じた第２の信号を該撮像素子より出力させる第２の読出制御手段と
、
第１および第２の信号の露光量比を算出する比率算出手段と、
前記露光量比に応じて第２の信号のレベルを補正する補正手段とを含み、
前記合成手段は、第１の信号および前記補正された第２の信号に応じた画像信号を前記露
出期間における１コマの画像を表す画像信号として出力する手段を含むことを特徴とする
撮像装置。
【請求項２】
請求項１に記載の装置において、前記制御手段は、前記露光量比に応じた補正係数を算出
する係数算出手段を含み、
前記補正手段は、第２の信号のレベルを前記補正係数に応じて補正し、
前記合成手段は、前記記憶手段から読み出される第１の信号および前記補正手段にて補正
された第２の信号のいずれかを選択して出力することを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
請求項１に記載の装置において、前記制御手段は、前記第１の信号における非飽和領域を
選択する領域選択手段を含み、
前記比率算出手段は、前記非飽和領域に対応する第１の信号と、該非飽和領域に対応する
第２の信号とのそれぞれの積算値の比率を前記露光量比として算出することを特徴とする
撮像装置。
【請求項４】
請求項２に記載の装置において、前記係数算出手段は、前記撮像素子より出力される画像
信号に基づいて測光条件を決定する際のレベル最適化情報に基づいて、前記第１の信号の
レベルを補正する第１の補正係数を算出する手段と、前記露光量比と第１の補正係数に基
づいて第２の信号のレベルを補正する第２の補正係数を算出する手段とを含み、
前記補正手段は、第１の補正係数に従って第１の信号のレベルを補正し、第２の補正係数
に従って第２の信号のレベルを補正し、
前記合成手段は、前記補正手段にて補正された第１および第２の信号を合成することを特
徴とする撮像装置。
【請求項５】
請求項１に記載の装置において、前記比率算出手段は、
前記撮像素子から出力される第１および第２の信号をそれぞれ複数の分割領域のブロック
データに分割する分割領域作成手段と、
前記ブロックデータのレベルを積算して前記分割領域ごとの積算値を第１および第２の信
号について算出する積算手段と、
第１の信号から得られる前記分割領域の積算値に基づいて、該分割領域が飽和状態である
か否かを判定する飽和判定手段と、
該飽和判定手段の判定結果に従って、非飽和領域の前記積算値の合計値を第１および第２
の信号ごとに算出する領域値算出手段とを含み、
前記比率算出手段は、前記領域値算出手段にて算出された第１および第２の信号ごとの合
計値の比率を算出することを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
請求項５に記載の装置において、前記分割領域作成手段は、静止画撮影に先立って、前記
撮像素子から出力される画像信号を前記複数の分割領域に分割し、
前記露出値決定手段は、前記分割領域作成手段にて分割された分割領域ごとのブロックデ
ータに基づいて、前記第１および第２の露出値を決定することを特徴とする撮像装置。
【請求項７】
請求項１に記載の装置において、該装置は、静止画撮影を行う際、前記被写界に対し、照
明としての光を照射する発光手段を含み、
前記露出制御手段は、第１の露出値に応じた光量を第１の期間にて前記被写界に向けて前
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記発光手段から発光させ、第２の露出値に応じた光量を第２の期間にて前記被写界に向け
て発光させることを特徴とする撮像装置。
【請求項８】
撮像レンズを介して入射され、撮像素子の受光部に結像される光学像を光電変換し、該光
学像に応じた画像信号を出力させる撮像制御方法において、該方法は、
前記受光部にて前記電荷が生成されて、一連の露出期間が経過すると、該撮像素子への入
射光を遮光して該露出期間を終了させる遮光工程と、
前記撮像素子から出力される画像信号を記憶する記憶工程と、
該撮像装置の動作を制御する制御工程であって、被写界を静止画撮像するための露光量を
決定する制御工程と、
前記記憶工程にて記憶した画像信号を合成する合成工程とを含み、
前記制御工程は、
前記入射光に応じた第１の露出値と第１の露出値よりも低い露出になる第２の露出値とを
決定する露出値決定工程と、
第１および第２の露出値にそれぞれ応じた第１の期間と、第１の期間に続く第２の期間と
を含む前記露出期間にて、前記光学像を前記光電変換させる露出制御工程と、
前記露出期間中の第１の期間に応じたタイミングで、前記受光素子にて生成および蓄積さ
れた電荷を該撮像素子の転送路にシフトさせる第１の読出制御工程であって、該電荷に応
じた第１の信号を該撮像手段より出力させる第１の読出制御工程と、
第１の読出制御工程にて第１の画像信号が前記撮像素子より出力されると、第２の期間に
て生成された電荷に応じた第２の信号を該撮像素子より出力させる第２の読出制御工程と
、
第１および第２の信号の露光量比を算出する比率算出工程と、
前記露光量比に応じて第２の信号のレベルを補正する補正工程とを含み、
前記合成工程は、第１の信号および前記補正された第２の信号に応じた画像信号を前記露
出期間における１コマの画像を表す画像信号として出力する工程を含むことを特徴とする
撮像制御方法。
【請求項９】
請求項８に記載の方法において、前記制御工程は、前記露光量比に応じた補正係数を算出
する係数算出工程を含み、
前記補正工程は、第２の信号のレベルを前記補正係数に応じて補正し、
前記合成工程は、前記記憶手段から読み出される第１の信号および前記補正工程にて補正
された第２の信号のいずれかを選択して出力することを特徴とする撮像制御方法。
【請求項１０】
請求項８に記載の方法において、前記制御工程は、前記第１の信号における非飽和領域を
選択する領域選択工程を含み、
前記比率算出工程は、前記非飽和領域に対応する第１の信号と、該非飽和領域に対応する
第２の信号とのそれぞれの積算値の比率を前記露光量比として算出することを特徴とする
撮像制御方法。
【請求項１１】
請求項９に記載の方法において、前記係数算出工程は、前記撮像素子より出力される画像
信号に基づいて測光条件を決定する際のレベル最適化情報に基づいて、前記第１の信号の
レベルを補正する第１の補正係数を算出する工程と、前記露光量比と第１の補正係数に基
づいて第２の信号のレベルを補正する第２の補正係数を算出する工程とを含み、
前記補正工程は、第１の補正係数に従って第１の信号のレベルを補正し、第２の補正係数
に従って第２の信号のレベルを補正し、
前記合成工程は、前記補正工程にて補正された第１および第２の信号を合成することを特
徴とする撮像制御方法。
【請求項１２】
　請求項８に記載の方法において、前記比率算出工程は、
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　前記撮像素子から出力される第１および第２の信号をそれぞれ複数の分割領域のブロッ
クデータに分割する分割領域作成工程と、
　前記ブロックデータのレベルを積算して前記分割領域ごとの積算値を第１および第２の
信号について算出する積算工程と、
　第１の信号から得られる前記分割領域の積算値に基づいて、該分割領域が飽和状態であ
るか否かを判定する飽和判定工程と、
　該飽和判定工程の判定結果に従って、非飽和領域の前記積算値の合計値を第１および第
２の信号ごとに算出する領域値算出工程とを含み、
　前記比率算出工程は、前記領域値算出工程にて算出された第１および第２の信号ごとの
合計値の比率を 算出することを特徴とする撮像制御方法。
【請求項１３】
請求項１２に記載の方法において、前記分割領域作成工程は、静止画撮影に先立って、前
記撮像素子から出力される画像信号を前記複数の分割領域に分割し、
前記露出値決定工程は、前記分割領域作成工程にて分割された分割領域ごとのブロックデ
ータに基づいて、前記第１および第２の露出値を決定することを特徴とする撮像制御方法
。
【請求項１４】
請求項８に記載の方法において、該方法は、静止画撮影を行う際、前記被写界に対し照明
としての光を照射する発光工程を含み、
前記露出制御工程は、第１の露出値に応じた光量を第１の期間にて前記被写界に向けて前
記発光工程にて発光させ、第２の露出値に応じた光量を第２の期間にて前記被写界に向け
て発光させることを特徴とする撮像制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、撮像素子に結像される光学像を光電変換して、光学像に応じた画像信号を出力
する撮像装置および撮像制御方法に係り、静止画撮影する際に、撮像素子のダイナミック
レンジを拡大した画像信号を出力する撮像装置および撮像制御方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、 CCD 電荷転送路や MOS 型半導体を用いた固体撮像素子の受光部にて光電変換された
電荷を読み出し、被写界に応じたディジタル画像データを生成するディジタルカメラが普
及している。このような固体撮像素子では、さらに画素数が多く高精細な映像および画像
を得たいという市場の要求から、最近では画素数が 200 万画素を超えるカラー撮像素子を
採用したディジタルスチルカメラが一般向けに提供されている。
【０００３】
このような高画素密度化に伴って、撮像素子の撮像面は、より大きくなるのではなく、歩
留まり等の向上のため逆に小さいサイズにて構成されることが多い。この結果、カメラに
備えられる撮像レンズの光学系がより小さい部材で構成することができ、カメラ全体の小
型軽量化に寄与されている。
【０００４】
このような高画素密度を実現する撮像素子では、それに応じて光電変換を行うフォトダイ
オードによる受光部の面積および容積も低容量化するため、撮像素子にて発生するノイズ
を減らして高 S/N 化を計り、低輝度から高輝度まで幅広く再現可能なように高ダイナミッ
クレンジ化を行うことが必要となってきている。
【０００５】
しかしながら、受光部面積の減少によって、生成される電荷は少なくなり、また、受光部
に蓄積される電荷は、受光部容積の減少に応じて少なくなるという問題があって、とくに
高画素密度の撮像素子において、ダイナミックレンジを飛躍的に拡大させることは困難で
あった。
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【０００６】
そこで、たとえば、テレビジョン学会技術報告 (ITE Technical Report Vol.20, No.23, P
P.43～ 48, 1996年３月 19日発表 ) の” 1/4 型 33万画素全画素読み出し方式 CCD 撮像素子”
では、プログレッシブスキャン（全画素読出し）方式の固体撮像素子において、最大飽和
電荷量を向上させるとともに、一方は IT-CCDと同様の情報を、他方は短時間露光の情報を
垂直転送路に同時に転送し、これら２種類の異なった情報を外部回路で合成する旨が記載
されていた。また、特開平 6-141229号公報には、電荷蓄積期間の異なる２枚以上の画像を
撮像し、その画像信号を加算して高ダイナミックレンジの合成画像を作成する発明の高ダ
イナミックレンジ撮像装置が開示されていた。また、特許第 2755366 号の特許公報には、
短い第１露出時間と、それよりも比較的長い第２露出時間とで撮像した画像データを組み
合わせることにより画像検出アレイのダイナミックレンジを拡大した電子カメラが記載さ
れていた。また、特公平 7-97841 号公報には、露光量の異なる複数の画面の各部分の信号
レベルから、適正レベルの画面部分を選択して、適正レベルの画面部分を合成した合成画
像を形成する撮像装置が記載されていた。
【０００７】
このように従来は、 CCD の電子シャッタ機能による露光時間を変えて、１フィールド期間
内に２回の撮像を行い、これを合成して高ダイナミックレンジを実現していた。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来技術では、ダイナミックレンジの拡大は見込めるものの、高速シャッ
タによる撮像信号に対し、スメアが大きく発生し、しかもその高速シャッタによる撮像信
号はゲインアップされるため、合成後の画像が劣化するという問題があった。具体的には
、短い開放時間の高速シャッタによる第１の撮像信号が垂直転送路を転送されている際に
、長い開放時間の第２の撮像が行われると、この第２の露光中によって垂直転送路に漏れ
だした電荷が、第１の撮像信号に混合されてしまってスメアが発生する。これはとくに、
第２の露光における露光量が大きく設定されている場合では、より顕著であった。
【０００９】
また、２つの撮像画像を合成する際には、シャッタ開放時間の比に応じて、出力信号のレ
ベル補正を行って合成していたので、正確に補正することは困難であった。たとえば、こ
れら露出をメカニカルシャッタで、正確なシャッタ速度にて行おうとすると、精度の高い
シャッタ開閉機構が必要となり、また、その安定性を保つためにはその機構部分が複雑な
構成となって、小型軽量な構成にて容易に携行可能なカメラにとっては現実的ではなかっ
た。
【００１０】
また、撮影時の露光条件を適切に決定した場合であっても、被写界の状態によっては、部
分的にシャドー領域やハイライト領域が含まれ、とくにハイライト領域では、被写体輝度
や撮像素子自体のバラツキにより、撮像素子の受光部が飽和状態となっている場合がある
ので、単純な２画像の合成では、良好な処理画像が得られるとは限らなかった。
【００１１】
本発明はこのような従来技術の欠点を解消し、スメアの影響が少ないように撮像を行って
、適切にダイナミックレンジが拡大された画像信号を得ることのできる撮像装置および撮
像制御方法を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は上述の課題を解決するために、撮像レンズを介して入射され、撮像素子の受光部
に結像される光学像を光電変換し、光学像に応じた画像信号を出力する撮像装置において
、この装置は、受光部にて電荷が生成されて、一連の露出期間が経過すると、撮像素子へ
の入射光を遮光して該露出期間を終了させるシャッタ手段と、撮像素子から出力される画
像信号を記憶する記憶手段と、撮像装置の動作を制御する制御手段であって、被写界を静
止画撮像するための露光量を決定する制御手段と、記憶手段から読み出される画像信号を
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合成する合成手段とを含み、制御手段は、入射光に応じた第１の露出値と第１の露出値よ
りも低い露出になる第２の露出値とを決定する露出値決定手段と、第１および第２の露出
値にそれぞれ応じた第１および第２の期間を含む露出期間にて、光学像を光電変換させる
露出制御手段と、露出期間中の第１の期間に応じたタイミングで、受光素子にて生成およ
び蓄積された電荷を撮像素子の転送路にシフトさせる第１の読出制御手段であって、電荷
に応じた第１の信号を撮像手段より出力させる第１の読出制御手段と、露出期間を終了さ
せる際、シャッタ手段を制御して入射光を遮光させ、第１の期間に続く第２の期間を終了
させる遮光制御手段と、第１の読出制御手段にて第１の画像信号が撮像素子より出力され
ると、第２の期間にて生成された電荷に応じた第２の信号を撮像素子より出力させる第２
の読出制御手段と、第１および第２の信号の露光量比を算出する比率算出手段と、露光量
比に応じて第２の信号のレベルを補正する補正手段とを含み、合成手段は、第１の信号お
よび補正された第２の信号に応じた画像信号を露出期間における１コマの画像を表す画像
信号として出力する手段を含むことを特徴とする。
【００１３】
また、本発明は上述の課題を解決するために、撮像レンズを介して入射され、撮像素子の
受光部に結像される光学像を光電変換し、光学像に応じた画像信号を出力させる撮像制御
方法において、この方法は、受光部にて電荷が生成されて、一連の露出期間が経過すると
、撮像素子への入射光を遮光して露出期間を終了させる遮光工程と、撮像素子から出力さ
れる画像信号を記憶する記憶工程と、撮像装置の動作を制御する制御工程であって、被写
界を静止画撮像するための露光量を決定する制御工程と、記憶工程にて記憶した画像信号
を合成する合成工程とを含み、制御工程は、入射光に応じた第１の露出値と第１の露出値
よりも低い露出になる第２の露出値とを決定する露出値決定工程と、第１および第２の露
出値にそれぞれ応じた第１の期間と、第１の期間に続く第２の期間とを含む露出期間にて
、光学像を前記光電変換させる露出制御工程と、露出期間中の第１の期間に応じたタイミ
ングで、受光素子にて生成および蓄積された電荷を撮像素子の転送路にシフトさせる第１
の読出制御工程であって、電荷に応じた第１の信号を撮像手段より出力させる第１の読出
制御工程と、第１の読出制御工程にて第１の画像信号が撮像素子より出力されると、第２
の期間にて生成された電荷に応じた第２の信号を撮像素子より出力させる第２の読出制御
工程と、第１および第２の信号の露光量比を算出する比率算出工程と、露光量比に応じて
第２の信号のレベルを補正する補正工程とを含み、合成工程は、第１の信号および補正さ
れた第２の信号に応じた画像信号を露出期間における１コマの画像を表す画像信号として
出力する工程を含むことを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
次に添付図面を参照して本発明が適用されたディジタルカメラの一実施例を詳細に説明す
る。図２を参照すると、本実施例におけるディジタルスチルカメラ 10のブロック図が示さ
れている。このカメラ 10は、撮像レンズ 12および機械式シャッタ 14を介して撮像素子 16の
撮像面に結像される被写界像を撮像し、この撮像に応じた画像データを生成して出力する
撮像装置である。本実施例におけるカメラ 10は、撮像素子 16を電子シャッタ制御により駆
動し、また、機械式シャッタ 14に対して開閉制御を行って、これら露光制御によって一連
の露出期間Ｔを規定する。カメラ 10の撮像素子 16は、露出期間Ｔにて生成される電荷に応
じた画素信号を出力し、その画像信号を処理して、撮像素子 16が本来有するダイナミック
レンジを拡大した１コマの静止画像信号を生成する。なお、以下の説明において本発明に
直接関係のない部分は、図示およびその説明を省略し、また、信号の参照符号はその現わ
れる接続線の参照番号で表わす。
【００１５】
本実施例における撮像素子 16は、その撮像面に原色カラーフィルタが被着されたカラー撮
像素子であり、全画素読出方式の IT-CCD (Interline Transfer CCD) である。図３に示す
ように、撮像素子 16は、水平 (H) および垂直 (V) 方向の２次元に配列された受光部 (PD) 1
8 により各正方画素を形成し、受光部 18への照射光量に応じた電荷が生成される。この受
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光部 18は、フォトダイオード等の光電変換素子にて形成されている。受光部 18にて生成さ
れる電荷は、タイミング制御部 20より撮像素子 16に供給されるフィールドシフトパルスお
よび転送パルス等の撮像素子 16を駆動する駆動信号 100 によって、対応の垂直転送路 (VCC
D) 22 に転送され、さらに水平転送路 (HCCD) 24 に転送された後、出力アンプ 26を通して
電荷に応じた画素信号が出力 102 から出力される。これら転送路 22,24 は、電荷結合素子
 (CCD)にて形成されている。
【００１６】
撮像レンズ 12および撮像素子 16間の光路に配設される機械式シャッタ 14は、シャッタパル
ス 100 に応動して、光路を遮断し、開口部が閉状態となる遮光機能を有する光学シャッタ
である。本カメラ 10における機械式シャッタ 14は、たとえば、動画表示モードが設定され
るか、もしくは操作部 28に配設されたレリーズ釦（図示せず）が半押し状態に操作される
と、タイミング制御部 20より供給されるシャッタパルスに応動して開口部が開放状態に制
御される。そして、レリーズ釦が全押し状態となるとタイミング制御部 20より供給される
シャッタパルス 100 に応動してその開口部を閉じ、レリーズ操作に応じた所望の１コマの
静止画撮影時における露出期間Ｔを終了させる。露出期間Ｔが開始するタイミングは、レ
リーズ釦が全押しされて所定の撮影調整を行った後、受光部 18および各転送路に存在する
電荷の掃出処理が完了した時点であり、この時点から機械式シャッタ 14の開口部が閉成完
了した時点までに各受光部 18にて生成されて蓄積される電荷が１コマの画像を形成する。
したがって、機械式シャッタ 14の閉成で露出期間Ｔが終了する。なお、機械式シャッタ 14
が撮像レンズ 12のアフォーカル部に配設される場合には、シャッタ機構に開口量可変の明
るさ絞り機構を持たせて、撮像素子 16への入射光量を調節可能にするとよく、また、アイ
リス絞りを別に設けて測光値に応じた露光量制御を行ってもよい。また、図示はしていな
いが撮像素子 16の前面には、光学ローパスフィルタが備えられており、光学ローパスフィ
ルタは、たとえば入射する光束を異常屈折させて光学像の空間周波数を制限した光学像を
結像させる。
【００１７】
本実施例における露出期間Ｔおよび撮像素子 16の駆動制御について図１を参照して詳細に
説明する。タイミング制御部 20は、レリーズ釦が半押しされたか、もしくは動画表示モー
ドが設定されたことを、制御部 30から通知される制御信号によって認識すると、撮像素子
16を駆動する駆動信号を生成して、連続する複数フレームの画像信号を撮像素子 16から出
力させる。このときタイミング制御部 20は、機械式シャッタ 14を開放状態に制御するシャ
ッタパルスを機械式シャッタ 14に出力する。タイミング制御部 20は、撮像素子 16の受光部
18にて変換および蓄積される電荷を所定の期間ごとに転送させる垂直および水平転送パル
スを撮像素子 16に供給して、その出力 102 から画素信号を出力させる。このようにして出
力される複数フレームの画素信号によって、たとえばレリーズ釦の半押し状態にて自動焦
点調節処理や明るさ制御、さらには自動ホワイトバランス調整処理などの撮像調節が行わ
れる。また、動画表示モードでは、出力される画素信号を処理して不図示の表示装置に出
力する表示画像データを生成し、連続フレームの撮像画像を表示させることにより、電子
ファインダ機能が実現する。
【００１８】
ついで、タイミング制御部 20は、レリーズ釦が全押しされたことを制御部 30からの制御信
号によって認識すると、撮像素子 16を駆動する駆動信号を生成して、所定期間連続する複
数フレームの画像信号を撮像素子 16から出力させる。このようにして出力される複数フレ
ームの画素信号によって、静止画像撮影用の撮像調節処理が行われる。たとえば制御部 30
は、出力される画素信号に基づいて算出される被写界に応じて決定される露光量を露光量
制御部 38より入力し、露光量に応じたシャッタ速度および絞り値をタイミング制御部 20に
設定する。タイミング制御部 20は、決定されたシャッタ速度に応じて撮像素子 16を駆動す
る駆動信号を生成する。このような撮像調整処理が完了すると、タイミング制御部 20は、
掃出パルスを撮像素子 16に供給し、撮像素子 16はこの掃出パルスに応動して、受光部 18に
存在する電荷を基板抜きして消滅させる。その後、タイミング制御部 20は掃出パルスの出
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力を停止し、静止画像撮影の露出期間Ｔを開始させる。
【００１９】
タイミング制御部 20は、露出期間Ｔを終了させる際に、機械式シャッタ 14の開口部を閉成
させるシャッタパルスをシャッタ 14に出力し、撮像素子 16に被写界からの光が入射されな
いように遮光状態に制御する。シャッタ 14の開口部が所定の動作遅延αの後に完全に閉じ
られると実際の露出期間Ｔが終了する。
【００２０】
この露出期間Ｔ内において、タイミング制御部 20は、受光部 18にて生成されている電荷を
全露出期間Ｔの途中で読み出す第１の読出パルスを生成する。撮像素子 16は、この第１の
読出パルスに応動して、受光部 18にてそれぞれ生成蓄積された電荷を対応の垂直転送路 22
にフィールドシフトする。この時点までの露出期間 T1にて生成された電荷は、撮像素子 16
に入力されるタイミング制御部 20からの転送パルスによって垂直転送路 22から水平転送路
24に転送され、水平転送路 24をさらに転送されて、出力アンプ 26の出力 102 から画素信号
が順次出力される。この露出期間 T1後についても、受光部 18への入射光に応じた電荷が引
き続き生成されており、露出期間 T1終了からシャッタパルスによって機械式シャッタ 14が
閉成されるまでの露出期間 T2にて生成される電荷は、信号出力期間 S1の終了後にタイミン
グ制御部 20より出力される第２の読出パルスによって垂直転送路 22にフィールドシフトさ
れて、各転送路 22,24 および出力アンプ 26を通して読み出され、出力 102 から画素信号が
信号出力期間 S2にて順次出力される。
【００２１】
垂直および水平転送路上の電荷がすべて出力されて、信号出力期間 S2が終了すると、タイ
ミング制御部 20は、機械式シャッタ 14を開放させて動画表示モードに復帰し、モードに応
じたタイミング制御および駆動制御を再開して次の撮影に備える。動画表示モードが設定
されていない場合にはレリーズ釦の半押し状態でシャッタ 14を開放させる。なお、露出期
間Ｔにおける露出期間 T1および期間 T2は、期間 T1では撮像画像信号に基づいて、所定の AE
アルゴリズムに応じた適切な露出値により、その時間が決定されている。しかし、画像信
号内の部分的な領域、たとえば、その高輝度部分にて撮像素子 16の電荷生成量が飽和状態
となっている場合があるので、期間 T2は、期間 T1よりも、数 EV、たとえば、２ EVないし３
EVさらには４ EV程度低くなるような露出値に応じた時間が設定される。したがって、期間
T2は期間 T1よりも短い期間に設定される。この結果、信号出力期間 S1の部分的なタイミン
グにて、露出期間 T2における電荷生成が受光部 18にて行われているが、この電荷生成に応
じて発生するスメアの影響を、そのとき転送中の電荷に大きく与えることが防止される。
なお、本実施例では、露出期間 T2を期間 T1よりも短い時間に設定しているが、これに限ら
ず、たとえばこれら期間を同じ時間に設定して、さらに露出期間 T2での電荷生成の際には
、明るさ絞りの値を大きな値に変更し、撮像素子 16への受光量を減少させるようにして光
量制御を行ってもよい。また、本実施例では、自動露出調整により露出期間 T1を決定して
いるがこれに限らず、たとえば操作部 28に対する操作に応じてマニュアル設定される期間
を露出期間 T1とし、これに応じて少ない露光量とする露出期間 T2を決定してもよい。
【００２２】
このように本実施例では、露出期間Ｔ内において、電荷掃き出し完了から開始される電子
シャッタ制御の露出期間 T1にて生成された電荷を読み出し、続く露出期間 T2を機械式シャ
ッタ 14の閉成によって確定しており、さらにこれら露出期間 T1,T2 は、露出期間 T2が期間
T1よりも短い時間に設定されて、期間 T2における露光量が期間 T1のときのそれよりも小さ
くなるように制御している。
【００２３】
撮像素子 16の出力 102 には、相関二重サンプリング (CDS) 回路 32が接続され、 CDS 回路 32
は、入力 104 に入力するサンプリングパルスおよびリセットパルスによって画素信号 100 
を相関二重サンプルしてリセット雑音を減少させて出力 106 に出力する。アナログ・ディ
ジタル変換部 (ADC) 34は、 CDS 回路 30の出力 106 をディジタル信号に変換する変換回路で
あり、本実施例では入力 108 に入力される画素クロックに応動して画素信号 106 を 10ビッ
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ト精度のディジタル画像信号に変換する。 ADC 34の出力 110 は、一方はメモリ 36に接続さ
れ、他方は露光量制御部 38に接続されている。
【００２４】
メモリ 36は、入力 110 に現れる画像データを記憶する記憶回路である。本実施例における
メモリ 36は、撮像素子 16の信号出力期間 S1および S2にて出力される１コマ分の画像データ
を格納するフレームメモリを有し、出力期間 S1にて蓄積した画像データ (S1 )を出力 112 に
出力し、出力期間 S2にて蓄積した画像データ (S2 )を出力 114 に出力する。メモリ 36の出力
112 は、レベル補正部 40のレベル補正回路 40a に接続され、出力 114 はレベル補正回路 40
b に接続されている。
【００２５】
レベル補正部 40は、信号出力期間 S1にて蓄積された画像データ (S1 ) 112と、信号出力期間
S2にて蓄積された画像データ (S2 ) 114とのそれぞれの信号レベルを補正する補正処理部で
ある。レベル補正部 40は、ディジタル値にて表される画像データ (S1 ),(S2 ) の値を露光量
制御部 38から供給される補正信号 k1 ,k2  に従ってそれぞれ補正する。具体的には、一方の
レベル補正回路 40a は、画像データ (S1 ) 112と補正信号 k1とを乗算し、その乗算結果 (k1 *
S1 ) を出力 116 に出力する。他方のレベル補正回路 40b は、画像データ (S2 ) 114と補正信
号 k2とを乗算し、その乗算結果 (k2 *S2 ) を出力 118 に出力する。これら出力 116,118 は、
レベル補正部 40の出力を構成し、それぞれ合成処理部 42に接続されている。
【００２６】
ADC 34の出力 110 に接続される露光量制御部 38は、動画表示モードにおける表示期間およ
び撮像調整期間 T0にて撮像される画像データ 110 に基づいて、被写界の輝度を測光する機
能を有する。具体的には露光量制御部 38は、図４に示すように、たとえば、撮像画面 50に
縦横各々８ブロックの合計 64ブロックからなる複数の分割領域 52を設定し、撮像画面 50の
各分割領域 52に対応する画像データの値に基づいて、動画モードにて明るさ制御を行うた
めの測光値や、被写界を適正な露出で静止画撮像するための測光値を算出する。たとえば
、露光量制御部 38は、評価測光モードが設定されると、複数の分割領域 52で所定の測光エ
リアをそれぞれ形成し、各測光エリアごとの明るさを表す信号レベルを積算する。次いで
露光量制御部 38は、そのエリアごとの積算値にそれぞれ重み付けして、画像データに応じ
た測光値を決定する。露光量制御部 38は、決定した測光値に応じて光量制御を行う絞り値
およびシャッタ速度を、絞り優先 AEモードおよびプログラム AEモード等の AEモードに応じ
て決定して、露出期間Ｔを規定する期間 T1,T2 を示す露光制御情報を制御部 30に出力する
。さらに露光量制御部 38は、撮像素子 16の信号出力期間 S1 ,S2  にてそれぞれメモリ 36に格
納される画像データ (S1 ),(S2 ) を入力し、静止画撮影したこれらの画像データに基づいて
、各画像データ (S1 ),(S2 ) の信号レベルを補正するための実際の露光量比ｍを求める機能
を有している。これらの機能によりシャッタ制御に応じた露出期間 T1,T2 の情報を使用せ
ずに、実際の露光量比ｍを求めているから、たとえば、機械式シャッタ 14の動作時間にバ
ラツキが生じていたとしても、正確な露光量比ｍを算出することができる。したがって、
機械式シャッタ 14の精度を高めるための過剰な機構が不要である。
【００２７】
この露光量制御部 38の詳細構成を、図５を参照して説明すると、露光量制御部 38は、 ADC 
34の出力 110 に接続された分割領域作成部 500 を有し、分割領域作成部 500 は、撮像画面
50を複数の分割領域（ブロック） 52に分割し、分割されたブロック 52ごとの画像データを
生成する機能部である。
【００２８】
レベル検出部 502 は、分割領域作成部 500 にて生成されたブロックごとの画像データの表
す信号レベルを検出する機能部である。レベル検出部 502 は、検出したブロックのタイミ
ングを測光条件決定部 504 に出力し、ブロックごとの画像データの値を積算処理部 506 に
供給する。
【００２９】
測光条件決定部 504 は、領域指定部 508 より供給される領域情報と、測光モード指定部 51
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0 より供給される測光指定情報とに基づいて、測光対象となるブロックに基づいて露出値
を算出するためのブロック指定情報と、使用されるブロックに対する重み付けを指定する
重み情報とを生成する。測光条件決定部 504 は、生成したブロック選択情報と重み情報と
を露出値算出部 512 に供給する。
【００３０】
領域指定部 508 は、指示入力部 514 より通知される測光エリア指定情報に応じたブロック
を示す領域情報を生成して測光条件決定部 504 に供給する。なお、領域指定部 508 は、制
御部 30にて決定されるフォーカシングエリアに応じた領域情報を生成して、測距エリアに
応じた領域を指定するようにしてもよい。
【００３１】
測光モード指定部 510 は、指示入力部 514 より通知される測光モード指定情報に従って、
その測光モードが評価測光であるか、平均測光であるか、もしくはスポット測光であるか
等を示す測光指定情報を生成して測光条件決定部 504 に供給する。測光条件決定部 504 は
、これら情報に基づいて、領域情報にて指定される各ブロックに対し、測光指定情報に応
じた重み付けを行う重み情報を生成し、さらに、被写界を撮像して得られる各ブロックの
レベルの積算値が、撮像画像にとって最適な値となるようにするための判断を、レベル検
出部 502 から送られるブロックごとの画像データに基づいて行う。
【００３２】
たとえば、測光条件決定部 504 は、ブロックの輝度レベルや色情報、さらにはコントラス
トなどを勘案して、絵柄に応じて測光に使用するブロックを選択したり、選択したブロッ
クに対する評価の重みを加減したりして、各ブロックのレベルの積算値が、撮像画像にと
って最適な値となるようにする測光条件を決定する。さらに測光条件決定部 504 は、この
ようにして決定した測光条件を表すレベル最適化情報を補正係数 k1算出部 516 に供給する
。
【００３３】
レベル検出部 502 の出力に接続された積算処理部 506 は、入力される各色成分 RGB の画素
データの値をそれぞれ１ブロックごとに積算し、その演算結果であるブロックごとの積算
値を切替処理部 518 に色成分ごとに出力する。
【００３４】
切替処理部 518 は、制御入力 520 に入力される動作モード情報に応動して、動作モードに
応じて切り換える入力選択機能を有する。切替処理部 518 は、動画モードおよび撮像調整
期間 T0では、積算処理部 506 の出力を露出値算出部 512 に接続してブロックごとの積算値
を露出値算出部 512 に供給し、撮像調整期間 T0が終了した露出期間Ｔでは、積算処理部 50
6 の出力を飽和判定部 522 および領域選択部 524 に接続して、ブロックごとの積算値をこ
れら機能部 522,524 に供給する。
【００３５】
露出値算出部 512 は、測光条件決定部 504 より供給されるブロック選択情報と重み情報と
に基づいて、被写界を静止画撮像するための最適な露出値（ EV値）を決定する機能部であ
る。露出値算出部 512 は、ブロック選択情報に対応するブロックの積算値に重み情報を乗
算して、測光モードおよび測光エリアに応じた露出値を算出する。露出値算出部 512 の出
力は補正処理部 526 に接続され、補正処理部 526 は、指示入力部 514 から与えられる補正
情報に従って、算出された露出値をプラスもしくはマイナス方向に露出補正する。補正処
理部 526 は、補正された露出値を露光制御部 528 に出力する。
【００３６】
露光制御部 528 は、指示入力部 514 から通知される AEモード情報に従って、算出および補
正された露出値に応じた露出期間 T1と、その露出値よりも数 EV程度マイナス補正した露出
期間 T2とを決定して、１コマの静止画像撮影時における撮像素子 16への全体の露出期間Ｔ
を規定する。露光制御部 528 は、測光条件に応じた適切な露光値に応じた露出期間 T1に加
えて、露出期間 T2の分だけ露出時間を延長させて、一連の撮像期間にて撮像素子 16にて電
荷を生成させる露光量制御を行う。露光制御部 528 は、たとえば、評価測光により決定さ
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れる適正露出時における撮像画像のハイライト部分のうち、撮像素子 16の受光部 18にて飽
和レベルとなっている高輝度部分についてさらに階調が得られるように、露出期間 T1をた
とえば 1/2 以下に切りつめた期間、つまり１～数 EV以上のマイナス補正に対応する露出期
間 T2を設定する。露光制御部 528 は、決定した露出期間 (T1,T2) および絞り値 (F) を示す
露光制御情報を制御部 30（図２）に出力する。また、露光制御部 528 は、 AEモードに応じ
て絞り値を決定することにより、撮像素子 16への露光量を制御するとともに、たとえば発
光部 54（図２）における閃光発光光量およびその発光時間を必要に応じて決定し、発光光
量制御情報を制御部 30に出力してもよい。
【００３７】
指示入力部 514 は、制御部 30から通知される制御信号に応じた制御情報を各部に伝達する
機能部である。指示入力部 514 は、制御部 30より供給される測光エリア情報を領域指定部
508 に通知し、また、測光モード情報を測光モード指定部に通知し、さらに補正情報を補
正処理部 526 に通知する。また、指示入力部 514 は、 AEモードを露光制御部 528 に通知す
る。
【００３８】
切替処理部 518 の他方の出力に接続された飽和判定部 522 は、入力されるブロックごとの
積算値に基づいて、そのブロックが撮像素子 16の飽和レベルにあるか否か、つまりそのブ
ロックにて白飛びが発生しているか否かを判定する機能部である。この飽和レベルは、撮
像素子 16の実際の飽和レベルのバラツキを勘案して、設計上想定される飽和レベルよりも
低いレベルに設定される。飽和判定部 522 は、白飛びが発生しているブロックを検出する
と、飽和状態を示す飽和情報を生成して領域選択部 524 に出力する。
【００３９】
領域選択部 524 は、入力されるブロックごとの積算値のうち、飽和状態ではないブロック
、つまり非飽和状態の正常なブロックの積算値を、上述の飽和情報に基づいて選択し、選
択した積算値を領域値算出部 530 に出力する機能部である。
【００４０】
領域値算出部 530 は、正常ブロックの積算値を合計する機能部である。詳しくは、露出期
間 T1にて電荷生成されて撮像素子 16より出力された画素信号 (S1 )と、露出期間 T2にて電荷
生成されて撮像素子 16より出力された画素信号 (S2 )とをそれぞれ別個に合計し、露出期間
T1にて非飽和露光されたブロック (Ia+Ib+Ic+...)の積算値の各露出期間ごとの総計Σ S1 , 
Σ S2をそれぞれ算出する。領域値算出部 530 は、算出した積算値総計Σ S1  (I1a+I1b+I1c+
...), Σ S2  (I2b+I2b+I2b+...)を比率算出部 532 に出力し、比率算出部 532 は、入力され
る積算値総計Σ S1と積算値総計Σ S2との比率ｍを算出する機能部である。これら領域値算
出部 530 と比率算出部 532 との機能により、後に画像信号 S1と画像信号 S2とを合成した際
のリニアリティを確保している。
【００４１】
比率算出部 532 の出力に接続される補正係数 k2算出部 534 は、補正係数 k1算出部 516 から
供給される補正係数 k1と、比率算出部 532 から供給される比率ｍとに基づいて補正係数 k2
を算出する機能部である。本実施例における補正係数 k2算出部 534 は、補正係数 k1と比率
ｍとを乗算して補正係数 k2 (= m× k1 ) を算出し、算出した値をレベル補正部 40のレベル補
正回路 40b に供給する。
【００４２】
測光条件決定部 504 の出力に接続される補正係数 k1算出部 516 は、入力される測光処理の
際に測光条件決定部 504 にて生成されたレベル最適化情報に基づいて補正係数 k1を決定す
る。補正係数 k1算出部 516 は、決定した補正係数 k1を補正係数 k2算出部 534 と、レベル補
正部 40のレベル補正回路 40a とにそれぞれ供給する。
【００４３】
なお、本実施例では、積算処理部 506 における積算処理を撮像素子 16の原色フィルタ配列
RGB に応じた RGB 信号に対し別々にそれぞれ行って、飽和判定部 522 にて RGB ごとに飽和
判定を行い、飽和していないブロックごとの積算値比率を各色成分 RGB ごとに算出する。
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補正係数 k2算出部 534 は、補正係数 k1算出部 516 からの RGB ごとの補正係数 k1 R ,k1 G ,k1 B  
と、 RGB ごとの比率 mR ,mG ,mBとをそれぞれ乗算して、 RGB ごとの補正係数 k2 R ,k2 G ,k2 B  生
成する。
【００４４】
図２に戻って、合成処理部 42は、撮像素子 16の信号出力期間 S1および期間 S2に出力される
画素データをそれぞれ合成する処理部である。本実施例における合成処理部 42は、画素デ
ータ (S1 )の飽和レベルよりも高いレベルを画素データ (S2 )から得られる値を用いて補完し
て出力する機能を有する。詳しくは合成処理部 42は、図６に示すように、撮像素子 16の信
号出力期間 S1にて得られる画素データ (S1  ) と、撮像素子 16の信号出力期間 S2にて得られ
る画素データ (S2 )とをそれぞれ k 1  倍および k2倍した画素データ (k1 S1 )および (k2 S2 )を合
成処理する際に、あらかじめ設定された飽和レベル値を境にして、飽和レベル値未満の画
素データ (k1 S1  ) を出力し、飽和レベル値以上の画素データ (k2 S2 )を出力する。
【００４５】
この合成処理部 42の内部構成を図７に示すと、合成処理部 42は、撮像素子 16の飽和基準レ
ベルを設定する飽和レベル設定部 600 と、設定される基準レベルを撮像素子 16の飽和レベ
ルのバラツキを考慮して、所定レベル低めに基準レベルを補正する補正部 602 と、補正さ
れた飽和レベル値と、入力 116 に入力される画素データ (S1 )116 の値とを比較判定し、画
像データ (S1 )の値が飽和レベル値を超えたか否かを示す判定結果を出力する判定部 604 と
、比較結果に応じて、画像データ (S1 )または画像データ (S2 )を選択して出力 120 に出力す
る選択部 606 とを含む。このように本実施例では、単なる画素データの合成処理ではなく
、信号レベルに応じた画素データの選択処理を行って、飽和状態になっていない適切なレ
ベルの出力信号を得るように構成されている。
【００４６】
なお、レベル補正回路 40a は、信号出力期間 S1の RGB 画素信号の各色成分をそれぞれ k1 R ,
k1 G ,k1 B  倍した画素データ (k1 R S1 ),(k1 G S1 ),(k1 B S1 ) を生成し、レベル補正回路 40b は、
信号出力期間 S2の RGB 画素信号の各色成分をそれぞれ mk1 R ,mk1 G ,mk1 B倍 (mk1 =k2 )した画素
データ (k2 R S2 ),(k2 G S2 ),(k2 B S2 ) を生成する。合成処理部 42は、信号出力期間 S1の RGB 画
素信号に対しレベル補正回路 40a にてそれぞれ k1 R ,k1 G ,k1 B  倍した画素データ (k1 R S1 ),(k

1 G S1 ),(k1 B S1 ) と、信号出力期間 S2の RGB 信号に対しレベル補正回路 40b にてそれぞれ mk

1 R ,mk1 G ,mK1 B倍した画素データ (k2 R S1 ),(k2 G S1 ),(k2 B S1 ) とを合成する。これにより、非
飽和状態の画像データブロックから得られる情報に基づいて、合成処理とホワイトバラン
ス調整処理とを同時に行う。
【００４７】
合成処理部 42の出力 120 は信号処理部 56に接続され、信号処理部 56は、ガンマ補正、輪郭
補正、輝度色差 (YC)変換処理および圧縮符号化処理などの各種のディジタル信号処理を行
う。信号処理部 56にて処理された画像データは、たとえば半導体メモリなどを有するメモ
リカードなどの情報記録媒体に出力されて、画像情報記録領域に記録される。
【００４８】
カメラ 10全体を制御する制御部 30は、中央処理装置 (CPU) およびその周辺回路であり、操
作部 28から伝達される操作情報に従って、カメラ 10の動作モードを設定し、設定モードに
応じた制御および処理を行う。また、制御部 30は、操作部 28のレリーズ釦への操作に応じ
たレリーズ信号をタイミング制御部 20に出力する。
【００４９】
たとえば、制御部 30は、操作部 28への操作状態に応じた測光モード、測光エリア、露出補
正、 AEモードなど決定し、これらを指定する制御情報を生成して露光量制御部 38に出力す
る。また、制御部 30は、露光量制御部 38から供給される露出時間  (T1,T2)、絞り値 (F) な
どの露光量制御情報を入力して、これに応じた制御信号をタイミング制御部 20に出力する
。
【００５０】
また、制御部 30は、撮像される画素データから所定のフォーカシングエリアにおけるコン
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トラスト成分を抽出して、被写界のコントラスト成分に基づいて撮像レンズ 12の焦点位置
を制御するコントラスト検出方式の自動焦点調節機能を有し、たとえば撮像調節期間 T0に
て撮像された画素データを ADC 34より入力し、被写界コントラストが最大を示す焦点位置
に撮像レンズ 12を制御する制御情報を生成する。この制御情報を入力する撮像レンズ 12は
不図示の駆動部により駆動されてそのレンズ位置が調節される。制御部 30に接続される操
作部 28は、電源スイッチ、レリーズ釦およびモード設定ダイヤル等の各操作釦と釦操作を
検出する各スイッチ回路を備え、操作状態に応じた操作検出信号を制御部 30に通知する。
【００５１】
さらに制御部 30は、カメラ 10の動作状態を表示部 58に表示させる機能を有する。たとえば
制御部 30は、操作に応じて設定されている動作モードや撮影可能枚数や被写界の輝度が充
分であるか否かを示す警告表示を、表示部 58に備えられる液晶表示パネルに表示させる。
操作者は、その表示を視認してカメラの動作設定を確認し、必要に応じて各種の設定を変
更することができる。また、制御部 30は、信号処理部 56にて信号処理を行う際の信号処理
パラメータを設定する機能を有する。たとえば制御部 30は、圧縮率を設定する。
【００５２】
以上のような構成で本実施例におけるカメラ 10の動作を説明すると、まず、時刻 t0におい
て、操作部 28のモード設定ダイヤルにて動画表示モードが設定されると、第１回目のシャ
ッタパルスに応動して、機械式シャッタ 14が開放状態に駆動されるとともに、撮像素子 16
が駆動されて、各フレームの画素信号が信号出力期間 S0 0  にて出力される。連続するフレ
ームの画素信号は、相関二重サンプルおよびディジタル信号化され、処理された画像デー
タは、輝度調整処理やピント調整処理等の信号処理が施されて動画像用の撮像調整が行わ
れる。
【００５３】
次いで時刻 t1において、レリーズ釦の全押し状態が検出されると、掃出パルスに応動して
、受光部 18の蓄積電荷が掃き出される。露出期間 T0における電荷掃き出しが完了した時刻
t2になると、受光部 18にて生成および蓄積される電荷が信号出力期間 S0 1  にて読み出され
て、その複数フレームの画素信号が撮像素子 16より出力される。この連続する複数コマの
画素信号に基づいて、静止画用の撮像調節が行われる。この撮像調節が完了すると、時刻
t3から受光部 18における不要電荷の電荷掃き出しが行われる。この掃き出しが時刻 t4にて
完了すると露出期間Ｔのうちの期間 T1が開始される。
【００５４】
この露出期間 T1にて生成されて受光部 18に蓄積される電荷は、時刻 t5に生成される読出パ
ルスによって垂直転送路にフィールドシフトされて、さらに水平転送に転送され、撮像素
子 16より信号出力期間 S1の画素信号 (S1 )として出力される。
【００５５】
この時刻 t5以降の期間 T2にて受光部 18にて引き続き生成される電荷は、信号出力期間 S1終
了後に生成される読出パルスに応動してフィールドシフトされて、撮像素子 16より信号出
力期間 S2の画素信号 (S2 )として出力される。このとき時刻 t6では、シャッタパルスに応動
して機械式シャッタ 14が閉成し、受光部 18は、動作遅延期間α後の時刻 t7にて完全に遮光
状態となる。１画像分の画素信号 (S1 )が撮像素子 16から時刻 t8にて出力完了すると、続く
時刻 t9にて受光部 18に蓄積されている電荷をフィールドシフトする読出パルスが撮像素子
16に与えられ、蓄積された電荷が信号出力期間 S2における画素信号 (S2 )として撮像素子 16
から出力される。
【００５６】
一方、各信号出力期間Ｓにて撮像素子 16より出力された画素信号は、相関二重サンプリン
グされた後に ADC 34に入力される。 ADC 34は、それぞれの期間における画素信号をディジ
タル信号に変換し、変換されたディジタル画像データはメモリ 36および露光量制御部 38に
入力される。
【００５７】
信号出力期間 S0 0 ,S0 1  にて露光量制御部 38に入力された画像データは、分割領域作成部 50
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0 にてブロックデータに分割されてレベル検出部 502 に入力される。測光条件決定部 504 
では、指定される測光モードおよび領域情報に応じた測光条件をレベル検出部 502 からの
信号レベルに応じて設定し、測光条件に対応するブロック選択情報と重み情報とが露出値
算出部 512 に出力される。また、積算処理部 506 では検出された信号レベルをブロックご
とに選択してブロックごとの積算値を算出し、算出された積算値は、切替処理部 518 に入
力される。切替処理部 518 では、制御入力 520 に入力される動作モード情報に従って、時
刻 t3までは、入力される積算値を露出値算出部 512 に出力する。
【００５８】
露出値算出部 512 に入力された各ブロックごとの積算値は、測光条件決定部 504 から供給
される測光条件に従って、これに応じたブロックを選択し、選択したブロックに対して重
み付けを行って、これら処理されたブロックの積算値に応じた露出値を算出する。算出さ
れた露出値が補正処理部 526 に入力されると、補正指示に応じてその値が補正される。補
正された露出値は、露光制御部 528 に入力される。
【００５９】
露光制御部 528 では、供給される露出値と AEモードとに基づいて、これらに応じた露光時
間 (T1,T2) と絞り値 (F) とが決定される。決定されたこれら露出値は、制御部 30に伝達さ
れて、制御部 30は、露出値に応じた制御信号をタイミング制御部 20に出力する。このよう
にして 64分割された撮像画像に基づいて、露出期間 T1および T2が決定されると、上述した
ように時刻 t3にて受光部 18における不要電荷の掃き出しが開始され、掃出処理が完了する
と露出期間Ｔの期間 T1が開始される。
【００６０】
露出期間Ｔが開始されると、その途中の期間 T1が経過した時点で、読出パルスがタイミン
グ制御部 20から撮像素子 16に供給されて、受光部 18にてそれまで蓄積された電荷が各垂直
転送路 22にシフトされる。各垂直転送路 22に移動した電荷は、順次水平転送路 24に向けて
転送され、水平転送路 24から出力アンプ 26を介して画素信号 (S1 )として出力される。期間
T1経過後の露出期間 T2においても、受光部 18にて引き続き電荷の生成および蓄積が受光に
応じて継続されており、時刻 t6にてシャッタパルスが生成されて機械式シャッタ 14が完全
に閉成する時刻 t7にて露出期間 T2が終了する。この間、信号出力期間 S1が続けられており
、時刻 t8にて、各転送路の電荷転送が終了して、１コマの画像を表す画素信号の出力が完
了する（時刻 t8）と、時刻 t9にて、読出パルスが撮像素子 16に供給される。
【００６１】
撮像素子 16では、この静止画撮像における２回目の読出パルスに応動して、受光部 18にて
引き続き生成されて蓄積されている電荷を各垂直転送路 22にシフトし、さらに転送させて
、画素信号 (S2 )として出力する。
【００６２】
こうして撮像素子 16より出力された画素信号 (S1 ),(S2 ) は、相関二重サンプリングされた
後に ADC 34に入力されて、露出期間Ｔにおけるディジタル画像データにそれぞれ変換され
、変換された画像データはメモリ 36および露光量制御部 38に入力される。メモリ 36は、そ
れぞれの信号出力期間 S1,S2 にて入力される画像データ (S1 ),(S2 ) をそれぞれ所定の記憶
領域に格納する。メモリ 36は、制御部 30より供給される読出信号に応動して、画像データ
(S1 )を出力 112 に出力し、画像データ (S2 )を出力 114 に出力する。
【００６３】
信号出力期間 S1,S2 にて撮像素子 16から出力され、 ADC 34にて変換された画像データ (S1 )
,(S2 ) 110 は、それぞれメモリ 36に記憶されるとともに、露光量制御部 38に入力される。
露光量制御部 38の分割領域作成部 500 では、信号出力期間 S 0 1にて入力される画像データ
が複数のブロックにおけるブロックデータに分割されて、レベル検出部 502 にてブロック
内の信号レベルがそれぞれ検出される。検出された各信号レベルが積算処理部 506 に供給
されると、各ブロックごと信号レベルが積算されてその積算値が切替処理部 518 を介して
飽和判定部 522 および領域選択部 524 に供給される。
【００６４】
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画像データ (S1 )から得られるブロックごとの積算値が飽和判定部 522 に入力されると、白
飛びがそのブロックにて発生している飽和状態であるか否かがブロックごとに判定される
。このブロックごとの判定結果は領域選択部 524 に出力され、領域選択部 524 は、信号出
力期間 S1の画素信号から生成されて、順次入力されるブロックごとの積算値を、飽和判定
部 522 からの判定結果に従って選択し、飽和状態と判定されていないブロックの積算値が
選択され、選択された積算値が領域値算出部 530 に供給される。領域選択部 524 では、同
様にして信号出力期間 S2の画素信号 (S2 )から生成されて、順次入力されるブロックごとの
積算値から、飽和判定部 522 からの判定結果に応じたブロックの積算値を選択して、選択
された積算値が領域値算出部 530 に供給される。
【００６５】
このようにして各信号出力期間 S1 ,S2  にて得られる画像データのうち、非飽和状態のブロ
ックから得られる画像データ (S1 )および画像データ (S2 )の各積算値が領域値算出部 530 に
入力されると、これら積算値が各出力期間ごとに合計されて、選択された領域における積
算値の合計、つまり領域値がそれぞれ算出される。
【００６６】
２つの信号出力期間 S1,S2 の画素信号から生成された各領域値は、比率算出部 532 にてそ
れらの比率ｍが計算され、算出された比率ｍは補正係数 k2算出部 534 に入力される。
【００６７】
一方、補正係数 k1算出部 516 では、測光条件決定部 504 から供給されるレベル最適化情報
に従って、図 10に示すように補正係数 k1が算出され、補正係数 k1はレベル補正回路 40a に
入力される。補正係数 k2算出部 534 は、その補正係数 k1と比率ｍとを乗算して、その演算
結果の  "k1 * ｍ (=k2 )"を補正係数 k2としてレベル補正回路 40a に出力する。
【００６８】
一方、メモリ 36からは、格納された画像データ (S1 ),(S2 ) が制御部 30の制御に応動してそ
れぞれ同等のタイミングにて読み出され、レベル補正部 40の各レベル補正回路 40a,40b で
は、供給される補正係数 k1 ,k2  を、画像データ (S1 ),(S2 ) にそれぞれ乗算する。その乗算
結果の画像データ (k1 *S1 ) および画像データ (k2 *S 2 )がそれぞれ合成処理部 42に入力され
る。
【００６９】
合成処理部 42に入力された画像データ (k1 *S1 ) は、判定部 604 にて、その値がバラツキを
考慮して補正部 602 にて設定された飽和レベル値を示す閾値 SS H  を画像データ (k1 *S1 ) の
値が超えているか否かが判定される。合成処理部 42の選択部 606 は、判定部 604 にて画像
データ (k1 *S1 ) の値が閾値 SS H  以下であると判定されると、入力 116 に入力される画像デ
ータ (k1 *S1 ) を選択し、選択したデータが出力 120 に出力される。また、判定部 604 にて
画像データ (k1 *S1 ) の値が閾値 S S Hを超えていると判定されると、選択部 606 は、入力 11
8 に入力される画像データ (k2 *S2 ) を選択し、選択したデータが出力 120 に出力される。
このようにして、合成処理部 42では、入力データの値に応じて選択した画像データが、合
成出力として出力 120 より出力されて、選択された合成画像データの値が信号処理部 56に
入力される。
【００７０】
このようにして、信号出力期間 S1と信号出力期間 S2とで、それぞれ撮像素子 16から出力さ
れた露出期間Ｔにおける画像データ (S1 ),(S2 ) のうち、画像データ (S1 )は、たとえ適正露
出を与えられて撮像された画像データであったとしても、被写界の絵柄および被写界輝度
に応じて、図８に示すように、撮像素子 16の実際の飽和レベルとなっているブロックが存
在することがあるので、補正部 602 にて補正された飽和レベル以下の画像データの値とし
ては画像データ (S1 )を採用し、補正された飽和レベルを超える画像データの値としては、
画像データ (S2 )を k2倍した値のうち、補正された飽和レベルを超える画像データ (S2 )を採
用して、これらレベルに応じて合成された画像データが得ることにより、ダイナミックレ
ンジが拡大された画像データが得られる。
【００７１】
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この様子を図９に示すと、補正飽和レベル以下では、画像データ (S1 )が採用され、補正飽
和レベルを超える場合には、画像データ (k2 S2 )が採用されている。図８に示したように、
画像データ (S1 )は、数 EV分低い露出が与えられているので飽和状態が発生しておらず、画
像データ (S1 )では白飛びが発生していたハイライト部分に対応する画像データ (S2 )が k2倍
されて、画像データ (S1 )の飽和部分が画像データ (S2 k2 )で置き換えられる。
【００７２】
このように本実施例では、画像データ (S1 ),(S2 ) をレベル補正して、所定の演算処理の後
合成処理を行っているがこれに限らず、たとえば、図 12に示すように、アナログ画像信号
の段階でレベル補正を行って、補正された画像信号をそれぞれディジタル化し、各画像デ
ータを合成処理するようにしてもよい。この場合、合成された高輝度部分のステップをよ
り細かく取ることができる。
【００７３】
この図 12に示す実施例では、図２に示した参照符号と同じ符号で示した構成は、同じ構成
でよく、本実施例におけるレベル補正回路 40c は、露光量制御部 38より供給される補正係
数 k1または補正係数 k2に応じた利得にて、入力される画素信号を増幅する利得可変機能を
有するアナログ増幅器であり、その出力を ADC 34にてディジタル信号に変換する。このよ
うな構成により、たとえば図 13に示すように、実際の撮像素子飽和レベル以下の所定の飽
和レベル SS H  以下では、画像データ (S1 L ) が合成処理部 42にて選択され、これを超えるレ
ベルでは、画像データ (S2 H ) を補正係数 k2倍した画像データ (k2 S2 H ) が選択されて合成処
理部 42より出力され、各ステップは、図２に示した実施例よりも均等となって、高輝度領
域における階調性がより改善される。
【００７４】
さらに、アナログ増幅器でレベル補正を行った後に、図２に示したレベル補正部 40にて、
ディジタル変換後の各画像データに対しレベル補正を行ってもよい。この場合、高輝度領
域の階調性がさらに良好となり、かつ高精度なレベル補正が可能となる。
【００７５】
逆に、図２に示した構成例では、高輝度部分について高輝度圧縮されるように構成するこ
とが可能である。たとえば、図８にて示した画像データ (S2 )をディジタル変換処理にて得
る際に、画像データ (S1 )をディジタル化する ADC 34の入力スケールとは異なる入力スケー
ルのアナログディジタル変換回路にて画素信号 (S2  ) をディジタル化することにより、各
ディジタル変換回路における分解能を有効に利用したディジタル画像データを得て、それ
らを合成処理することができる。上記実施例では、ハードウェアにより実現する方法を述
べたが、これら処理をソフトウェアにより実行してもよい。
【００７６】
次に、本発明による他の実施例を説明すると、図 11に示すように本実施例では、露出期間
T1と露出期間 T2とを含む露出期間Ｔにて撮像する点で図１および図２に示した実施例と同
じであるが、これに加えて、発光部 54における発光制御を次のように行う点で異なる。詳
しくは本実施例では、図２に示した発光部 54を発光させて撮像を行う際に、露出期間 T1,T
2 ともに、被写界に対する発光を行うが、制御部 30およびタイミング制御部 20は、露出期
間 T2における発光時間を、露出期間 T2におけるそれよりも短く設定し、各期間 T1,T2 に応
じた露出比に対応する発光光量が被写界に向けて照射されるように構成される。
【００７７】
このような構成とすることで、ストロボ等の発光部 54から被写界に向けて２回照射して撮
像した画像データ (S1 )と画像データ (S2 )とを合成処理する際に、本実施例においても、撮
像画像における白飛びが発生していないブロックでの露光量比に基づく画像合成が行われ
るので、正確な信号レベルを検出して、信号レベルを的確に補正し、補正された画像デー
タに基づいて的確な合成処理を行うことができる。また、露出期間 T2における発光時間お
よび／または発光光量を露出期間 T1におけるそれよりも短く設定しているので、信号出力
期間 S1にて転送中の電荷に対するスメアの影響を低減することができる。
【００７８】
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また、このような所定範囲を照射する照射光による撮影は、被写体との距離および露出設
定に応じて、近距離に配置された被写体が露出過多になりやすいが、実際の画像データに
基づく露光量比を得て、これに基づいて合成処理をしているので、ダイナミックレンジの
拡大により、ハイライト部分の階調特性が優れた撮像画像が得られる。したがって、たと
えば近距離～中距離にいる人間等の被写体を撮像した場合に、手前側にいる被写体とそれ
よりも遠い距離にいる被写体とでは、照射された光による明るさが場合により大きく異な
って、手前側の被写体については、従来では白飛びが発生していた。しかし、本実施例で
は、その白飛び部分の画像データを使用せずに、露出期間 T2における画像データを使用す
ることができるので、階調性を残した状態のハイライト部分を確保することができる。こ
の場合、処理された画像データの表す画像をレタッチする場合などにおいても、修正処理
を良好に行うことができる。
【００７９】
また、この実施例では、２回目の発光光量を低下させているので、露出期間 T1,T2 は、同
じ時間でもよい。また、本実施例のように露出期間 T2を期間 T1よりも短く設定している場
合では、発光部 54における発光時間は、期間 T1から期間 T2に連続する期間発光を続けるよ
うに、いわゆる FP発光機能を発光部 54が有するとよい。このように発光時間は、閃光およ
び連続照射光のいずれでもよい。また、本実施例においても、絞り値を変化させて撮像素
子 16へ入射される光量を低下させるようにしてもよい。
【００８０】
なお、上記各実施例では、露出期間 T1,T2 での画素データを合成処理していたがこれに限
らず、生成された電荷の垂直転送および水平転送速度を、より早くするように構成して、
信号出力期間を露出期間よりも短くする場合には、より長い露出期間Ｔを設定し、期間Ｔ
における期間 T2よりも短いか同等時間の露出期間 T3をさらに設けて、第３の読出パルスで
蓄積電荷を読み出してもよい。この場合、撮像された画像データ (S1 ),(S2 ),(S3 )を合成処
理して高輝度部分のダイナミックレンジをさらに拡大した画像データを生成することがで
きる。また、これら実施例では、高輝度部分のダイナミックレンジが拡大されるのみなら
ず、合成処理後の画像データは、相対的に、低輝度部分の階調性についても改善され、撮
像素子 16の飽和度を拡大したダイナミックレンジを得ている。したがって、たとえば逆光
時の撮影などのような強コントラスト状態での撮影の際に好適であり、良好な画像出力を
得ることができる。
【００８１】
【発明の効果】
このように本発明によれば、第１の露出値と第１の露出値よりも低い露出になる第２の露
出値とを決定し、第１および第２の露出値にそれぞれ応じた第１および第２の期間を含む
露出期間にて、その途中の第１の期間に応じたタイミングで、受光素子の蓄積電荷を撮像
素子の転送路にシフトさせて、第１の信号を撮像手段より出力させ、入射光を遮光させて
第１の期間に続く第２の期間を終了させ、第１の画像信号の出力が完了すると、第２の期
間にて生成された電荷に応じた第２の信号を撮像素子より出力させるようにしているから
、第２の期間にて露光されている際のスメアの発生が低減されるとともに、高輝度領域の
再現性のよい第２の信号が得られる。
【００８２】
さらに、このような第１および第２の信号に基づいて、これら信号の露光量比を算出し、
露光量比に基づいて第２の信号や第１の信号のレベルを補正し、補正された信号によって
合成処理を行って、露出期間における１コマの画像を表す画像信号を生成しているから、
実際の露光量に応じた精度の高い画像合成処理が可能となり、適切にダイナミックレンジ
拡大処理された画像信号が得られる。このとき、飽和状態となっていない非飽和領域の信
号に基づいて露光量比を求めた場合には、たとえば、撮像画像によっては、単なるシャッ
タ速度比とは異なる比率が得られ、絵柄に適切に応じた信号処理が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図２に示す実施例における動作を示すタイミングチャートである。
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【図２】本発明が適用された一実施例のディジタルスチルカメラを示すブロック図である
。
【図３】撮像素子の構成例を示す図である。
【図４】撮像画面および分割領域を示す図である。
【図５】露光量制御部の内部構成例を示す機能ブロック図である。
【図６】画像データを合成する様子を示す図である。
【図７】合成処理部の内部構成例を示すブロック図である。
【図８】被写体の明るさに応じた画像データの信号レベルを示す図である。
【図９】被写体の明るさに応じた合成処理後の画像データの信号レベルを図である。
【図１０】合成処理のための補正係数を算出して合成する動作を示すタイミングチャート
である。
【図１１】図 12に示す実施例における動作を示すタイミングチャートである。
【図１２】本発明が適用されたディジタルスチルカメラの他の実施例を示すブロック図で
ある。
【図１３】図 12に示した実施例における合成処理例を示す図である。
【符号の説明】
10　ディジタルスチルカメラ
16　撮像素子
20　タイミング制御部
30　制御部
32　相関二重サンプリング回路  (CDS)
34　アナログ・ディジタル変換部  (ADC)
36　メモリ
38　露光量制御部
40　レベル補正部
42　合成処理部
54　発光部
56　信号処理部
Ｔ ,T1,T2　露出期間
S1, S2　信号出力期間
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(20) JP 3822393 B2 2006.9.20



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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