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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影者の瞳のサイズを特定するステップと、
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するステップとを含み、
　前記撮影パラメータは、絞りのサイズ、シャッタースピードおよび感光度ＩＳＯを含み
、
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するステップは、
　前後少なくとも２つの時点における前記撮影者の瞳のサイズの変化傾向を判断するステ
ップ、
　前記変化傾向が増加傾向である場合、前記絞りのサイズを次第に増加するステップ、
　あるいは、
　前記変化傾向が減少傾向である場合、前記絞りのサイズを次第に減少するステップを含
むことを特徴とする撮影パラメータ調整方法。
【請求項２】
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するステップは、
　予め設定された前記瞳のサイズと前記絞りのサイズとの対応関係に基づいて、前記絞り
のサイズを調整するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の撮影パラメータ調
整方法。
【請求項３】
　予め設定された前記瞳のサイズと前記絞りのサイズとの対応関係に基づいて、前記絞り
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のサイズを調整するステップは、
　前記瞳のサイズが第１の基準参考値以上である場合、絞りのサイズが第１の所定の絞り
のサイズよりも大きくなるように調整するステップ、
　あるいは、
　前記瞳のサイズが第２の基準参考値以下である場合、絞りのサイズが第２の所定の絞り
のサイズよりも小さくなるように調整するステップを含み、
　第１の基準参考値は、第２の基準参考値よりも大きいことを特徴とする請求項２に記載
の撮影パラメータ調整方法。
【請求項４】
　運動状態と静止状態とを含む、被写体の状態を特定するステップと、
　前記被写体の状態に基づいて前記シャッタースピードまたは前記感光度ＩＳＯを調整す
るステップと、を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の撮影パラメータ調整方法。
【請求項５】
　前記被写体の状態を特定するステップは、
　被写体画像を取得し、
　前記被写体画像における被写体および背景を識別し、
　前記被写体の運動属性および背景特徴に基づいて前記被写体の状態を特定するステップ
、
　あるいは、
　少なくとも２枚の被写体画像を時間順に取得し、
　前記少なくとも２枚の被写体画像における被写体の運動特徴に基づいて前記被写体の状
態を特定するステップ
　を含むことを特徴とする請求項４に記載の撮影パラメータ調整方法。
【請求項６】
　前記被写体の状態に基づいて前記シャッタースピードまたは前記感光度ＩＳＯを調整す
るステップは、
　前記状態が運動状態である場合、前記シャッタースピードを増加するステップ、
　あるいは、
　前記状態が静止状態である場合、前記感光度ＩＳＯを低減するステップ
　を含むことを特徴とする請求項４に記載の撮影パラメータ調整方法。
【請求項７】
　撮影者の瞳のサイズを特定するように配置される第１の特定モジュールと、
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するように配置される第１の調整モジ
ュールとを備え、
　前記撮影パラメータは、絞りのサイズ、シャッタースピードおよび感光度ＩＳＯを含み
、
　前記第１の調整モジュールは、
　前後少なくとも２つの時点における前記撮影者の瞳のサイズの変化傾向を判断するよう
に配置される判断手段と、
　前記変化傾向が増加傾向である場合、前記絞りのサイズを次第に増加するように配置さ
れる第４の調整手段と、
　前記変化傾向が減少傾向である場合、前記絞りのサイズを次第に減少するように配置さ
れる第５の調整手段とを更に備えることを特徴とする撮影パラメータ調整装置。
【請求項８】
　前記第１の調整モジュールは、
　予め設定された前記瞳のサイズと前記絞りのサイズとの対応関係に基づいて、前記絞り
のサイズを調整するように配置される第１の調整手段を備えることを特徴とする請求項７
に記載の撮影パラメータ調整装置。
【請求項９】
　前記第１の調整モジュールは、
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　前記瞳のサイズが第１の基準参考値以上である場合、絞りのサイズが第１の所定の絞り
のサイズよりも大きくなるように調整するように配置される第２の調整手段と、
　前記瞳のサイズが第２の基準参考値以下である場合、絞りのサイズが第２の所定の絞り
のサイズよりも小さくなるように調整するように配置される第３の調整手段と、を更に備
え、
　第１の基準参考値は、第２の基準参考値よりも大きいことを特徴とする請求項８に記載
の撮影パラメータ調整装置。
【請求項１０】
　運動状態と静止状態とを含む、被写体の状態を特定するように配置される第２の特定モ
ジュールと、
　前記被写体の状態に基づいて前記シャッタースピードまたは前記感光度ＩＳＯを調整す
るように配置される第２の調整モジュールと、を更に備えることを特徴とする請求項７に
記載の撮影パラメータ調整装置。
【請求項１１】
　前記第２の特定モジュールは、
　被写体画像を取得するように配置される第１の取得手段と、
　前記被写体画像における被写体および背景を識別するように配置される識別手段と、
　前記被写体の運動属性および背景特徴に基づいて前記被写体の状態を特定するように配
置される第１の特定手段とを備え、
　あるいは、
　前記第２の特定モジュールは、
　少なくとも２枚の被写体画像を時間順に取得するように配置される第２の取得手段と、
　前記少なくとも２枚の被写体画像における被写体の運動特徴に基づいて前記被写体の状
態を特定するように配置される第２の特定手段とを備えることを特徴とする請求項１０に
記載の撮影パラメータ調整装置。
【請求項１２】
　前記第２の調整モジュールは、
　前記状態が運動状態である場合、前記シャッタースピードを増加するように配置される
第６の調整手段と、
　前記状態が静止状態である場合、前記感光度ＩＳＯを低減するように配置される第７の
調整手段とを含むことを特徴とする請求項１０に記載の撮影パラメータ調整装置。
【請求項１３】
　撮影パラメータ調整装置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサの実行可能なコマンドを記憶するように配置されるメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　撮影者の瞳のサイズを特定し、
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するように配置され、
　前記撮影パラメータは、絞りのサイズ、シャッタースピードおよび感光度ＩＳＯを含み
、
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整することは、
　前後少なくとも２つの時点における前記撮影者の瞳のサイズの変化傾向を判断すること
、
　前記変化傾向が増加傾向である場合、前記絞りのサイズを次第に増加すること、あるい
は、前記変化傾向が減少傾向である場合、前記絞りのサイズを次第に減少することを含む
ことを特徴とする撮影パラメータ調整装置。
【請求項１４】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の撮
影パラメータ調整方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
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　請求項１４に記載のプログラムが記録された記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　本発明は、出願番号がＣＮ２０１５１００９３６８５．３であり、出願日が２０１５年
３月３日である中国特許出願を基に提出するものであり、当該中国特許出願の優先権を主
張し、当該中国特許出願の全ての内容は、参照のため本願に援用される。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、撮影機器の技術分野に関し、特に、撮影パラメータ調整方法、装置、プログ
ラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　人々は、カメラ、携帯等のよく見られる撮影機器、または、最近流行っている着用可能
な撮影機器を利用して、いつでもどこでも写真を撮影し、生活におけるかけらを記録する
。写真の品質や撮影効果の良否は、撮影機器の幾つかの撮影パラメータの設定、例えば、
シャッタースピード、絞りのサイズ等のパラメータの設定に大きく影響されている。
【０００４】
　従来技術では、一般的に、撮影者が被写体、現在周辺環境等の要素を考慮し、自身の経
験に基づいて撮影機器の撮影パラメータを設定したり調整したりする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示は、撮影機器の撮影パラメータの高速で効率的な調整を達成するための撮影パラ
メータ調整方法、装置、プログラム及び記録媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の実施例の第１の局面によれば、撮影パラメータ調整方法を提供する。前記方法
は、
　撮影者の瞳のサイズを特定するステップと、
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するステップとを含む。
【０００７】
　本開示の実施例の第２の局面によれば、撮影パラメータ調整装置を提供する。前記装置
は、
　撮影者の瞳のサイズを特定するように配置される特定モジュールと、
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するように配置される調整モジュール
とを備える。
【０００８】
　本開示の実施例の第３の局面によれば、撮影パラメータ調整装置を提供する。前記装置
は、
　プロセッサ、
　プロセッサの実行可能なコマンドを記憶するように配置されるメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　撮影者の瞳のサイズを特定し、
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するように配置される。
【０００９】
　本開示の実施例の第４の局面によれば、プロセッサに実行されることにより、本開示の
実施例の第１の局面に記載の撮影パラメータ調整方法を実現するプログラムを提供する。
【００１０】
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　本開示の実施例の第５の局面によれば、本開示の実施例の第４の局面に記載のプログラ
ムが記録された記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示の実施例による技術案は、以下の格別な作用効果を含むことができる。
【００１２】
　撮影者の瞳のサイズを特定し、更に撮影者の瞳のサイズに基づいて絞りのサイズ等の撮
影パラメータを自動的に調整する。撮影者の現在の瞳のサイズが現在環境光線の強さに影
響されているため、瞳のサイズを基に、撮影機器の撮影パラメータを現在撮影環境に適応
させるように自動で効率的に調整することができ、撮影者のある程度の専門能力を必要と
せず、操作が簡単になり、撮影画像の品質が向上する。
【００１３】
　上述した一般的な記述及び後続の詳細な記述は、単に例示及び解釈のためのものであり
、本発明を制限できるものでないと理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　ここでの図面は、明細書を構成する一部として見なされ、本開示に適した実施例を示し
、かつ、明細書の文字記載とともに本開示の仕組みを解釈するために用いられる。
【図１】図１は、一実施例による撮影パラメータ調整方法を示すフローチャートである。
【図２Ａ】図２Ａは、図１に示す実施例における瞳のサイズの模式図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、瞳のサイズと絞りのサイズとの対応関係の模式図である。
【図３】図３は、一実施例による撮影パラメータ調整方法の実施例一を示すフローチャー
トである。
【図４】図４は、一実施例による撮影パラメータ調整方法の実施例二を示すフローチャー
トである。
【図５】図５は、一実施例による撮影パラメータ調整方法の実施例三を示すフローチャー
トである。
【図６】図６は、一実施例による撮影パラメータ調整方法の実施例四を示すフローチャー
トである。
【図７】図７は、一実施例による撮影パラメータ調整方法の実施例五を示すフローチャー
トである。
【図８】図８は、一実施例による撮影機器の撮影パラメータ調整装置を示すブロック図で
ある。
【図９】図９は、一実施例による撮影パラメータ調整装置の実施例一を示すブロック図で
ある。
【図１０】図１０は、一実施例による撮影パラメータ調整装置の実施例二を示すブロック
図である。
【図１１】図１１は、一実施例による撮影パラメータ調整装置の実施例三を示すブロック
図である。
【図１２】図１２は、一実施例による撮影パラメータ調整装置の実施例四を示すブロック
図である。
【図１３】図１３は、一実施例による撮影パラメータ調整装置の実施例五を示すブロック
図である。
【図１４】図１４は、一実施例による撮影パラメータ調整装置の実施例六を示すブロック
図である。
【図１５】図１５は、一実施例による撮影パラメータ調整装置を示すブロック図である。
【００１５】
　上記図面に基づく本開示の明確な実施例の詳細は、後述する。これら図面および文字記
載は、いずれかの方式で本開示の思想の範囲を制限するためのものでなく、特定の実施例
を参照することで本開示の概念を当業者に説明することを意図する。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、実施例を詳細に説明し、例示が図に示されている。以下の記述が図に係る場合、
別途にて示さない限り、異なる図面における同じ数字は、同じまたは類似する要素を示す
。以下の実施例に記述される実施形態は、本発明と一致する全ての実施形態を代表すると
は限らない。逆に、それらは、添付の特許請求の範囲に記載されているように、本発明の
一部の局面と一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００１７】
　まず、本開示の実施例に関わる幾つかの名詞を解釈する。
【００１８】
　絞り：光線がレンズを透過してボディー内の感光面に進入する光量を制御するための装
置であり、一般的にレンズ内に位置する。絞りのサイズは、ｆ値で示され、ｆ値が大きい
ほど絞りの口径が小さくなり、ｆ値が小さいほど絞りの口径が大きくなる。絞りｆ値が小
さいほど、同一の単位時間内での進光量が多くなる。絞りの口径が大きくなるからである
。
【００１９】
　シャッター：露出時間の長さを制御する機械的や電子的装置であり、レンズの前で光線
の入りを阻止する装置である。
【００２０】
　感光度（ＩＳＯ）：光線に対する誘導能力または敏感度合いと言える。
【００２１】
　図１は、一実施例による撮影パラメータ調整方法を示すフローチャートであり、図１に
示すように、本実施例に関わる撮影パラメータ調整方法は、撮影機器に用いられ、当該撮
影機器は、撮影機能を有する機器を指し、例えば、カメラ、携帯、タブレットや、スマー
トブレスレット、スマートメガネ等のような撮影機能を有する着用可能な機器であっても
よい。当該撮影パラメータ調整方法は、以下のステップを含む。
【００２２】
　ステップＳ１０１では、撮影者の瞳のサイズを特定する。
【００２３】
　ステップＳ１０２では、前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整する。
【００２４】
　本開示の実施例では、撮影者の瞳のサイズを特定することは、以下の方式にて実現して
もよい。
【００２５】
　撮影機器は、デフォルトパラメータ配置で撮影者の目領域画像を撮影し取得して、更に
画像識別技術で瞳部分の画像である瞳画像に分割し出す。撮影者の瞳画像が取得された後
で、現在撮影者の瞳のサイズを特定する必要があり、瞳の占める画素点の数を算出するこ
とで瞳のサイズを特定することができる。
【００２６】
　その中、画像識別技術は、従来技術で広く使用されているものを採用すればよく、本開
示は、詳細に説明しない。
【００２７】
　因みに、上述した撮影者の瞳のサイズを特定する例は、単なる例示的説明であり、実際
に他の方式で実現されてもよい。例えば、虹彩識別技術などおよび他の生物学手段でもよ
いが、それに限定されない。
【００２８】
　撮影者の現在の瞳のサイズが現在撮影環境の光線の強さを反映しているため、本開示の
実施例では、撮影者の現在撮影環境光線の強さに対する直接的反映である瞳のサイズを基
に、撮影機器の撮影パラメータの自動調整を実現させ、最終的に撮影された写真画面の明
るさを良好な程度にさせる。
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【００２９】
　瞳のサイズを調整の根拠とするのは、周辺光線が暗い場合に、人が思わずに目を大きく
開けて物体をできるだけ見極める一方、周辺光線が強い場合に、眩しさを回避するために
、人が少し目を閉じる。これにより、人の瞳のサイズは、現在周辺光線の強さを反映する
ことができる。
【００３０】
　撮影機器の撮影パラメータは、絞りのサイズ、シャッタースピード、感光度（Ｉｎｔｅ
ｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉ
ｏｎ、ＩＳＯと略称する）を含むが、それらに限定されない。これら３つの、露出手順へ
重要な影響を持つパラメータの意味および三者間の相関関係の詳細は、後述するが、因み
に、瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整する手順において、一般的に、まず、絞
りのサイズを調整し、次に、実際の必要に応じて他の２つのパラメータの更なる調整を行
ったり、直接特定された絞りのサイズを調整して他の２つのパラメータを自動的に適応さ
せてもよい。無論、例えばシャッタースピードを先に調整し、絞りのサイズと感光度を更
に調整してもよい。以下、絞りのサイズを先に調整してからシャッタースピードと感光度
を更に調整する例を説明する。
【００３１】
　以下、まず、上述した３つの撮影パラメータの意味および三者間の相互関係を紹介する
。
【００３２】
　写真撮りや撮影にとって、露出正常は、基本的な要求であり、いわゆる露出正常は、露
出オーバーも露出不足もせずに、撮影機器に進入する光線量を適当に制御する。進入する
光線量を如何に制御するかは、主に、絞りのサイズ、シャッタースピードおよびＩＳＯと
いう３つの主なパラメータに依存する。それで、それらの３つのパラメータによって、進
入する光線量を如何に制御するかは、以下に紹介する。
【００３３】
　大絞りは、光線の暗い環境での使用に向いており、シャッタースピードを変更しない場
合に、より多くの光線を取得することができ、写真の正常露出を得る。絞りのサイズは、
被写界深度にも直感的な影響を与える。いわゆる被写界深度は、簡単に言えば背景ぼかし
程度であり、絞りが大きいほど、背景ぼかし能力が強くなり、撮影のテーマをより突出さ
せ、絞りが小さいほど、背景ぼかし能力が弱くなり、前景と後景は、どちらもきれいにな
る。
【００３４】
　シャッタースピードは、シャッターを開いてから閉じるまでの時間を指し、シャッター
スピードの値が小さいほど、シャッターの開いた時間が少なくなり、入ってきた光線量が
少なくなる一方、シャッタースピードの値が大きいほど、入ってきた光線量が多くなる。
また、シャッタースピードの値が大きい場合、運動物体の撮影に向いており、シャッター
スピードの値が小さい場合、静止物体の撮影に向いている。
【００３５】
　感光度の小さい（例えば、ＩＳＯ１００）のは、画質が微細でありノイズが少ない一方
、感光度の大きい（例えば、ＩＳＯ６４００、ＩＳＯ１２８００）のは、画質が非常に悪
くて、ノイズが多い。
【００３６】
　以上により、三者間の相互関係は、以下のように纏められる。
【００３７】
　シャッタースピード、ＩＳＯが一定の場合、絞りが大きいほど、レンズの進光量が多く
なり、画面が明るくなり、被写界深度が明らかになる。逆に、絞りが小さいほど、画面が
暗くなり、被写界深度が弱くなる。
【００３８】
　絞りのサイズ、ＩＳＯが一定の場合、シャッタースピードが速いほど、画面が暗くなり
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、動的ぼかしの表現力が弱くなる。逆に、シャッタースピードが遅いほど、画面が明るく
なり、動的手順の表現効果が良くなる。
【００３９】
　シャッタースピード、絞りのサイズが一定の場合、ＩＳＯが高いほど、画面が明るくな
り、ノイズが多くなる。逆に、ＩＳＯが低いほど、画面が暗くなり、ノイズが少なくなる
。
【００４０】
　上述した３つの基本的な撮影パラメータおよび三者間の相互関係を紹介した後で、本開
示の実施例について、まず、絞りのサイズを特定する設定を調整する。
【００４１】
　瞳のサイズに基づいて絞りのサイズを調整する手順は、以下の幾つかの状況に関わる可
能性があり、各状況の詳細な実施手順は、後続の実施例一乃至実施例四の説明を参照する
。
【００４２】
　第１の状況：現在撮影者の瞳のサイズが既に最大或いは最大に近い場合、絞りのサイズ
を比較的に大きく調整し、引いては最大サイズに調整すべきである。
【００４３】
　第２の状況：現在撮影者の瞳のサイズが既に最小或いは最小に近い場合、絞りのサイズ
を比較的に小さく調整し、引いては最小サイズに調整すべきである。
【００４４】
　第３の状況：撮影者の瞳のサイズが一定の短期間で変化しており、且つ次第に大きくな
る傾向である場合、絞りのサイズを次第に増加すべきである。理解できるのは、撮影者の
瞳のサイズが最大サイズに達していない場合、絞りのサイズを次第に増加していく手順に
おいて、最終的な絞りのサイズは、瞳の最大時に対応する絞りのサイズよりも小さくなる
はずである。
【００４５】
　第４の状況：撮影者の瞳のサイズが一定の短期間で変化しており、且つ次第に小さくな
る傾向である場合、絞りのサイズを次第に減少すべきである。理解できるのは、撮影者の
瞳のサイズが最小サイズに達していない場合、絞りのサイズを次第に減少していく手順に
おいて、最終的な絞りのサイズは、瞳の最小時に対応する絞りのサイズよりも大きくなる
はずである。
【００４６】
　その中、図２Ａに示すように、図２Ａは、瞳のサイズの状況を模式に示す。
【００４７】
　本開示の実施例では、撮影者の瞳のサイズを特定し、更に撮影者の瞳のサイズに基づい
て絞りのサイズ等の撮影パラメータを自動的に調整する。撮影者の現在の瞳のサイズが現
在環境光線の強さに影響されるため、瞳のサイズを根拠とすることで、撮影機器の撮影パ
ラメータを現在撮影環境に適応させるように自動で効率的に調整することができ、撮影者
のある程度の専門能力を必要とせず、操作が簡単になり、実現が便利になり、調整が合理
的になる。
【００４８】
　その中、上述したステップ１０２の“前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整
する”は、以下の方式にて実現されることができる。
【００４９】
　予め設定された前記瞳のサイズと前記絞りのサイズとの対応関係に基づいて、前記絞り
のサイズを調整する。
【００５０】
　つまり、本開示の実施例では、絞りのサイズを優先に調整する上記例の場合、瞳のサイ
ズと絞りのサイズとの対応関係を予め設定してもよく、当該対応関係の取得は、予め実験
の統計により取得されてもよい。無論、絞りのサイズを優先に調整することなく、例えば
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、シャッタースピードを優先に調整する場合、類似的に、瞳のサイズとシャッタースピー
ドとの対応関係を予め取得して、当該対応関係に基づいてシャッタースピードを優先に調
整する。
【００５１】
　図２Ｂは、瞳のサイズと絞りのサイズとの対応関係を模式に示し、図２Ｂに示すように
、左上で示された絞りのサイズが最大であり、右下で示された絞りのサイズが最小であり
、且つ、大絞りのサイズが大瞳に対応し、小絞りが小瞳に対応するため、図２Ｂで示され
た絞りのサイズの減る順番は、瞳のサイズの減る順番に対応する。
【００５２】
　上述した第１の状況について、図３に示すように、一具体的な実施例に合わせてその実
施手順を以下で詳細に紹介する。
【００５３】
　図３は、一実施例による撮影パラメータ調整方法の実施例一を示すフローチャートであ
り、図３に示すように、上記ステップ１０２の実現方式“予め設定された前記瞳のサイズ
と前記絞りのサイズとの対応関係に基づいて、前記絞りのサイズを調整する”は、以下の
ステップを含んでもよい。
【００５４】
　ステップ２０１では、前記瞳のサイズが第１の基準参考値以上であるかどうかを判断し
、第１の基準参考値以上であれば、ステップ２０２を実行する。
【００５５】
　ステップ２０２では、絞りのサイズが第１の所定の絞りのサイズよりも大きくなるよう
に調整する。
【００５６】
　人の瞳のサイズが一般的にある基準参考値を参照可能であり、上記第１の基準参考値は
、実際の実現時、瞳の最大値に対応可能であり、下記第２の基準参考値は、実際実現時、
瞳の最小値に対応可能であり、無論、第１の基準参考値は、実際の状況に応じて最大値未
満の大きめの値に設定されてもよいし、第２の基準参考値は、実際の状況に応じて最小値
を超える小さめの値に設定されてもよい。ただし、第１の基準参考値は、第２の基準参考
値よりも大きい。
【００５７】
　第１の基準参考値または第２の基準参考値にしては、具体的な唯一の値であってもよい
し、狭い値範囲であってもよい。本実施例では、当該第１の基準参考値および後述する第
２の基準参考値が唯一の定数か値範囲かを区別しない。
【００５８】
　上記ステップ２０１の判断手順では、第１の基準参考値未満である場合、第２の基準参
考値以下であるかどうかを判断してもよく、且つ、第１及び第２の基準参考値をともに満
たさないとき、瞳のサイズの変化傾向の判断を行ってもよい。本実施例で瞳のサイズが第
１の基準参考値以上である判断の場合のみを説明し、他の場合を後続の実施例でそれぞれ
説明する。
【００５９】
　撮影者の瞳のサイズが第１の基準参考値以上であると特定されれば、現在周辺環境の光
線の強度が弱い、即ち、光線が暗いことを意味し、大きな絞りの配置、即ち、絞りのサイ
ズを大きな絞りのサイズに調整する必要がある。絞りのサイズと絞り値とが反対の傾向に
見える、即ち、絞りが大きいと、絞り値が小さく、絞りが小さいと、絞り値が大きいため
、小さい絞り値を配置する必要がある。
【００６０】
　因みに、上記瞳のサイズが第１の基準参考値以上であるとき、絞りのサイズを第１の所
定の絞りのサイズに調整し、当該第１の所定の絞りのサイズは、撮影機器の最大絞りのサ
イズであってもよいし、最大絞りのサイズよりもやや小さい絞りのサイズ配置であっても
よく、上記絞りのサイズと瞳のサイズとの対応関係に基づいて設定可能である。
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【００６１】
　更に、撮影機器の絞りのサイズを非常に大きい絞りのサイズに調整した後で、上記紹介
した絞りのサイズ、シャッタースピードとＩＳＯの意味および三者間の相互関係に基づい
て、シャッタースピードとＩＳＯを適応的に調整してもよい。
【００６２】
　一例として、絞りのサイズを調整した後で、例えば、シャッタースピードを優先に調整
してもよい。瞳のサイズに基づいて現在周辺環境の光線が暗いと判断されたため、シャッ
タースピードを大きめに適当に調整してもよく、例えば、現在のシャッタースピードに対
して、通常に配置された幾つかのシャッタースピードから、１つ上または幾つか上のレベ
ルのシャッタースピードを選択してもよい。絞りのサイズとシャッタースピードがともに
調整された後で、撮影機器は、自動的に現在調整された設定の絞りのサイズおよびシャッ
タースピードに基づいて適当なＩＳＯ値に自動的に整合してもよい。
【００６３】
　本実施例では、撮影者の瞳のサイズが大きいと特定されたとき、当該大きい状態の瞳の
サイズを根拠として、撮影機器の絞りのサイズを大きい絞りのサイズに調整し、更にシャ
ッタースピードとＩＳＯを適応的に調整するため、撮影機器の撮影パラメータの自動調整
を実現させることができ、便利さ及び効率化を達成し、現在撮影環境に適応し、最終的に
良好な写真を撮影可能である。
【００６４】
　上記第２の状況について、図４に示すように、一具体的な実施例に合わせてその実施手
順を以下に紹介する。
【００６５】
　図４は、一実施例による撮影パラメータ調整方法の実施例二を示すフローチャートであ
り、図４に示すように、上記ステップ１０２の実現方式“予め設定された前記瞳のサイズ
と前記絞りのサイズとの対応関係に基づいて、前記絞りのサイズを調整する”は、以下の
ステップを含んでもよい。
【００６６】
　ステップ３０１では、前記瞳のサイズが第２の基準参考値以下であるかを判断し、第２
の基準参考値以下であれば、ステップ３０２を実行する。
【００６７】
　ステップ３０２では、絞りのサイズが第２の所定の絞りのサイズよりも小さくなるよう
に調整する。
【００６８】
　同様に、本実施例では、当該第２の基準参考値が唯一の定数か値範囲かを区別しない。
しかも、当該第２の所定の絞りのサイズは、上記第１の所定の絞りのサイズよりも遥かに
小さい。
【００６９】
　撮影者の瞳のサイズが第２の最小基準参考値以下であると特定された場合、現在周辺環
境の光線の強度が強い、即ち、光線が明るいことを意味し、小さな絞りの配置、即ち、絞
りのサイズを小さな絞りのサイズに調整する必要がある。絞りのサイズと絞り値とが反対
の傾向に見える、即ち、絞りが大きいと、絞り値が小さく、絞りが小さいと、絞り値が大
きいため、大きい絞り値を配置する必要がある。
【００７０】
　因みに、上記瞳のサイズが第２の基準参考値以下であるとき、絞りのサイズを第２の所
定の絞りのサイズに調整し、当該第２の所定の絞りのサイズは、撮影機器の最小絞りのサ
イズであってもよいし、最小絞りのサイズよりもやや大きい絞りのサイズ配置であっても
よく、上記絞りのサイズと瞳のサイズとの対応関係に基づいて設定可能である。
【００７１】
　更に、撮影機器の絞りのサイズを非常に小さい絞りのサイズに調整した後で、上記紹介
した絞りのサイズ、シャッタースピードとＩＳＯの意味および三者間の相互関係に基づい
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て、シャッタースピードとＩＳＯを適応的に調整してもよい。
【００７２】
　一例として、絞りのサイズを調整した後で、例えば、シャッタースピードを優先に調整
してもよい。瞳のサイズに基づいて現在周辺環境の光線が明るいと判断されたため、シャ
ッタースピードを小さめに適当に調整してもよく、例えば、現在のシャッタースピードに
対して、通常に配置された幾つかのシャッタースピードから、１つ下または幾つか下のレ
ベルのシャッタースピードを選択してもよい。絞りのサイズとシャッタースピードがとも
に調整された後で、撮影機器は、自動的に現在調整された設定の絞りのサイズおよびシャ
ッタースピードに基づいて適当なＩＳＯ値に自動的に整合してもよい。
【００７３】
　本実施例では、撮影者の瞳のサイズが小さいと特定されたとき、当該小さい状態の瞳の
サイズを根拠として、撮影機器の絞りのサイズを小さい絞りのサイズに調整し、更にシャ
ッタースピードとＩＳＯを適応的に調整するため、撮影機器の撮影パラメータの自動調整
を実現させることができ、便利さ及び効率化を達成し、現在撮影環境に適応し、最終的に
良好な写真を撮影可能である。
【００７４】
　因みに、上記図３に示す実施例と図４に示す実施例とは、実際の実施手順において２つ
を１つにしてもよい。即ち、ステップ２０１とステップ３０１の判断ステップは、前記瞳
のサイズが基準参考値を満たすかどうかを判断し、第１の基準参考値以上であれば、ステ
ップ２０２を実行し、第２の基準参考値以下であれば、ステップ３０２を実行するという
ように簡単に記述してもよい。無論、図４に示すように、ステップ２０１とステップ３０
１とが別個に実行されてもよいが、両者の実行順は、図４に限定されない。第１の基準参
考値の判断も、第２の基準参考値の判断も満たさない場合、瞳のサイズの変化傾向の判断
を更に行ってもよい。それは、以下の図５と図６に示す実施例を参照すればよい。
【００７５】
　上記第３の状況について、図５に示すように、一具体的な実施例に合わせてその実施手
順を以下で詳細に紹介する。
【００７６】
　図５は、一実施例による撮影パラメータ調整方法の実施例三を示すフローチャートであ
り、図５に示すように、本実施例に供される前記方法は、以下のステップを含んでもよい
。
【００７７】
　ステップ４０１では、撮影者の瞳のサイズを特定する。
【００７８】
　ステップ４０２では、前後少なくとも２つの時点における前記撮影者の瞳のサイズの変
化傾向を判断し、前記変化傾向が増加傾向であれば、ステップ４０３を実行する。
【００７９】
　ステップ４０３では、絞りのサイズを次第に増加する。
【００８０】
　因みに、図３と図４に示す実施例では、撮影者の現在の瞳のサイズが第１の基準参考値
以上であるかに関する判断、または、判断撮影者の現在の瞳のサイズが第２の基準参考値
以下であるかに関する判断には、１枚の瞳画像で十分足りるため、図３と図４に示す実施
例で瞳のサイズの特定について具体的限定をせず、１回だけでよい。つまり、瞳画像に基
づいて瞳のサイズを判断する場合、画像の数は、具体的に限定せず、１枚でもよいし、複
数枚でもよい。
【００８１】
　しかし、瞳のサイズが上記第１の基準参考値の判断も、上記第２の基準参考値の判断も
満たさないと判断されたとき、瞳のサイズの変化傾向の判断を行う必要がある。その際、
瞳のサイズの変化傾向の判断ができるように、前後少なくとも２つの時点での撮影者の瞳
のサイズを特定する必要がある。
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【００８２】
　一例として、瞳画像を取得することで瞳のサイズを特定する上記例において、１枚の瞳
画像のみがある場合、瞳のサイズが第１の基準参考値も、第２の基準参考値も満たさない
と判断された後で、瞳のサイズの変化傾向の判断を行う必要があり、少なくとももう１枚
の瞳画像を更に取得する必要がある。その前に少なくとも２枚の瞳画像が既に取得された
場合、再び取得する必要はなくなる。
【００８３】
　更に、少なくとも２枚の画像について、各瞳画像における瞳のサイズを時間順に特定し
、特定された各瞳のサイズに基づいて瞳のサイズの変化傾向を判断する。
【００８４】
　瞳のサイズの変化傾向が次第に増加する傾向である場合、現在周辺環境の光線が強いほ
うから弱いほうへ変化していることを意味し、進入する光線量を次第に増加する必要があ
るため、絞りのサイズを次第に増加する必要がある。
【００８５】
　しかし、因みに、実施手順では、撮影パラメータの調整が徐々に調整する手順であるた
め、上記複数枚の瞳画像も前後の複数回の撮影で取得されたものである。第１回の撮影を
除いて、後続の毎回の撮影で取得された瞳画像における瞳のサイズが前の瞳画像における
瞳のサイズよりも、ある程度の変化が見える。つまり、本実施例では、瞳が次第に大きく
なる手順であり、対応的に、絞りのサイズの調整も徐々に調整する手順であり、瞳のサイ
ズに適応すべきものである。即ち、所定の取得された瞳のサイズと絞りのサイズとの対応
関係に基づいて、絞りのサイズを徐々に調整する。
【００８６】
　また、時間順による最後の何枚かの瞳画像における瞳のサイズがほぼ等しいとき、周辺
環境の光線の強度が相対的に安定であることを意味し、その際の瞳のサイズに基づいて絞
りのサイズを最終的にどのぐらいに調整するかを特定する。
【００８７】
　理解できるのは、上記最終的な瞳のサイズが第１の基準参考値よりも小さい場合、最終
的な絞りのサイズが上記第１の所定の絞りのサイズよりも小さくなる。
【００８８】
　更に、撮影機器の絞りのサイズを適当な絞りのサイズに徐々に調整した後で、上記紹介
した絞りのサイズ、シャッタースピードとＩＳＯの意味および三者間の相互関係に基づい
て、シャッタースピードとＩＳＯを適応的に調整してもよい。
【００８９】
　一例として、絞りのサイズを徐々に大きめに調整した後で、例えば、シャッタースピー
ドを優先に調整してもよい。瞳のサイズの変化傾向に基づいて現在周辺環境の光線が強い
ほうから弱いほうへ変化していると判断されたため、シャッタースピードを徐々に小さめ
に適当に調整してもよい。絞りのサイズとシャッタースピードがともに調整された度に、
撮影機器は、自動的に現在調整された設定の絞りのサイズおよびシャッタースピードに基
づいて適当なＩＳＯ値に自動的に整合してもよい。
【００９０】
　本実施例では、現在環境の光線の強度変化に対する撮影者の瞳のサイズの変化傾向に基
づいて撮影機器の絞りのサイズを徐々に調整し、更にシャッタースピードとＩＳＯを徐々
に適応的に調整するため、撮影機器の撮影パラメータの自動調整を実現させることができ
、便利さ及び効率化を達成し、現在撮影環境に適応し、最終的に良好な写真を撮影可能で
ある。
【００９１】
　上記第４の状況について、図６に示すように、一具体的な実施例に合わせてその実施手
順を以下で詳細に紹介する。
【００９２】
　図６は、一実施例による撮影パラメータ調整方法の実施例四を示すフローチャートであ
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り、図６に示すように、図５に示す実施例に加えて、本実施例に供される前記方法におい
て、上記ステップ４０２で前記瞳のサイズの変化傾向を判断した後で、前記変化傾向が減
少傾向であれば、本実施例における以下のステップ４０４を実行する。
【００９３】
　ステップ４０４では、絞りのサイズを次第に減少する。
【００９４】
　図５に示す実施例に加えて、相変わらず上記瞳画像により瞳のサイズの変化傾向を特定
することを例にして、少なくとも２枚の画像について各瞳画像における瞳のサイズを時間
順に特定し、特定された各瞳のサイズに基づいて瞳のサイズの変化傾向を判断した後で、
変化傾向が次第に減少する傾向である場合、現在周辺環境の光線が弱いほうから強いほう
へ変化していることを意味し、進入する光線量を次第に減少する必要があるため、絞りの
サイズを次第に減少する必要がある。ただし、次第に減少する手順は、上記次第に増加す
るものと類似するため、説明を繰り返さない。
【００９５】
　理解できるのは、上記最終的な瞳のサイズが第２の基準参考値よりも大きい場合、その
際の最終的な絞りのサイズが上記第２の所定の絞りのサイズよりも大きくなる。
【００９６】
　更に、撮影機器の絞りのサイズを適当な絞りのサイズに徐々に調整した後で、上記紹介
した絞りのサイズ、シャッタースピードとＩＳＯの意味および三者間の相互関係に基づい
て、シャッタースピードとＩＳＯを適応的に調整してもよい。
【００９７】
　一例として、絞りのサイズを徐々に小さめに調整した後で、例えば、シャッタースピー
ドを優先に調整してもよい。瞳のサイズの変化傾向に基づいて現在周辺環境の光線が弱い
ほうから強いほうへ変化していると判断されたため、シャッタースピードを徐々に大きめ
に適当に調整してもよい。絞りのサイズとシャッタースピードがともに調整された度に、
撮影機器は、自動的に現在調整された設定の絞りのサイズおよびシャッタースピードに基
づいて適当なＩＳＯ値に自動的に整合してもよい。
【００９８】
　本実施例では、現在環境の光線の強度変化に対する撮影者の瞳のサイズの変化傾向に基
づいて撮影機器の絞りのサイズを徐々に調整し、更にシャッタースピードとＩＳＯを徐々
に適応的に調整するため、撮影機器の撮影パラメータの自動調整を実現させることができ
、便利さ及び効率化を達成し、現在撮影環境に適応し、最終的に良好な写真を撮影可能で
ある。
【００９９】
　上記各実施例は、ＩＳＯとシャッタースピードとの調整がいずれも撮影者の瞳のサイズ
に基づくものであり、即ち、いずれも瞳のサイズに基づいて絞りのサイズを調整した後で
、ＩＳＯ値とシャッタースピードを適当的に調整するものである。以下の実施例は、ＩＳ
Ｏとシャッタースピードを調整する別の方式を更に提供し、上記各実施例で撮影機器の絞
りのサイズを調整した後で、オプションとして、図７に示す実施例の方法を使用してＩＳ
Ｏとシャッタースピードの調整設定を行ってもよい。
【０１００】
　図７は、一実施例による撮影パラメータ調整方法の実施例五を示すフローチャートであ
り、図７に示すように、当該方法は、以下のステップを含む。
【０１０１】
　ステップ５０１では、被写体の状態を特定し、前記状態は、運動状態と静止状態を含む
。
【０１０２】
　１枚の写真には、複数の被撮影の物体が含まれ、本実施例における前記の被写体は、そ
の複数の撮影された物体のうちの主体を指し、即ち、撮影者の撮影目的物である。
【０１０３】



(14) JP 6254745 B2 2017.12.27

10

20

30

40

50

　被写体が運動状態か静止状態かを特定する際、ある簡単な方式としては、撮影者は、被
写体が実際に運動しているかどうかに応じて、例えば、対応するボタンまたはオプション
インターフェースをトリガーして撮影機器へ入力する。しかし、このような方式に限度が
あり、例えば、カメラ、携帯等の撮影機器に適用可能であるが、小さな着用可能な撮影機
器にしては、ハードウェアの設計の複雑さを増して、撮影者の操作にも不便をもたらす。
【０１０４】
　もう一つの簡単な方式は、被写体画像を取得し、当該被写体画像に基づいてそれに含ま
れる被写体の状態を判断する。
【０１０５】
　当該方式のある簡単な実現形態は、被写体を含む１枚の画像を撮影し、画像識別技術で
画像における被写体および背景を識別し、当該被写体自身の持つ運動属性および背景特徴
によりその運動状態を特定する。例えば、もし被写体が鳥であり、背景が広くて青い図で
ある場合、被写体である鳥が運動状態にあり、もし被写体がビルである場合、それが静止
状態にある。これにより、当該方式にも限度がある。
【０１０６】
　当該方式の別の実現形態は、少なくとも２枚の被写体画像を時間順に取得し、前後の複
数枚の被写体画像における被写体の運動特徴に基づいて分析することで被写体の状態を特
定する。
【０１０７】
　一例として、２枚の被写体画像を例に、２枚の被写体画像における被写体の同じ画素点
間の変位を算出することで被写体の状態を特定してもよい。
【０１０８】
　ステップ５０２では、前記被写体の状態に応じて前記シャッタースピードまたは前記感
光度ＩＳＯを調整する。
【０１０９】
　被写体の状態に応じてシャッタースピードと感光度ＩＳＯを調整する手順は、以下の方
式にて実現してもよい。
【０１１０】
　被写体の状態が運動状態である場合、シャッタースピードを増加する、
　被写体の状態が静止状態である場合、感光度ＩＳＯを低減する。
【０１１１】
　上記シャッタースピードの意味およびそれの撮影效果に対する影響より分かるように、
運動状態である物体を撮影するには、ＩＳＯよりも、シャッタースピードのほうが重要な
影響を与える。したがって、本実施例では、運動状態である被写体について、シャッター
スピードを優先に調整する。即ち、運動の瞬間が捉えられるように、現在のシャッタース
ピードを増加する。よって、絞りのサイズとシャッタースピードがともに調整された後で
、ＩＳＯは、適応的に自動調整可能である。
【０１１２】
　逆に、静止状態である物体を撮影するには、シャッタースピードよりも、ＩＳＯのほう
が重要な影響を与える。したがって、本実施例では、静止状態である被写体について、Ｉ
ＳＯを優先に調整する。即ち、画面のノイズが低減するように、現在のＩＳＯ値を減少す
る。よって、絞りのサイズとＩＳＯがともに調整された後で、シャッタースピードは、適
応的に自動調整可能である。
【０１１３】
　本実施例では、撮影者の瞳のサイズに基づいて撮影機器の絞りのサイズを調整した後で
、被写体が運動状態であるか静止状態であるかに応じてシャッタースピードそれとも感光
度を優先に調整するかを特定することができるため、撮影機器の撮影パラメータの自動高
速で効率的な調整を実現させることができるとともに、調整後の撮影パラメータを現在の
撮影環境および被写体に一層適応させるように確保可能であり、良好な撮影効果を保障で
きる。
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【０１１４】
　上記は、撮影機器の撮影パラメータ調整方法の実現手順を記述したが、当該手順は、調
整装置で実現され得る。以下に、調整装置の内部機能および構成を説明する。
【０１１５】
　図８は、一実施例による撮影パラメータ調整装置を示すブロック図であり、図８に示す
ように、当該調整装置は、第１の特定モジュール１１と第１の調整モジュール１２とを備
える。
【０１１６】
　第１の特定モジュール１１は、撮影者の瞳のサイズを特定するように配置される。
【０１１７】
　第１の調整モジュール１２は、前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するよ
うに配置される。
【０１１８】
　その中、図９に示すように、図９は、一実施例による撮影パラメータ調整装置の実施例
一を示すブロック図であり、図８に示す実施例に加えて、前記第１の調整モジュール１２
は、第１の調整手段１２１を含んでも良い。
【０１１９】
　前記第１の調整手段１２１は、予め設定された、前記瞳のサイズと前記絞りのサイズと
の対応関係に基づいて、前記絞りのサイズを調整するように配置される。
【０１２０】
　また、図１０に示すように、図１０は、一実施例による撮影パラメータ調整装置の実施
例二を示すブロック図であり、図９に示す実施例に加えて、前記第１の調整モジュール１
２は、第２の調整手段１２２を含んでも良い。
【０１２１】
　前記第２の調整手段１２２は、前記瞳のサイズが第１の基準参考値以上である場合、絞
りのサイズが第１の所定の絞りのサイズよりも大きくなるように調整するように配置され
る。
【０１２２】
　前記第３の調整手段１２３は、前記瞳のサイズが第２の基準参考値以下である場合、絞
りのサイズが第２の所定の絞りのサイズよりも小さくなるように調整するように配置され
る。
【０１２３】
　なお、図１１に示すように、図１１は、一実施例による撮影パラメータ調整装置の実施
例三を示すブロック図であり、上記装置実施例に加えて、
　前記第１の調整モジュール１２は、判断手段１２４と第４の調整手段１２５とを備えて
も良い。
【０１２４】
　判断手段１２４は、前後少なくとも２つの時点での前記撮影者の瞳のサイズの変化傾向
を判断するように配置される。
【０１２５】
　第４の調整手段１２５は、前記変化傾向が増加傾向であるとき、前記絞りのサイズを次
第に増加するように配置される。
【０１２６】
　その中、図１２に示すように、前記第１の調整モジュール１２は、第５の調整手段１２
６を更に備えても良い。
【０１２７】
　第５の調整手段１２６は、前記変化傾向が減少傾向であるとき、前記絞りのサイズを次
第に減少するように配置される。
【０１２８】
　また、図１３は、一実施例による撮影パラメータ調整装置の実施例五を示すブロック図
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であり、図１３に示すように、上記装置実施例に加えて、前記調整装置は、第２の特定モ
ジュール２１と第２の調整モジュール２２とを更に備えても良い。
【０１２９】
　第２の特定モジュール２１は、被写体の状態を特定するように配置され、前記状態は、
運動状態と静止状態とを含む。
【０１３０】
　第２の調整モジュール２２は、前記被写体の状態に基づいて前記シャッタースピードま
たは前記感光度ＩＳＯを調整するように配置される。
【０１３１】
　その中、前記第２の特定モジュール２１は、第１の取得手段２１１と、識別手段２１２
と、第１の特定手段２１３とを備えても良い。
【０１３２】
　第１の取得手段２１１は、被写体画像を取得するように配置される。
【０１３３】
　識別手段２１２は、前記被写体画像における被写体と背景を識別するように配置される
。
【０１３４】
　第１の特定手段２１３は、前記被写体の運動属性および背景特徴に基づいて前記被写体
の状態を特定するように配置される。
【０１３５】
　あるいは、前記第２の特定モジュール２１は、第２の取得手段２１４と第２の特定手段
２１５とを備える。
【０１３６】
　第２の取得手段２１４は、少なくとも２枚の被写体画像を時間順に取得するように配置
される。
【０１３７】
　第２の特定手段２１５は、前記少なくとも２枚の被写体画像における被写体の運動特徴
に基づいて前記被写体の状態を特定するように配置される。
【０１３８】
　その中、前記第２の調整モジュール２２は、第６の調整手段２２１と第７の調整手段２
２２とを備えてもよい。
【０１３９】
　第６の調整手段２２１は、前記状態が運動状態であるとき、前記シャッタースピードを
増加するように配置され、
　第７の調整手段２２２は、前記状態が静止状態であるとき、前記感光度ＩＳＯを低減す
るように配置される。
【０１４０】
　上記実施例における調整装置、各モジュール、手段実行操作の具体的方式は、当該方法
に関する実施例で詳細に記述されたため、ここで詳細な説明は、繰り返さない。
【０１４１】
　撮影機器の撮影パラメータ調整装置の内部機能と構成を上述した。図１４に示すように
、当該撮影パラメータ調整装置は、
　プロセッサと、
　プロセッサの実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、
　その中、前記プロセッサは、
　撮影者の瞳のサイズを特定し、
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するように配置される。
【０１４２】
　本実施例では、撮影者の瞳のサイズを特定し、更に撮影者の瞳のサイズに基づいて絞り
のサイズ等の撮影パラメータを自動的に調整する。撮影者の現在の瞳のサイズが現在環境
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光線の強さに影響されるため、瞳のサイズを根拠とすることで、撮影機器の撮影パラメー
タを現在撮影環境に適応させるように自動で効率的に調整することができ、撮影者のある
程度の専門能力を必要とせず、操作は簡単になる。
【０１４３】
　図１５は、一実施例による撮影パラメータ調整装置を示すブロック図である。例えば、
当該調整装置８００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信
機器、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療設備、フィットネス機器、ＰＤＡな
どであってもよい。
【０１４４】
　図８を参照すると、装置８００は、以下の１つ又は複数のユニット、すなわち、処理ユ
ニット８０２、メモリ８０４、電源ユニット８０６、マルチメディアユニット８０８、オ
ーディオユニット８１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）のインターフェース８１２、センサユニ
ット８１４及び通信ユニット８１６を備えてもよい。
【０１４５】
　処理ユニット８０２は通常、装置８００の全般操作、例えば、表示、電話の発呼、デー
タ通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット８０２は、前
記方法のステップの全部又は一部を完成するように、コマンドを実行する１つ又は複数の
プロセッサ８２０を備えてもよい。また、処理ユニット８０２は、処理ユニット８０２と
他のユニットとの間のインタラクティビティが便利になるように、１つ又は複数のモジュ
ールを備えてもよい。例えば、処理ユニット８０２は、マルチメディアユニット８０８と
処理ユニット８０２との間のインタラクティビティが便利になるように、マルチメディア
モジュールを備えてもよい。
【０１４６】
　メモリ８０４は、装置８００での操作をサポートするために、各種別のデータを記憶す
るように配置される。これらデータの例示は、装置８００で操作する如何なるアプリケー
ションプログラムまたは方法のコマンド、連絡人データ、電話帳データ、メッセージ、ピ
クチャ、映像などを含む。メモリ８０４は、如何なる種別の発揮性または不発揮性記憶機
器またはそれらの組合せ、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、
電気的に消去可能な、プログラマブル、読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能
なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専用メモ
リ（ＰＲＯＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気
ディスクまたは光ディスクによって実現されてもよい。
【０１４７】
　電源ユニット８０６は、装置８００の各種のユニットに対して電力を供給する。電源ユ
ニット８０６は、電源管理システム、１つまたは複数の電源、及び装置８００に対して電
力を生成、管理及び割り当てることに関連する他のユニットを含んでも良い。
【０１４８】
　マルチメディアユニット８０８は、前記装置８００とユーザとの間に１つの出力インタ
ーフェースを供給するスクリーンを備える。一部の実施例では、スクリーンは、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）およびタッチパネル（ＴＰ）を含んでも良い。スクリーンは、タッチ
パネルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとして実
現されてもよい。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルでのジェスチャ
ーを感知するように、１つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンタは、タッ
チまたはスライド動作の境界を感知するだけではなく、前記タッチまたはスライド操作と
関連する持続時間および圧力をさらに検出することができる。一部の実施例では、マルチ
メディアユニット８０８は、１つのフロントカメラおよび／またはバックカメラを含む。
装置８００が操作モード、例えば、撮像モードまたは映像モードにあるとき、フロントカ
メラおよび／またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信することができ
る。フロントカメラおよびバックカメラのそれぞれは、１つの固定の光学レンズシステム
であっても良く、または、焦点距離または光学ズーム能力を有しても良い。
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【０１４９】
　オーディオユニット８１０は、オーディオ信号を出力および／または入力するように配
置される。例えば、オーディオユニット８１０は、１つのマイク（ＭＩＣ）を備え、装置
８００が操作モード、例えば、発呼モード、記録モードおよび音声識別モードにあるとき
、マイクは、外部オーディオ信号を受信するように配置される。受信されたオーディオ信
号は、さらに、メモリ８０４に記憶され、または、通信ユニット８１６によって送信され
てもよい。一部の実施例では、オーディオユニット８１０は、さらに、オーディオ信号を
出力するための１つのスピーカをさらに含む。
【０１５０】
　Ｉ／Ｏインターフェース８１２は、処理ユニット８０２とペリフェラルインターフェー
スモジュールとの間でインターフェースを供給するものであり、前記ペリフェラルインタ
ーフェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。
これらボタンは、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタンおよびロックボタ
ンを含んでも良いが、それらに限らない。
【０１５１】
　センサユニット８１４は、装置８００に対して各局面の状態評価を供給するための１つ
又は複数のセンサを含む。例えば、センサユニット８１４は、装置８００のオン／オフ状
態、ユニットの相対的な位置決め、例えば、前記ユニットが装置８００のディスプレイお
よびテンキーであることを検出することができ、センサユニット８１４は、さらに、装置
８００または装置８００の１つのユニットの位置変化、ユーザと装置８００とのタッチが
存在するか否か、装置８００の方位または加速／減速および装置８００の温度変化をさら
に検出することができる。センサユニット８１４は、如何なる物理タッチがないとき、近
傍物体の存在を検出するように配置された接近センサを含んでも良い。センサユニット８
１４は、さらに、結像アプリケーションに使用されるための光センサ、例えばＣＭＯＳま
たはＣＣＤ画像センタを含んでも良い。一部の実施例では、当該センサユニット８１４は
、さらに、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサを
含んでも良い。
【０１５２】
　通信ユニット８１６は、装置８００と他の機器との間の無線または有線方式の通信が便
利になるように配置される。装置８００は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例えば
、ＷｉＦｉ、２Ｇまたは３Ｇ、またはそれらの組合せにアクセスすることができる。１つ
の実施例では、通信ユニット８１６は、ブロードキャストチャネルを介して外部ブロード
キャスト管理システムからのブロードキャスト信号またはブロードキャスト相関情報を受
信する。１つの実施例では、前記通信ユニット８１６は、さらに、短距離通信を促進する
ように、近距離通信（ＮＦＣ）モジュールを含んでも良い。例えば、ＮＦＣモジュールで
は、ＲＦ識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外データ協会（ＩｒＤＡ）技術、超広帯域（ＵＷＢ）
技術、ブルートゥース（ＢＴ）技術および他の技術によって実現されてもよい。
【０１５３】
　実施例では、装置８００は、上記方法を実行するための１つ又は複数のアプリケーショ
ン専用集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号プ処理
機器（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジック機器（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブル
ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ
または他の電子素子によって実現されてもよい。
【０１５４】
　実施例では、コマンドを含む非一時コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、コ
マンドを含むメモリ８０４をさらに提供しており、上記コマンドは、上記方法を完成する
ために、装置８００のプロセッサ８２０によって実行されても良い。例えば、前記非一時
コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスクおよび光データ記憶機器などであっても
良い。
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【０１５５】
　非一時コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記記憶媒体におけるコマンド
が装置８００のプロセッサによって実行されるとき、上記撮影パラメータ調整方法を装置
８００に実行させることができる。
【０１５６】
　前記方法は、
　撮影者の瞳のサイズを特定するステップと、
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するステップとを含む。
【０１５７】
　ただし、前記撮影パラメータは、絞りのサイズ、シャッタースピードおよび感光度ＩＳ
Ｏを含む。
【０１５８】
　好ましくは、前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するステップは、
　予め設定された前記瞳のサイズと前記絞りのサイズとの対応関係に基づいて、前記絞り
のサイズを調整するステップを含む。
【０１５９】
　その中、予め設定された前記瞳のサイズと前記絞りのサイズとの対応関係に基づいて、
前記絞りのサイズを調整するステップは、
　前記瞳のサイズが第１の基準参考値以上である場合、絞りのサイズが第１の所定の絞り
のサイズよりも大きくなるように調整し、
　或いは、
　前記瞳のサイズが第２の基準参考値以下である場合、絞りのサイズが第２の所定の絞り
のサイズよりも小さくなるように調整し、
　第１の基準参考値は、第２の基準参考値よりも大きい。
【０１６０】
　前記瞳のサイズに基づいて撮影パラメータを調整するステップは、さらに、
　前後少なくとも２つの時点での前記撮影者の瞳のサイズの変化傾向を判断し、
　前記変化傾向が増加傾向である場合、前記絞りのサイズを次第に増加し、
　或いは、
　前記変化傾向が減少傾向である場合、前記絞りのサイズを次第に減少する。前記方法は
、更に、
　運動状態と静止状態とを含む、被写体の状態を特定するステップと、
　前記被写体の状態に基づいて前記シャッタースピードまたは前記感光度ＩＳＯを調整す
るステップとを含む。
【０１６１】
　その中、被写体の状態を特定するステップは、
　被写体画像を取得し、
　前記被写体画像における被写体と背景を認識し、
　前記被写体の運動属性および背景特徴に基づいて前記被写体の状態を特定するステップ
、
　あるいは、
　少なくとも２枚の被写体画像を時間順に取得し、
　前記少なくとも２枚の被写体画像における被写体の運動特徴に基づいて前記被写体の状
態を特定するステップを含む。
【０１６２】
　その中、前記被写体の状態に基づいて前記シャッタースピードまたは前記感光度ＩＳＯ
を調整するステップは、
　前記状態が運動状態である場合、前記シャッタースピードを増加するステップ、
　或いは、
　前記状態が静止状態である場合、前記感光度ＩＳＯを減少するステップを含む。
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【０１６３】
　当業者は明細書を考慮し、ここに公開された発明を実践した後、本開示の他の実施案を
容易に想到する。本願は、本開示の如何なる変形、用途または適応の変化もカバーするこ
とを意図する。これら変形、用途または適応の変化は、本開示の一般的な仕組みに従い、
かつ、本開示に開示されていない当分野における公知常識または慣用技術手段を含む。明
細書及び実施例は単なる例示なものと見なされ、本開示の本当の範囲及び思想は添付の特
許請求の範囲によって与えられる。
【０１６４】
　本開示が以上で記述されて図面に示された精確な構造に限定されるものでなく、その要
旨を逸脱しない範囲でいろんな補正や変更も可能であることは理解されるべきである。本
開示の範囲は、添付する特許請求の範囲のみによって限定される。 
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