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(57)【要約】
【課題】振れ補正手段の駆動で対応できない大きな振れ
が装置に加わったことに応じて露光を中止した場合にお
いても、ノイズを大きくすることなく良好な明るさの撮
影画像を得ることができる撮像装置を提供する。
【解決手段】被写体像を撮像する撮像素子１０２を備え
る撮像装置を設ける。撮像装置が、狙いの露光量よりも
大きい露光量を露光制御に用いる露光量として予め設定
する。撮像装置が、光軸シフトレンズ１００ａを駆動し
て、装置の振れにより生じる被写体像のブレを補正し、
光軸シフトレンズ１００ａが駆動可能端まで駆動したと
きに、露光を中止する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を撮像する撮像手段と、
　狙いの露光量よりも大きい露光量を露光制御に用いる露光量として予め設定する設定手
段と、
　振れ補正手段を駆動して、装置の振れにより生じる前記被写体像のブレを補正する補正
駆動手段と、
　前記振れ補正手段が駆動可能端まで駆動したときに、露光を中止する中止手段とを備え
る
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記露光を中止したときの露光量が前記狙いの露光量と異なる場合に、前記露光を中止
したときの露光量と前記狙いの露光量との差分に応じて、前記被写体像の明るさを補正す
る明るさ補正手段を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記明るさ補正手段は、前記露光を中止したときの露光量が前記狙いの露光量と同じで
ある場合には、前記被写体像の明るさを補正しない
　ことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記明るさ補正手段は、全輝度に対して一律のデジタルゲインを前記被写体像に係る画
素信号に積算するか、または前記画素信号に対して、輝度によって異なる利得となるトー
ンカーブ補正を行うことによって、前記被写体像の明るさを補正する
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記明るさ補正手段は、
　前記被写体像に係る画素信号をゲインアップする場合は、全輝度に対して一律のデジタ
ルゲインを当該画素信号に積算し、
　前記被写体像に係る画素信号をゲインダウンする場合は、前記画素信号に対して前記ト
ーンカーブ補正を行う
　ことを特徴する請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記設定手段は、ＩＳＯ感度値、撮影シーンにおける飽和画素領域の割合、または、撮
影時の振れ評価値に基づいて、前記狙いの露光量よりも大きい露光量を予め設定する
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記撮影時の振れ評価値は、被写体角速度とパンニング角速度と撮影秒時とによって算
出される
　ことを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記振れ補正手段は、撮像レンズの一部を形成する光学部材である
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記振れ補正手段が駆動可能端まで駆動したことによって前記露光が中止された場合に
、当該露光が中止されたことを通知する通知手段を備える
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記撮像装置の動作モードが、移動する被写体の動きに追従しながら撮影する流し撮り
モードであるかを判断する判断手段を備え、
　前記撮像装置の動作モードが前記流し撮りモードであると判断された場合に、前記設定
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手段が前記露光制御に用いる露光量を予め設定し、前記補正駆動手段が前記振れ補正手段
を駆動する
　ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　被写体像を撮像する撮像手段を備える撮像装置の制御方法であって、
　狙いの露光量よりも大きい露光量を露光制御に用いる露光量として予め設定する工程と
、
　振れ補正手段を駆動して、装置の振れにより生じる前記被写体像のブレを補正する工程
と、
　前記振れ補正手段が駆動可能端まで駆動したときに、露光を中止する工程とを有する
　ことを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラでの撮影方法の一つに流し撮りがある。流し撮りは、例えば水平方向に移動して
いる主被写体の動きにカメラを追従させながら撮影する手法である。流し撮りでは、被写
体の躍動感を出すためにシャッター速度を遅くするのが一般的である。
【０００３】
　被写体の動きに上手にカメラを追従させるには、長年の経験が必要であり、初心者にと
って流し撮りは難しい撮影方法である。そこで、被写体の追従時に装置に加わる振れによ
って生じる撮影画像のブレ（像ブレ）を補正するために、撮像装置が、シフトレンズ等の
振れ補正手段を光軸と垂直な方向にシフト駆動させることが考えられる。特許文献１は、
主被写体の撮像面上の移動速度を検出し、撮影者が行う流し撮り速度との差から主被写体
移動速度を算出し、露光中は算出した主被写体移動速度と撮影者が行う流し撮り速度との
差を補正するように振れ補正手段を偏心させる撮像装置を開示している。また、特許文献
２は、露光中に振れ補正手段の補正可能ストロークが少なくなることを検出して、露光を
中止して再撮影を行い、画像の位置ずれを補正して合成する撮影装置を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１３９９５２号公報
【特許文献２】特開２００５－０７７８８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１が開示する撮像装置では、装置に加わる振れが大きく、振れ補正手段が駆動
できる限界まで駆動した場合には、それ以上装置に加わる振れによる像ブレを補正するこ
とができない。したがって、振れ補正手段が駆動できる限界まで駆動した場合には露光を
中止することが考えられる。しかし、特許文献２が開示する撮影装置を適用する場合、流
し撮り撮影時には撮影画角が時間とともに変化するので、一旦露光を中断して再撮影した
画像を合成することが困難である。さらに、露光を中断すると、露光量が不足するので、
撮影画像が暗くなってしまうし、利得を上げることで明るさを補正すると、画像のノイズ
が大きくなる。
【０００６】
　本発明は、振れ補正手段の駆動で対応できない大きな振れが装置に加わったことに応じ
て露光を中止した場合においても、ノイズを大きくすることなく良好な明るさの撮影画像
を得ることができる撮像装置の提供を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態の撮像装置は、被写体像を撮像する撮像手段と、狙いの露光量より
も大きい露光量を露光制御に用いる露光量として予め設定する設定手段と、振れ補正手段
を駆動して、装置の振れにより生じる前記被写体像のブレを補正する補正駆動手段と、前
記振れ補正手段が駆動可能端まで駆動したときに、露光を中止する中止手段とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の撮像装置によれば、振れ補正手段の駆動で対応できない大きな振れが装置に加
わったことに応じて露光を中止した場合においても、ノイズを大きくすることなく良好な
明るさの撮影画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態の撮像装置の構成例を示す図である。
【図２】流し撮りモード時の撮像装置の動作を説明するフローチャートである。
【図３】露出補正量の決め方を説明する図である。
【図４】飽和画素領域の評価の手法を説明する図である。
【図５】トーンカーブ補正を説明する図である。
【図６】露光を中断したことを示す情報の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、本実施形態の撮像装置の構成例を示す図である。
　図１に示す撮像装置は、デジタルカメラである。もちろん、本発明の適用範囲は、デジ
タルカメラに限定されない。
【００１１】
　撮像装置は、レンズ群１００乃至露光条件制御部１１６を備える。
　ＣＰＵ１１１は、撮像装置全体を制御する。カメラの起動時には、プログラムフラッシ
ュメモリ１１３内に圧縮されたプログラムが、プログラムメモリ１１２に解凍／展開され
、ＣＰＵ１１１が、プログラムメモリ１１２内のプログラムにしたがって動作し、以後説
明する各種の制御動作を行う。レンズ群１００は、撮像レンズとして機能し、被写体光を
撮像素子１０２に導く。
【００１２】
　露光条件制御部１１６によって決定された露光条件によって、被写体光は、フォーカス
、ズーム等を撮像制御部１０１に制御されたレンズ群１００を通して撮像素子１０２に結
像される。撮像素子１０２は、被写体光を光電変換して、画像信号を出力する。すなわち
、撮像素子１０２は、被写体像を撮像する撮像手段として機能する。撮像素子１０２から
の画像信号は、所定の周期で読み出され、カメラ信号処理１０３にて、標準的な画像信号
になるように信号処理され、所定周期で標準的なデジタル画像として、画像メモリ１０４
に一時的に蓄積される。また、デジタル画像は、ディスプレイ１０６へと送られて画面表
示される（撮影待機状態）。この撮影待機状態で、操作スイッチ１０５に含まれる撮影ボ
タン（未表示）が押されることで撮影が開始する。
【００１３】
　撮影ボタンが押されると、ＣＰＵ１１１が、撮像素子１０２から予め設定されたシャッ
ター時間で画像信号を読み出し、画像メモリ１０４に原画像として一時的に蓄積する。原
画像は、画像符号化／復号化回路１０８にて静止画像の圧縮符号化がなされ（圧縮本画像
）、メモリカード１０９に記録される。
【００１４】
　露光条件制御部１１６は、設定される撮影モードなどの条件に基づいて、撮影時の絞り
値、シャッター速度、ＩＳＯ感度等の露光条件を決定する。決定された絞り値は、レンズ
群１００内の絞り羽根（未表示）を駆動することで設定される。決定されたシャッター速
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度は、レンズ群１００内のシャッター（未表示）を所定の時間で開閉するように駆動する
ことで設定される。決定されたＩＳＯ感度は、撮像素子１０２内のアナログゲイン回路な
どを制御することで設定される。
【００１５】
　撮像装置本体に取り付けられている角速度センサのジャイロセンサ１１４が、撮影時に
手振れなどの揺れを検出すると、ＣＰＵ１１１が、撮像制御部１０１を制御する。具体的
には、ＣＰＵ１１１は、振れ補正手段である光軸シフトレンズ１００ａを駆動して、装置
に生じる振れ（手振れ）による光軸ずれを補正するように制御する。これにより、手振れ
により生じる撮影画像のブレが補正される。光軸シフトレンズ１００ａは、レンズ群１０
０の一部を形成する光学部材である。
【００１６】
　ベクトル検出回路１１０は、所定の周期で読み出した画像から動きベクトルを検出する
。撮像装置の動作モードが流し撮りモードの時には、撮像制御部１０１が、検出された動
きベクトルに基づいて光軸シフトレンズの駆動量を演算して、光軸シフトレンズ１００ａ
を所定のタイミングで駆動する。流し撮りモードは、移動する被写体の動きにカメラを追
従しながら撮影する動作モードである。
【００１７】
　なお、図１において、メモリカード１０９は、光ディスクやハードディスクや光磁気デ
ィスク等でも構わないし、ＦＬＡＳＨメモリやＳＲＡＭ／ＤＲＡＭ等の固体半導体メモリ
で構成されるランダムアクセス可能なメモリでも構わない。
【００１８】
　図２は、流し撮りモード時の撮像装置の動作を説明するフローチャートである。
  電源投入後、ＣＰＵ１１１が、ユーザの操作にしたがって、撮像装置が流し撮りモード
に設定されたかを判断する。撮像装置が流し撮りモードに設定されると、ＣＰＵ１１１が
、ジャイロセンサの出力からカメラ本体の動きを検出する（ステップＳ２０１）。ＣＰＵ
１１１は、ジャイロセンサ出力の直流成分が所定の閾値よりも大きい場合には、ユーザが
パンニング等をしてカメラを動かしていると判断する。
【００１９】
　次に、ＣＰＵ１１１が、撮像素子１０２から所定の周期で読み出した撮影画像から、動
く被写体を検出する（ステップＳ２０２）。具体的には、ＣＰＵ１１１は、ベクトル検出
回路１１０を用いて動きベクトルを検出し、撮影画像の領域のうち、周囲よりも動きベク
トルが小さい領域を、動く被写体として検出する。
【００２０】
　次に、ＣＰＵ１１１が、撮影する露光量を決定（自動露出設定）する（ステップＳ２０
３）。具体的には、ＣＰＵ１１１は、撮像面を複数のブロック領域に分割し、各ブロック
領域の信号値に基づいて、撮像面の中央や被写体領域に大きい重み付けをした重み平均な
どによって露光量を決定する。この露光量を、狙いの露光量（Ａ）とする。狙いの露光量
（Ａ）は、撮影時に実際に得られる露光量に関する目標量である。さらに、ＣＰＵ１１１
は、設定した露光量（Ａ）に基づいて、既知のプログラム線図に従って、シャッター秒時
、絞り値、ＩＳＯ感度値を決定する。
【００２１】
　次に、ＣＰＵ１１１が、シャッターボタンが押されたかを判断する（ステップＳ２０４
）。シャッターボタンが押されていない場合は、処理がステップＳ２０１に戻る。シャッ
ターボタンが押された場合は、処理がステップＳ２０５に進む。
【００２２】
　次に、ＣＰＵ１１１が、上記ステップＳ２０３で決定した露光量（Ａ）に対して露出補
正を行う（ステップＳ２０５）。ＣＰＵ１１１は、撮影条件に応じて、予め露光量が狙い
の露光量（Ａ）よりも大きくなるようにプラスの方向に露出補正を行う。具体的には、Ｃ
ＰＵ１１１は、プラスの露光補正量を決定し、露光補正量を露光量（Ａ）に加えることで
、露光量を設定する。これは、撮影時に装置の振れが大きく、露光を途中で中断した際に
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、露光量不足となるのを防ぐためである。露光量不足となった場合には、上記ステップＳ
２０３で決定した露光量と同等の明るさにするためには画像をデジタルゲインで明るく補
正する必要があり、ノイズが大きくなってしまう。
【００２３】
　図３は、露出補正量の決定処理を説明する図である。
　ＣＰＵ１１１は、図２のステップＳ２０３で決定したＩＳＯ感度値に対する評価係数、
撮影シーンにおける飽和画素領域の割合に対する評価係数、撮影時の振れ評価値に対する
評価係数に基づいて、露出補正量を決定する。以下に、それぞれの評価指標について詳し
く説明する。
【００２４】
　図３（Ａ）は、撮影時のＩＳＯ感度値に対する評価係数Ａを示すグラフである。ＣＰＵ
１１１は、図３（Ａ）のグラフに示される対応情報に基づいて、ＩＳＯ感度値に対する評
価係数Ａを算出する。露出補正量を決定する際にＩＳＯ感度値を指標とする理由は、ＩＳ
Ｏ値が大きいほどノイズ量が多いため、さらにデジタルゲインによってノイズが大きくな
ると好ましくない画像になりやすいためである。撮像素子の特性や、ノイズ除去アルゴリ
ズムの特性によって、ＩＳＯ感度に対するノイズ量は異なるので、図３（Ａ）中の閾値Ｔ
ｈａ１、Ｔｈａ２は、各カメラのノイズ耐性に応じて決定することが望ましい。
【００２５】
　図３（Ｂ）は、撮影シーンの飽和画素領域の割合に対する評価係数Ｂを示すグラフであ
る。ＣＰＵ１１１は、図３（Ｂ）のグラフに示される対応情報に基づいて、撮影シーンの
飽和画素領域の割合に対する評価係数Ｂを算出する。
【００２６】
　閾値Ｔｈｂ１、Ｔｈｂ２は、例えば、画像全体に対して１０％、３０％としておく。撮
影シーンの飽和画素領域の割合を指標とする理由は、画素値が飽和している領域が多いシ
ーンでは、露出を大きくするとさらに飽和する画素値が多くなり、これは後でデジタルゲ
インで暗く補正しても階調が出ないためである。すなわち、このようなシーンでは、プラ
スの露出補正をあまりしない方が好ましい画像になりやすいので、対応する評価係数Ｂが
小さくなるようにする。
【００２７】
　図４は、飽和画素領域の評価の手法を説明する図である。
　ＣＰＵ１１１は、例えば、図４に示すような撮影画像のＢＶ値のヒストグラムを取得し
、適レベルに対して＋３段以上の領域の全体に対する割合を、飽和画素領域の割合として
算出する。ＣＰＵ１１１は、高速化およびノイズ除去のため、撮像素子を複数の領域に分
割し、各領域で一つのＢＶ値を算出して、上記のヒストグラムを作成するようにしてもよ
い。
【００２８】
　図３（Ｃ）は、撮影時の振れ評価値に対する評価係数Ｃを示すグラフである。ＣＰＵ１
１１は、図３（Ｃ）のグラフに示される対応情報に基づいて、振れ評価値に対する評価係
数Ｃを算出する。
【００２９】
　撮影時の振れ評価値を指標とする理由は、装置の振れ量が大きいほど、振れ量を補正す
るためのレンズ駆動量が大きくなり、補正限界に早く達しやすいためである。後述するよ
うに、本実施形態の撮像装置は、補正限界まで光学シフトレンズが駆動すると露光を終了
するので、図２のステップＳ２０３で決定した露光量に対して露光量不足になりやすい。
したがって、ＣＰＵ１１１は、振れ量が大きい場合には、予め露光量をプラスに補正して
おくことで、露光量不足を未然に防いでおく。
【００３０】
　ＣＰＵ１１１は、振れ量の評価値を、例えば、式（１）に示すように、被写体角速度と
パンニング角速度の差分に、撮影秒時を積算することで算出する。
　振れ評価値＝｜（被写体角速度）－（パンニング角速度）｜×（撮影秒時）・・・式（
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１）
【００３１】
　本実施形態では、図３（Ｃ）中に示す閾値Ｔｈｃ１を振れ補正の最大量、閾値Ｔｈｃ２
を振れ補正の最大量の８割にすることで、図３（Ｃ）のグラフを折れ線のグラフとしてい
る。これは、被写体角速度およびパンニング角速度が撮影前と撮影中で変わらなければ、
式（１）を用いて算出した振れ評価値が振れ補正の最大量となるまでは途中で露光終了す
ることなく撮影可能であるので、予め露出補正をしておく必要性が少ないからである。
【００３２】
　ＣＰＵ１１１は、評価係数Ａ、評価係数Ｂ、評価係数Ｃを積算して露出補正評価値を算
出する。そして、図３（Ｄ）のグラフに示される対応情報に基づいて、露出補正評価値に
対する露出補正量を算出する。図３（Ａ）乃至（Ｄ）のグラフに示される対応情報は、あ
らかじめプログラムフラッシュメモリ１１３に記憶される。なお、ＣＰＵ１１１は、評価
係数Ａ、評価係数Ｂ、評価係数Ｃのうちのいずれかに基づいて算出される露出補正評価値
に応じた露出補正量を決定してもよい。
【００３３】
　図２に戻って、ステップＳ２０６において、ＣＰＵ１１１が、ステップＳ２０５による
露光補正後の露光量に従って、シャッター走行を開始する（露光制御を実行する）。続い
て、ＣＰＵ１１１が、露光中に撮影画像がブレないように光軸シフトレンズ１００ａを駆
動して、振れ補正を実行する（ステップＳ２０７）。すなわち、ＣＰＵ１１１が、装置の
振れにより生じる被写体像のブレを補正する補正駆動手段として機能する。
【００３４】
　次に、ＣＰＵ１１１が、光軸シフトレンズ１００ａが駆動可能端に達したか、つまり振
れ補正の限界に達したかを判断する（ステップＳ２０８）。光軸シフトレンズ１００ａが
駆動可能端に達した場合は、処理がステップＳ２１０に進む。そして、ＣＰＵ１１１が、
露光を終了（中止）する（ステップＳ２１０）。光軸シフトレンズ１００ａが駆動可能端
に達していない場合は、処理がステップＳ２０９に進む。
【００３５】
　ここで、光軸シフトレンズ１００ａが駆動可能端に達したことによって露光が中断され
た場合は、ＣＰＵ１１１は、露光を中断したことを通知する。この例では、ＣＰＵ１１１
は、ディスプレイ１０６に露光を中断したことを表示する。この際に、ＣＰＵ１１１は、
被写体に対してユーザによるパンニングが速すぎるか遅すぎるかを示す情報も表示する。
これにより、ユーザは、次回の流し撮りを行う際の参考とすることができる。
【００３６】
　ＣＰＵ１１１は、パンニングが速すぎるか遅すぎるかを、光軸シフトレンズ１００ａの
駆動した方向と、パンニング方向との関係によって判断する。露光を中断することで、ブ
レのない流し撮り画像が得られるものの、パンニングが速すぎるか遅すぎる場合には、本
来の撮影秒時で撮影した画像に比べて、流し撮りの効果が少なくなるので、ユーザに対し
てその旨の警告を行うことが望ましい。
【００３７】
　図２に戻り、ステップＳ２０９において、ＣＰＵ１１１が、上記ステップＳ２０３で決
定した露光時間が経過したかを判断する。露光時間が経過していない場合は、処理がステ
ップＳ２０７に戻り、ＣＰＵ１１１が、光軸シフトレンズ１００ａを駆動しながら露光を
継続する。露光時間が経過した場合は、処理がステップＳ２１０に進む。
【００３８】
　ステップＳ２１０で露光が終了した後、ＣＰＵ１１１が、実際に撮影された画像の露光
量（Ｂ）が、上記ステップＳ２０３で設定した狙いの露光量（Ａ）と同じであるかを判断
する（ステップＳ）。これは、狙いの露光量分が過不足なく撮像された場合には、ステッ
プＳ２１２の明るさ補正を行う必要がないので、明るさ補正の処理をスキップすることが
できるためである。したがって、露光量（Ｂ）と露光量（Ａ）とが同じである場合は、ス
テップＳ２１２をスキップして、処理がステップＳ２１３に進む。露光量（Ｂ）と露光量
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【００３９】
　次に、ＣＰＵ１１１が、撮影画像に対して明るさ補正を行う（ステップＳ２１２）。具
体的には、ＣＰＵ１１１は、ステップＳ２０３で算出した狙いの露光量（Ａ）に対する、
実際に撮影された被写体像の露光量（Ｂ）の比率に基づき、露光量（Ｂ）が狙いの露光量
（Ａ）に過不足した分（差分）に応じた画像補正処理を実行する。この例では、ＣＰＵ１
１１は、全輝度に対して一律の露光量（Ｂ）／露光量（Ａ）倍のデジタルゲインを、被写
体像に係る各画素信号に対して積算することで、明るさ補正を行う。以下では、露光量（
Ｂ）／露光量（Ａ）を単にＢ／Ａと記述する。飽和している画素信号をゲインダウンする
と、階調が失われているために、飽和部がグレーになるなど、不自然な画像になってしま
う場合がある。したがって、ＣＰＵ１１１は、画素信号をゲインダウンする場合には、画
像の輝度によって異なる利得となるトーンカーブ補正を行う。これにより、ゲインダウン
による画像の不自然さを軽減することができる。
【００４０】
　図５は、トーンカーブ補正を説明する図である。
　図５には、１倍～０．５倍の補正を行うトーンカーブの例を示す。ＣＰＵ１１１は、例
えば、画像の中間輝度については、補正倍率（Ｂ／Ａ）倍、画像のダークレベルと飽和レ
ベルについては、補正倍率１倍とし、その中間は階調が滑らかにつながるように、徐々に
画素信号をゲインダウンする際の補正倍率を変える。これにより、ＣＰＵ１１１は、画像
の主要部分については、図２のステップＳ２０３で決定した狙いの露光量（Ａ）になるよ
うに明るさ補正を行いながら、全体としての階調も自然に補正することができる。
【００４１】
　ゲインダウン（Ｂ／Ａ＜１）の場合には、上記のようにトーンカーブ補正を行うことが
望ましいが、ゲインアップ（Ｂ／Ａ＞１）の場合には、輝度によって一律のデジタルゲイ
ンによって明るさ補正を行っても、不自然な画像にはなりにくい。したがって、ＣＰＵ１
１１は、ゲインダウンかゲインアップかで、トーンカーブ補正を行うか、一律のデジタル
ゲインを行うかを切り替えてもよい。
【００４２】
　図２の説明に戻る。ステップＳ２１３において、ＣＰＵ１１１は、画像処理回路１０７
および画像符号化／復号化回路１０８を制御して、撮影された画像に対してガンマ補正や
圧縮処理などの所定の画像処理を行う。そして、ＣＰＵは、画像処理後の画像をディスプ
レイ１０６に表示するとともに、メモリカード１０９に記録する（ステップＳ２１３）。
【００４３】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【００４４】
（その他の実施例）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（コンピュータプログラム）を、ネットワーク又は各種記
憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、システム或いは装置のコンピュータ（また
はＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。この場合、そのプ
ログラム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【００４５】
　１００　レンズ群
　１１０　ベクトル検出回路
　１１１　ＣＰＵ
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