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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ズームレンズ及びフォーカスレンズを有する撮影レンズと、この撮影レンズを透過した
被写体光を撮像する固体撮像素子と、被写体に向けてストロボ光を照射するストロボ装置
とを備えた撮影装置において、
　被写体輝度を測光する測光手段と、
　前記ズームレンズのズーム位置を検出するズーム位置検出手段と、
　前記フォーカスレンズの合焦位置を検出する合焦位置検出手段と、
　前記ズーム位置検出手段によって検出されたズーム位置に基づいて、前記フォーカスレ
ンズの移動範囲上に設定されたＦａｒ端側の第１距離選択パラメータとＮｅａｒ端側の第
２距離選択パラメータとを予めズーム位置毎に設定された値から選択し、前記合焦位置検
出手段によって検出された合焦位置が前記第２距離選択パラメータよりもＮｅａｒ端側で
あるときに撮影感度を低感度に設定し、前記合焦位置が前記第１の距離選択パラメータと
前記第２の距離選択パラメータとの間であるときには撮影感度を中感度に設定し、前記合
焦位置が前記第１距離選択パラメータよりもＦａｒ端側であるときには撮影感度を高感度
に設定する撮影感度設定手段と、
　前記測光手段によって測光された前記被写体輝度、及び前記撮影感度設定手段によって
設定された撮影感度に基づいて、露出、及び前記ストロボ装置の発光量を制御する制御手
段と、
　前記固体撮像素子から出力される撮像信号を前記撮影感度に対応するゲインで増幅する
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第１増幅手段と、
　前記撮像信号をデジタル信号に変換して得られた画像データの輝度値を算出し、この輝
度値と、予め設定された目標輝度値とを比較して不足ゲイン値を算出する不足ゲイン算出
手段と、
　前記不足ゲイン算出手段によって算出された不足ゲイン値に基づいて、前記画像データ
の信号レベルを増幅する第２増幅手段と、
　を備えていることを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記合焦位置検出手段は、前記フォーカスレンズの位置毎に、前記撮像信号をデジタル
信号に変換して得られた画像データから高周波成分を抽出し、この高周波成分を積算する
積算手段と、前記積算手段によって積算された積算値を取得し、この積算値が最大となる
位置を判定する判定手段とを備え、前記積算値が最大となる位置を前記合焦位置として検
出することを特徴とする請求項１記載の撮影装置。
【請求項３】
　前記撮影感度設定手段は、前記撮影感度を複数種類以上設定し、前記制御手段は、各撮
影感度に対応する露出値を設定するとともに、前記撮影感度及び前記露出値の設定数分の
連続撮影を実行することを特徴とする請求項１または２記載の撮影装置。
【請求項４】
　画像を表示する表示手段を備え、前記制御手段は、前記表示手段を制御して、前記連続
撮影によって得られた複数枚以上の撮影画像の中から少なくとも１枚を選択することが可
能な選択画面を表示させることを特徴とする請求項３記載の撮影装置。
【請求項５】
　前記画像データに対して各種信号処理を施す際に用いられる設定値を前記撮影感度毎に
選択する設定値選択手段と、前記設定値選択手段によって選択された前記設定値に基づい
て、前記画像データに対して前記各種信号を施す信号処理手段とを備えていることを特徴
とする請求項２ないし請求項４のいずれか記載の撮影装置。
【請求項６】
　前記設定値は、前記画像データに対して階調変換処理を施す時に用いられる階調変換特
性を指定するパラメータ、前記画像データに対して輪郭強調処理を施す際の補正量範囲を
指定するパラメータ、及び前記画像データに対してノイズ低減処理を施す際に用いられる
フィルタの閾値を指定するパラメータであることを特徴とする請求項５記載の撮影装置。
【請求項７】
　ズームレンズ及びフォーカスレンズを有する撮影レンズと、この撮影レンズを透過した
被写体光を撮像する固体撮像素子と、被写体に向けてストロボ光を照射するストロボ装置
とを備えた撮影装置の露出制御方法において、
　被写体輝度を測光し、
　前記ズームレンズのズーム位置を検出し、
　前記フォーカスレンズの合焦位置を検出し、
　前記ズーム位置に基づいて、前記フォーカスレンズの移動範囲上に設定されたＦａｒ端
側の第１距離選択パラメータとＮｅａｒ端側の第２距離選択パラメータとを予めズーム位
置毎に設定された値から選択し、前記合焦位置が前記第２距離選択パラメータよりもＮｅ
ａｒ端側であるときに撮影感度を低感度に設定し、前記合焦位置が前記第１の距離選択パ
ラメータと前記第２の距離選択パラメータとの間であるときには撮影感度を中感度に設定
し、前記合焦位置が前記第１距離選択パラメータよりもＦａｒ端側であるときには撮影感
度を高感度に設定し、
　前記被写体輝度及び前記撮影感度に基づいて、露出、及び前記ストロボ装置の発光量を
制御し、
　前記固体撮像素子から出力される撮像信号を前記撮影感度に対応するゲインで増幅する
とともに、
　前記撮像信号をデジタル信号に変換して得られた画像データの輝度値を算出し、この輝
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度値と予め設定された目標輝度値とを比較して不足ゲイン値を算出し、前記不足ゲイン値
に基づいて前記画像データの信号レベルを増幅することを特徴とする露出制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、焦点距離が可変な撮影レンズ、この撮影レンズを透過した被写体光を撮像
する固体撮像素子、及びストロボ装置を備えた撮影装置及びその露出制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＣＤイメージセンサ等の固体撮像素子によって撮像された画像データを記録す
る撮影装置であるデジタルカメラが一般に普及している。このようなデジタルカメラでは
、被写体輝度が低い場合、ストロボ装置によって被写体にストロボ光を照射して撮影を行
う。
【０００３】
　しかし、撮影距離が遠い場合には、ストロボ光が被写体に到達せずに露光不足が生じる
。このような問題を解決するために、固体撮像素子から出力される撮像信号を撮影距離に
対応するゲインで増幅して撮影感度を変更することによって、露光不足を解消したデジタ
ルカメラが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、撮影距離に基づいて、撮影感度、及びストロボの発光を停止するための基準値と
なる調光値を設定してストロボ撮影を行うことによって、オートストロボ機能で調光可能
な撮影距離範囲を広げたデジタルカメラが知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　また、ストロボ装置によって、一定光量の予備発光を複数回行って、複数回の撮像を行
い、この撮像によって得られた撮像信号を撮像毎に異なるゲインで増幅し、増幅後の撮像
信号の信号レベルが所定範囲内にあると判定された時に、この増幅後の撮像信号に基づい
て本発光の光量を設定して最適な光量を得るデジタルカメラが知られている（例えば、特
許文献３参照）。
【特許文献１】特開平６－１２１２２５号公報
【特許文献２】特開２０００－１３４５３３号公報
【特許文献３】特開平１１－８４４８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１及び特許文献２に記載のデジタルカメラでは、撮影距離
に基づいて、撮影感度、及びストロボ装置の調光値を設定しているが、ストロボ光の到達
距離は、撮影距離だけでなく、レンズの明るさに起因するため、適切なストロボ光量の制
御を行うことが難しいという問題があった。また、特許文献３に記載のデジタルカメラで
は、複数回の予備発光を行うことが必要であり、撮影処理に時間がかかるという問題があ
った。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、適切なストロボ光量で迅速な撮影処
理を行うことが可能な撮影装置及び露出制御方法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】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の撮影装置は、ズームレンズ及びフォーカスレンズ
を有する撮影レンズと、この撮影レンズを透過した被写体光を撮像する固体撮像素子と、
被写体に向けてストロボ光を照射するストロボ装置とを備えた撮影装置であり、被写体輝
度を測光する測光手段と、前記ズームレンズのズーム位置を検出するズーム位置検出手段
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と、前記フォーカスレンズの合焦位置を検出する合焦位置検出手段と、前記ズーム位置検
出手段によって検出されたズーム位置、及び前記合焦位置検出手段によって検出された合
焦位置に基づいて、撮影感度を設定する撮影感度設定手段と、前記測光手段によって測光
された前記被写体輝度、及び前記撮影感度設定手段によって設定された撮影感度に基づい
て、露出、及び前記ストロボ装置の発光量を制御する制御手段と、前記固体撮像素子から
出力される撮像信号を前記撮影感度に対応するゲインで増幅する第１増幅手段とを備えて
いることを特徴とするものである。
【０００９】
　また、前記合焦位置検出手段は、前記フォーカスレンズの位置毎に、前記撮像信号をデ
ジタル信号に変換して得られた画像データから高周波成分を抽出し、この高周波成分を積
算する積算手段と、前記積算手段によって積算された積算値を取得し、この積算値が最大
となる位置を判定する判定手段とを備え、前記積算値が最大となる位置を前記合焦位置と
して検出することが好ましい。
【００１０】
　さらに、前記画像データの輝度値を算出し、この輝度値と、予め設定された目標輝度値
とを比較して不足ゲイン値を算出する不足ゲイン算出手段と、前記不足ゲイン算出手段に
よって算出された不足ゲイン値に基づいて、前記画像データの信号レベルを増幅する第２
増幅手段とを備えていることが好ましい。
【００１１】
　また、前記撮影感度設定手段は、前記撮影感度を複数種類以上設定し、前記制御手段は
、各撮影感度に対応する露出値を設定するとともに、前記撮影感度及び前記露出値の設定
数分の連続撮影を実行しても良い。
【００１２】
　さらに、画像を表示する表示手段を備え、前記制御手段は、前記表示手段を制御して、
前記連続撮影によって得られた複数枚以上の撮影画像の中から少なくとも１枚を選択する
ことが可能な選択画面を表示させることが好ましい。
【００１３】
　また、前記画像データに対して各種信号処理を施す際に用いられる設定値を前記撮影感
度毎に選択する設定値選択手段と、前記設定値選択手段によって選択された前記設定値に
基づいて、前記画像データに対して前記各種信号を施す信号処理手段とを備えていること
が好ましい。
【００１４】
　さらに、前記設定値は、前記画像データに対して階調変換処理を施す時に用いられる階
調変換特性を指定するパラメータ、前記画像データに対して輪郭強調処理を施す際の補正
量範囲を指定するパラメータ、及び前記画像データに対してノイズ低減処理を施す際に用
いられるフィルタの閾値を指定するパラメータであることが好ましい。
【００１５】
　本発明の露出制御方法は、ズームレンズ及びフォーカスレンズを有する撮影レンズと、
この撮影レンズを透過した被写体光を撮像する固体撮像素子と、被写体に向けてストロボ
光を照射するストロボ装置とを備えた撮影装置の露出制御方法であり、被写体輝度を測光
し、前記ズームレンズのズーム位置を検出し、前記フォーカスレンズの合焦位置を検出し
、前記ズーム位置及び前記合焦位置に基づいて撮影感度を設定し、前記被写体輝度及び前
記撮影感度に基づいて、露出、及び前記ストロボ装置の発光量を制御し、前記固体撮像素
子から出力される撮像信号を前記撮影感度に対応するゲインで増幅することを特徴とする
ものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ズームレンズのズーム位置、及びフォーカスレンズの合焦位置に基づ
いて撮影感度を設定し、この撮影感度に基づいて露出及びストロボ光量を制御するので、
撮影レンズの焦点距離を変更してレンズの明るさが変化した場合でも、露出及びストロボ
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光量を適切に制御することができる。このため、遠距離撮影でのストロボ光の未到達や、
近距離撮影でのストロボ光による白トビを防止することができる。また、予備発光を複数
回行う必要がないため、迅速な撮影を行うことができる。
【００１７】
　また、撮影が実行された時に画像データの不足ゲインを調節するので、撮影画像の画質
を向上させることができる。さらに、撮影感度を複数種類以上設定し、各撮影感度に対応
する露出値を設定して連続撮影を行うので、より撮影者の意図に合った撮影画像を提供す
ることができる。
【００１８】
　また、画像データに対して各種信号処理を行う時に、撮影感度毎に設定された設定値に
基づいて信号処理を行うので、撮影画像の画質をさらに向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１に示すデジタルカメラ（撮影装置）１０は、カメラ本体１１の前面に、スライド操
作可能なレンズバリア１２を備えている。このレンズバリア１２を開放位置（図１に示す
位置）にスライドさせることによって、撮影レンズ１３、ストロボ発光部１４が前面に露
呈される。また、カメラ本体１１の前面には、光学ファインダを構成するファインダ対物
窓１５が設けられている。
【００２０】
　前述のレンズバリア１２は、電源操作部材を兼用しており、前述の開放位置にスライド
操作された時に、カメラ本体１１の電源がＯＮとなり、撮影レンズ１３及びストロボ発光
部１４が遮蔽される遮蔽位置にスライド操作された時に、カメラ本体１１の電源がＯＦＦ
となる。
【００２１】
　また、図２に示すように、カメラ本体１１の背面には、画像を表示する表示手段である
ＬＣＤ１６、光学ファインダを構成するファインダ接眼窓１７、複数の操作部材で構成さ
れる操作部１８が設けられている。ＬＣＤ１６は、スルー画、再生画像、及び各種設定画
面等を表示する。
【００２２】
　操作部１８は、モード切替ボタン２１、戻しボタン２２、送りボタン２３、ズームボタ
ン２４、メニューボタン２５、キャンセルボタン２６、及び表示ボタン２７で構成されて
いる。
【００２３】
　モード切替ボタン２１は、撮影モードと、再生モードとを切り替える際に、スライド操
作される。また、送りボタン２３及び戻しボタン２２は、再生モードにおいて、再生画像
を順送り及び逆送りする際に、押圧操作される。ズームボタン２４は、撮影レンズ１３の
焦点距離を変更する際に、上下方向に押圧操作される。また、戻しボタン２２、送りボタ
ン２３、及びズームボタン２４は、設定画面内でカーソルを移動する際のカーソル操作ボ
タンとしても用いられる。
【００２４】
　メニューボタン２５は、メニュー画面をＬＣＤ１６に表示させる際に押圧操作される。
また、キャンセルボタン２６は、メニュー画面内での各種設定操作を途中でやめる場合や
、前画面に戻す場合に押圧操作される。表示ボタン２７は、ＬＣＤ１６のＯＮ、ＯＦＦを
切り替える際に押圧操作される。
【００２５】
　また、カメラ本体１１の上面には、シャッタボタン２８が設けられている。このシャッ
タボタン２８は、２段押しのボタンであり、このシャッタボタン２８が半押しされた時に
、各種撮影準備処理が実行され、半押しよりさらに押し込まれて全押しされた時に、撮影
処理が実行される。
【００２６】
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　カメラ本体１１の側面には、記録メディアスロット３０が設けられている。この記録メ
ディアスロット３０には、画像データが記憶される記憶手段である記録メディア３１が着
脱自在に装填される。
【００２７】
　次に、デジタルカメラ１０の電気的構成について説明する。図３に示すように、デジタ
ルカメラ１０は、システムコントローラ（制御手段）４０によって各部が制御されている
。このシステムコントローラ４０は、ＲＯＭ４０ａ、及びＲＡＭ４０ｂを備えている。
【００２８】
　ＲＯＭ４０ａには、カメラ本体１１内の各部を制御するための制御プログラムや、各種
制御用データ等が記憶されており、ＲＡＭ４０ｂには、作業用データが一時的に記憶され
る。システムコントローラ４０は、これらのプログラムや各種制御用データ等に基づいて
各部を制御する。
【００２９】
　また、システムコントローラ４０には、操作部１８及びシャッタボタン２８が接続され
ており、操作部１８及びシャッタボタン２８から入力される操作信号に基づいて各部を制
御する。
【００３０】
　撮影レンズ１３は、焦点距離を変更可能なレンズであり、ズームレンズ４１と、絞り４
２と、フォーカスレンズ４３とを備えて構成されている。ズームレンズ４１は、ズームパ
ルスモータ４４によって、撮影レンズ１３の光軸方向に沿って移動される。また、絞り４
２は、アイリスモータ４５によって駆動されて開口径が変更し、後述するＣＣＤイメージ
センサ（以下、単にＣＣＤと称する）の受光面に入射する被写体光の光量を調節する。さ
らに、フォーカスレンズ４３は、フォーカスパルスモータ４６によって光軸方向に沿って
移動される。
【００３１】
　各モータ４４～４６は、モータドライバ４７に接続されている。モータドライバ４７は
、システムコントローラ４０に接続されており、システムコントローラ４０からの指示に
基づいて、各モータ４４～４６に駆動パルスを送信する。各モータ４４～４６は、この駆
動パルスによって回転駆動される。システムコントローラ４０は、ズームレンズ４１のズ
ーム位置を検出するズーム位置検出手段であり、ズームパルスモータ４４の駆動パルス数
をカウントすることによってズーム位置を検出する。例えば、ズームレンズ４１をテレ端
に向けて移動させる時にはパル数を加算し、ワイド端側に向けて移動させる時にはパルス
数を減算する。また、システムコントローラ４０は、同様に、フォーカスパルスモータ４
６のパルス数をカウントしたフォーカスパルス数によって、フォーカスレンズ４３の位置
を検出する。
【００３２】
　この撮影レンズ１３の背後には、ＣＣＤ４８が配置されている。ＣＣＤ４８は、受光素
子（フォトダイオード）が２次元的に配列された受光面を備えており、撮影レンズ１３を
透過して受光面に結像された被写体光を光電変換し、光量に応じた信号電荷を蓄積する。
各受光素子に蓄積された信号電荷は、ＣＣＤドライバ４９から与えられるパルスに基づい
て、その電荷量に応じた電圧信号（撮像信号）として順次に読み出される。
【００３３】
　ＣＣＤ４８から出力された撮像信号は、アナログ信号処理部５０に入力される。このア
ナログ信号処理部５０は、相関二重サンプリング回路（ＣＤＳ）５０ａ、オートゲインコ
ントロール・アンプ（ＡＭＰ）５０ｂ、及びＡ／Ｄ変換器５０ｃで構成されている。
【００３４】
　ＣＤＳ５０ａは、ＣＣＤ４８に起因するアンプ雑音とリセット雑音とを撮像信号から除
去する。ＡＭＰ５０ｂは、第１増幅手段である。システムコントローラ４０は、後述する
撮影感度設定回路から撮影感度情報を取得し、このＡＭＰ５０ｂを制御して、撮影感度に
対応する利得で撮像信号を増幅する。また、Ａ／Ｄ変換器５０ｃは、アナログ信号である
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撮像信号をデジタル信号の画像データに変換する。
【００３５】
　タイミングジェネレータ（ＴＧ）５１は、システムコントローラ４０の指示に従ってＣ
ＣＤドライバ４９及びアナログ信号処理部５０に対してタイミング信号を与えており、こ
のタイミング信号によって各回路の同期がとられている。また、このＴＧ４９から入力さ
れるタイミング信号（クロックパルス）により、ＣＣＤ４８の電子シャッタ速度（露光時
間）が決定される。つまり、システムコントローラ４０は、絞り４２の絞り値とＣＣＤ４
８の露光時間とを制御して、露出制御を行う。
【００３６】
　アナログ信号処理部５０には、画像入力コントローラ５２が接続されている。この画像
入力コントローラ５２は、バス５３を介してＳＤＲＡＭ５４に接続されており、ＳＤＲＡ
Ｍ５４に１画面分の画像データを記憶させる。バス５３には、画像入力コントローラ５２
及びＳＤＲＡＭ５４の他に、デジタル信号処理回路５５、圧縮伸張処理回路５６、ＬＣＤ
ドライバ５７、メディアコントローラ５８、ＡＥ検出回路５９、ＡＦ検出回路６０、及び
撮影感度設定回路６１が接続されている。
【００３７】
　デジタル信号処理回路５５は、ＳＤＲＡＭ５４に記憶された画像データに対して、階調
変換処理、輪郭強調処理、ノイズ低減処理、ホワイトバランス補正処理、及びＹＣ変換処
理等の所定の信号処理を施す。なお、スルー画を表示する場合には、撮影時よりも低解像
度の画像データがＳＤＲＡＭ５４に記憶され、この低解像度の画像データに対して前述の
信号処理が行われる。その後、システムコントローラ４０の指示に従って、ＳＤＲＡＭ５
４から低解像度の画像データが順次に読み出され、ＬＣＤドライバ５７を介して、スルー
画としてＬＣＤ１６に表示される。
【００３８】
　前述のシャッタボタン２８は、２段階押圧式のスイッチであり、シャッタボタン２８が
、軽く押下（半押し）されて１段目のスイッチがＯＮにされると、後述するＡＥ制御及び
ＡＦ制御等の撮影準備動作が行われる。シャッタボタン２８が半押しされた状態から、さ
らに押下（全押し）されると、ＡＥ制御によって設定された露出値にて、ＣＣＤ４８に対
して本露光が行われる。
【００３９】
　この時、前述のＳＤＲＡＭ５４には、スルー画時よりも高解像度の画像データが記憶さ
れ、この画像データに対して前述の信号処理が施される。信号処理が施された画像データ
は、圧縮伸張処理回路５６によって所定の圧縮形式（例えば、ＪＰＥＧ形式）で圧縮され
る。圧縮処理後、画像データは、メディアコントローラ５８を介して記録メディア３１に
記憶される。
【００４０】
　また、再生モード時には、メディアコントローラ５８を介して記録メディア３１から読
み出された画像データが、圧縮伸張処理回路５６によって伸張され、ＬＣＤドライバ５７
を介してＬＣＤ１６に再生画像として表示される。
【００４１】
　ＡＥ検出回路５９は、シャッタボタン２８が半押しされた時に、ＳＤＲＡＭ５４に記憶
された画像データに基づいて、被写体輝度を測光する測光手段であり、露出値が最適とな
るＡＥ評価値を検出して、このＡＥ評価値をシステムコントローラ４０に出力する。また
、ＡＦ検出回路６０は、画像データの高周波成分を抽出し、この高周波成分を積算する積
算手段であり、シャッタボタン２８が半押しされてフォーカスレンズ４３が光軸方向に移
動されている時に、ＳＤＲＡＭ５４に記憶される画像データに基づいて、この画像データ
の高周波成分の積算値であるＡＦ評価値を逐次算出して、このＡＦ評価値をシステムコン
トローラ４０に出力する。
【００４２】
　システムコントローラ４０は、ＡＥ評価値に基づいて、絞り４２の開口径、及びＣＣＤ
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４８の電子シャッタ速度を設定する。さらに、システムコントローラ４０は、フォーカス
レンズ４３の各位置のＡＦ評価値を逐次取得し、このＡＦ評価値が最大（ピーク）となる
位置を判定する判定手段である。つまり、システムコントローラ４０は、ＡＦ検出回路６
０からＡＦ評価値を逐次取得し、ＡＦ評価値が最大（ピーク）となるフォーカスレンズ４
３の位置を合焦位置と判定し、この合焦位置にフォーカスレンズ４３を移動させる。なお
、合焦位置検出手段は、ＡＦ検出回路６０と、システムコントローラ４０とで構成される
。
【００４３】
　撮影感度設定回路６１は、撮影レンズ１３の現在の焦点距離、及びフォーカスレンズ４
３の合焦位置に基づいて、撮影感度を設定する撮影感度設定手段であり、シャッタボタン
２８が半押しされた時に撮影感度を設定して、撮影感度情報をシステムコントローラ４０
に出力する。
【００４４】
　つまり、この撮影感度設定回路６１には、図４に示すように、焦点距離情報であるズー
ムポジションと、合焦位置としてフォーカスパルス数が入力される。撮影感度設定回路６
１は、これらに基づいて最適な撮影感度を設定し、この撮影感度情報（ＩＳＯ４００，８
００，１６００，etc）をシステムコントローラ４０に出力する。なお、本実施形態では
、３つの撮影感度から選択する場合を例に説明する。
【００４５】
　以下に、撮影感度の設定方法について説明する。撮影感度設定回路６１は、下表１に示
すテーブルが記憶されている。このテーブルは、ズームポジション（Ｚ１～Ｚ１０）毎の
距離選択パラメータＡ，Ｂを示している。この距離選択パラメータＡ，Ｂは、フォーカス
パルス数で設定されており、図５に示すように、距離選択パラメータＡ，Ｂは、フォーカ
スレンズ４３のＦａｒ端（フォーカスパルス数：０）とＮｅａｒ端との間に設定され、距
離パラメータＡは、距離パラメータＢよりもＦａｒ端側に設定されている。
【００４６】
【表１】

【００４７】
　撮影感度設定回路６１は、システムコントローラ４０からズームポジション（Ｚ１～Ｚ
１０）の情報、及びフォーカスパルス数の情報を取得し、現在のズームポジションに対応
する距離選択パラメータＡ，Ｂを選択する。その後、撮影感度設定回路６１は、合焦位置
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におけるフォーカスパルス数が、距離選択パラメータＡよりもＦａｒ端側、距離選択パラ
メータＡ，Ｂ間、及び距離選択パラメータよりもＮｅａｒ端側のいずれの範囲にあるかを
判定する。
【００４８】
　撮影感度設定回路６１は、距離選択パラメータＡよりもＦａｒ端側にある場合、撮影感
度を高感度に設定し、距離選択パラメータＡ，Ｂ間にある場合、撮影感度を中感度に設定
し、距離選択パラメータよりもＮｅａｒ端側にある場合、撮影感度を低感度に設定する。
その後、撮影感度設定回路６１は、設定された撮影感度情報をシステムコントローラ４０
に出力する。
【００４９】
　また、前述のシステムコントローラ４０には、被写体にストロボ光を照射するストロボ
装置６２が接続されている。システムコントローラ４０は、ストロボ装置６２を制御して
、ストロボ光の光量を調節する。
【００５０】
　次に、上記構成のデジタルカメラ１０の撮影処理について、図６のフローチャートを用
いて説明する。デジタルカメラ１０の電源がＯＮにされ、撮影モードに設定されると、Ｌ
ＣＤ１６にはスルー画が表示され、システムコントローラ４０は、シャッタボタン２８が
半押しされているか否かを判定する。半押しされていないと判定された場合、シャッタボ
タン２８が半押しされるまで待機状態となる。
【００５１】
　シャッタボタン２８が半押しされたと判定された場合、システムコントローラ４０は、
ＡＥ検出回路５９を制御して測光処理を実行させる。ＡＥ検出回路５９は、ＳＤＲＡＭ５
４に記憶された低解像度の画像データに基づいて被写体輝度を測光し、ＡＥ評価値をシス
テムコントローラ４０に出力する。システムコントローラ４０は、このＡＥ評価値に基づ
いてＡＦ用露出値を算出し、絞り３２の開口径、及びＣＣＤ４８の電子シャッタ速度を設
定する。この露出設定にて、ＣＣＤ４８によって撮像が行われて、ＳＤＲＡＭ５４に画像
データが取り込まれる。
【００５２】
　この時、システムコントローラ４０は、モータドライバ４７を制御してフォーカスレン
ズ４３をＦａｒ端とＮｅａｒ端との間で移動させながら、ＡＦ検出回路６０を制御してＡ
Ｆ処理を実行させる。ＡＦ検出回路６０は、ＳＤＲＡＭ５４に入力される画像データに基
づいて、ＡＦ評価値をフォーカスレンズ４３の位置毎に算出し、このＡＦ評価値をシステ
ムコントローラ４０に逐次出力する。
【００５３】
　システムコントローラ４０は、ＡＦ検出回路６０からＡＦ評価値を逐次取得するととも
に、このＡＦ評価値が最大（ピーク）となる位置（フォーカスパルス数）を判定し、この
位置をフォーカスレンズ４３の合焦位置として検出する。
【００５４】
　その後、システムコントローラ４０は、露出制御処理を実行する。以下に、この露出制
御処理を図７のフローチャートを用いて説明する。システムコントローラ４０は、現在の
ズームレンズ４１の位置を示すズームポジション情報（Ｚ１～Ｚ１０）と、フォーカスレ
ンズ４３の合焦位置情報（フォーカスパルス数）とを撮影感度設定回路６１に出力する。
【００５５】
　撮影感度設定回路６１は、ズームポジション情報、及び合焦位置情報を取得すると、表
１に示すテーブルを参照して、現在のズームポジションに対応する距離選択パラメータＡ
，Ｂのフォーカスパルス数を設定する。例えば、ズームポジションがＺ６の場合、距離選
択パラメータＡを１０、距離選択パラメータＢを１８に設定する。
【００５６】
　その後、撮影感度設定回路６１は、合焦位置のフォーカスパルス数が、距離選択パラメ
ータＢよりも大きいか否かを判定する。距離選択パラメータＢよりも大きいと判定された
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場合、撮影感度設定回路６１は、撮影感度を低感度（例えば、ＩＳＯ４００）に設定する
。また、距離選択パラメータＢ以下であると判定された場合、撮影感度設定回路６１は、
フォーカスパルス数が、距離選択パラメータＡ以下であるか否かを判定する。
【００５７】
　距離選択パラメータＡ以下であると判定された場合、撮影感度設定回路６１は、撮影感
度を中感度（例えば、ＩＳＯ８００）に設定する。また、距離選択パラメータＡよりも大
きいと判定された場合、撮影感度設定回路６１は、撮影感度を高感度（例えば、ＩＳＯ１
６００）に設定する。撮影感度設定回路６１は、設定された撮影感度の情報をシステムコ
ントローラ４０に出力する。
【００５８】
　システムコントローラ４０は、ＡＥ評価値及び撮影感度に基づいて、ストロボの発光量
、及び露出値を設定する。また、システムコントローラ４０は、撮影感度情報に基づいて
ＡＭＰ５０ｂを制御し、この撮影感度に対応する利得を設定する。
【００５９】
　その後、システムコントローラ４０は、シャッタボタン２８が全押しされたか否かを判
定する。全押しされていないと判定された場合、全押しされるまで待機状態となる。また
、シャッタボタン２８が全押しされたと判定された場合、システムコントローラ４０は、
露出値の設定に基づいて、絞り４２の開口径、及びＣＣＤ４８の電子シャッタ速度を制御
するとともにストロボの発光量を制御し、ＣＣＤ４８に撮像処理を実行させる。
【００６０】
　この時、システムコントローラ４０は、ＡＭＰ５０ｂを制御して、ＣＣＤ４８から出力
された撮像信号を撮影感度に対応する利得で増幅させる。その後、撮像信号をデジタル信
号に変換した画像データがＳＤＲＡＭ５４に記憶される。
【００６１】
　その後、システムコントローラ４０は、デジタル信号処理回路５５を制御して、ＳＤＲ
ＡＭ５４に記憶された高解像度の画像データに対して各種信号処理を施すとともに、圧縮
伸張処理回路５６を制御して、画像データに対して圧縮処理を施す。
【００６２】
　システムコントローラ４０は、メディアコントローラ５８を制御することによって、圧
縮処理が施された画像データを記録メディア３１に記憶させて撮影処理を終了する。
【００６３】
　なお、上記撮影処理の説明では、ズーム位置、及び合焦位置に基づいて、１つの撮影感
度を設定して撮影を行う場合を例に説明を行った。このように、最適な撮影感度で１回の
撮影を行うことが最善であるが、撮影レンズの温度特性によって生じるピントのズレや、
ズームレンズやフォーカスレンズを繰り返し移動させることによって、駆動部の劣化によ
って生じるレンズ位置のバラつき等によって、適正な被写体距離が得られない場合がある
。また、撮影者によっては主要被写体が多少明る過ぎても、背景の写りを重視するなど好
みが分かれるため、複数の撮影感度によって複数回の撮影を行って、撮影者の意図に合っ
た画像を提供しても良い。
【００６４】
　以下に、複数の撮影感度を設定して、撮影感度毎に複数回の撮影を行う場合の撮影処理
について、図８のフローチャートを用いて説明する。なお、ＡＦ処理までは同様の処理を
行うので説明を省略する。
【００６５】
　ＡＦ処理が行われた後、システムコントローラ４０は、現在のズームポジション情報（
Ｚ１～Ｚ１０）と、フォーカスレンズの合焦位置情報（フォーカスパルス数）とを撮影感
度設定回路６１に出力する。
【００６６】
　撮影感度設定回路６１は、前述の露出制御処理と同様に、最適な撮影感度を設定する。
その後、撮影感度設定回路６１は、最適な撮影感度と、この最適な撮影感度よりも感度の
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低い撮影感度と、最適な撮影感度よりも感度の高い撮影感度との３つの撮影感度を設定す
る。例えば、最適な撮影感度がＩＳＯ８００に設定された場合、撮影感度としてＩＳＯ４
００，８００，１６００の３通りの撮影感度を設定する。撮影感度設定回路６１は、これ
らの３通りの撮影感度情報をシステムコントローラ４０に出力する。
【００６７】
　システムコントローラ４０は、これらの撮影感度及びＡＥ評価値に基づいて、各撮影感
度に対応する利得、露出値、及びストロボ発光量を設定し、これらの３通りの設定情報を
ＲＡＭ４０ｂに記憶させる。その後、システムコントローラ４０は、シャッタボタン２８
が全押しされたか否かを判定する。全押しされていないと判定された場合、全押しされる
まで待機状態となる。
【００６８】
　また、シャッタボタン２８が全押しされたと判定された場合、システムコントローラ４
０は、３通りの設定情報のうち１通りの設定情報に基づいて各部を制御して、撮像処理を
実行する。さらに、システムコントローラ４０は、各部を制御して、画像データに対して
各種画像処理及び圧縮処理が施した後、画像データを記録メディアに記憶させる。
【００６９】
　その後、システムコントローラは、３枚の画像の記憶が終了したか否かを判定する。３
枚の画像の記憶が終了していないと判定された場合、撮像処理に戻って残りの設定情報に
基づいて画像の記憶が行われる。
【００７０】
　また、３枚の画像の記憶が終了したと判定された場合、システムコントローラ４０は、
メディアコントローラ５８を制御して３枚の画像データを読み出すとともに、圧縮伸張処
理回路５６を制御して、これらの画像データに対して伸張処理を施す。
【００７１】
　その後、システムコントローラ４０は、ＬＣＤドライバ５７を制御して、図９に示す選
択画面７０をＬＣＤ１６に表示させる。この選択画面７０には、３枚の画像７１ａ～７１
ｃが縮小されて表示されており、ユーザが操作部１８を操作することによって所望の画像
を選択することができる。
【００７２】
　その後、システムコントローラ４０は、ユーザによって選択された画像以外の画像デー
タを記録メディア３１から削除して、撮影処理を終了する。
【００７３】
　なお、上記撮影処理の説明において、選択画面７０を表示してユーザによって選択され
た画像以外の画像データを削除する場合を例に説明したが、選択画面７０を表示せずに、
撮影処理の終了後に、ユーザが操作部を操作して不要な画像データを削除しても良い。ま
た、上記撮影処理の説明では、３通りの撮影感度を設定する場合について説明したが、こ
れに限るものではなく、２通りや４通り以上の撮影感度を設定しても良い。
【００７４】
　次に、第２の実施形態であるデジタルカメラ８０について説明する。図１０に示すよう
に、デジタルカメラ８０は、不足ゲイン算出回路８１と、デジタル信号処理回路８２とを
備えている。この不足ゲイン算出回路８１は、撮影処理時にＳＤＲＡＭ５４に記憶された
画像データに基づいて、画像データの不足ゲイン値を算出する不足ゲイン値算出手段であ
る。この不足ゲイン算出回路８１は、図１１に示すように、分割エリア毎の積算データと
、１エリア内の画素数データとが入力され、不足ゲイン値を算出して出力する。
【００７５】
　以下に、この不足ゲイン算出回路８１について説明する。図１２に示すように、この不
足ゲイン算出回路８１は、輝度データ変換部８１ａと、加重平均処理部８１ｂと、輝度レ
ベル演算部８１ｃと、ゲイン値演算部８１ｄとを備えている。輝度データ変換部８１ａに
は、前述の分割エリア毎の積算データと、エリアサイズデータとが入力される。この分割
エリア毎の積算データとは、画像データを所定数に分割したエリア毎のＲ／Ｇ／Ｂの積算
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データであり、エリアサイズデータとは、分割されたエリア内の画素数データである。本
実施形態では画像データを６４分割した場合を例に説明するが、分割数は適宜変更可能で
ある。また、システムコントローラ４０が、エリア毎のＲ／Ｇ／Ｂの積算データを算出し
ても良いし、ＡＥ検出回路５９が、この積算データを算出しても良い。
【００７６】
　輝度データ変換部８１ａは、分割エリア毎の積算データであるＲ（ｉ），Ｇ（ｉ），Ｂ
（ｉ）を取得し、下記数式１によって、各エリアの輝度データＹ（ｉ）を算出する。輝度
データ変換部８１ａは、この輝度データＹ（ｉ）を加重平均処理部８１ｂに出力する。
【００７７】
【数１】

【００７８】
　その後、加重平均処理部８１ｂは、輝度データＹ（ｉ）に対して加重平均処理を行う。
つまり、この加重平均処理部８１ｂは、画面中央に主要被写体があると想定して、図１３
に示す加重係数表を用いて各エリアの輝度データＹ（ｉ）に対して重み付けを行った後、
下記数式２によって、輝度データＹ（ｉ）の平均値Ｙｋを算出する。加重平均処理部８１
ｂは、この平均値Ｙｋを輝度レベル演算部８１ｃに出力する。
【００７９】
【数２】

【００８０】
　輝度レベル演算部８１ｃには、平均値Ｙｋと、１エリア内の画素数データとが入力され
る。この輝度レベル演算部８１ｃは、下記数式３によって、１画素当たりの輝度レベルＹ
ｐを算出する。輝度レベル演算部８１ｃは、この輝度レベルＹｐを不足ゲイン値演算部８
１ｄに出力する。
【００８１】

【数３】

【００８２】
　不足ゲイン値演算部８１ｄは、不足ゲイン値（ｃｒｃｔ＿ｇａｉｎ）を下記数式４によ
って算出し、この不足ゲイン値（ｃｒｃｔ＿ｇａｉｎ）をデジタル信号処理回路８２に出
力する。
【００８３】

【数４】

【００８４】
　また、デジタル信号処理回路８２は、第２増幅手段である不足ゲイン調節部８２ａを備
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えている。この不足ゲイン調節部８２ａは、不足ゲイン値（ｃｒｃｔ＿ｇａｉｎ）に基づ
いて、ＳＤＲＡＭ５４に記憶された画像データのゲインを調節して、不足ゲインを補正す
る。
【００８５】
　以上、デジタルカメラ８０の構成を説明したが、その他の構成は、デジタルカメラ１０
と同様の構成であり、同一の部品には同一の符号を付して詳しい説明を省略する。
【００８６】
　次に、上記構成のデジタルカメラ８０の撮影処理について、図１４のフローチャートを
用いて説明する。なお、露出制御までの処理は、第１の実施形態であるデジタルカメラ１
０と同様であるので説明を省略する。デジタルカメラ１０と同様に、露出制御処理まで行
われると、システムコントローラ４０は、シャッタボタン２８が全押しされたか否かの判
定を行う。
【００８７】
　シャッタボタン２８が全押しされていないと判定された場合、全押しされるまで待機状
態となる。また、シャッタボタンが全押しされたと判定された場合、システムコントロー
ラは、露出値の設定に基づいて、絞りの開口径及び電子シャッタ速度を制御するとともに
、ストロボの発光量が制御されて、ＣＣＤに対して本露光が行われる。
【００８８】
　この時、システムコントローラは、ＡＭＰを制御することによって、ＣＣＤによって取
得された撮像信号を設定された利得で増幅させる。その後、撮像信号をデジタル信号に変
換した高解像度の画像データがＳＤＲＡＭに記憶される。
【００８９】
　その後、システムコントローラは、不足ゲイン算出回路を制御して不足ゲイン算出処理
を実行させる。以下に、この不足ゲイン算出処理では、最初に、システムコントローラが
、６４分割されたエリア毎の積算データと、１エリアの画素数データとを不足ゲイン算出
回路に出力する。不足ゲイン算出回路は、これらの積算データ及び画素数データを取得す
る。
【００９０】
　輝度データ変換部は、ＲＧＢ毎の積算値に基づいて輝度データＹ（ｉ）を算出し、この
輝度データＹ（ｉ）を加重平均処理部に出力する。加重平均処理部は、図に示す加重係数
表を用いて各エリアの輝度データＹ（ｉ）に対して重み付けを行った後、輝度データＹ（
ｉ）の平均値Ｙｋを算出して、この平均値Ｙｋを輝度レベル演算部に出力する。
【００９１】
　輝度レベル演算部は、平均値Ｙｋ及び１エリアの画素数に基づいて、１画素当たりの輝
度レベルＹｐを算出して、１画素当たりの輝度レベルＹｐを不足ゲイン演算部に出力する
。不足ゲイン値演算部は、不足ゲイン値（ｃｒｃｔ＿ｇａｉｎ）を算出し、この不足ゲイ
ン値（ｃｒｃｔ＿ｇａｉｎ）をデジタル信号処理回路に出力する。
【００９２】
　不足ゲイン調節部８２ａは、不足ゲイン値（ｃｒｃｔ＿ｇａｉｎ）に基づいて、ＳＤＲ
ＡＭに記憶された高解像度の画像データの利得を調節して、不足ゲインを補正する。
【００９３】
　その後、システムコントローラは、デジタル信号処理回路を制御して、ＳＤＲＡＭに記
憶された高解像度の画像データに対して各種信号処理を施すとともに、圧縮伸張処理回路
を制御して、画像データに対して圧縮処理を施す。さらに、システムコントローラは、メ
ディアコントローラを制御することによって、圧縮処理が施された画像データを記録メデ
ィアに記憶させて撮影処理を終了する。
【００９４】
　次に、第３の実施形態であるデジタルカメラ９０の構成を説明する。図１５に示すデジ
タルカメラ９０は、デジタル信号処理回路９１と、信号処理パラメータ算出回路９２とを
備えている。デジタル信号処理回路９１は、図１６に示すように、階調変換部９３と、輪
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郭強調処理部９４と、ノイズ低減処理部９５とを備えている。これらの階調変換部９３、
輪郭強調処理部９４、及びノイズ低減処理部９５は、撮影感度設定部に６１によって設定
された撮影感度に基づいて、撮影感度に適した階調変換処理、輪郭強調処理、及びノイズ
低減処理を画像データに施す。
【００９５】
　階調変換部９３には、異なる階調変換特性を有する変換テーブルＡ，Ｂが記憶されてお
り、撮影感度に応じて一方が選択されて、階調変換処理を画像データに施す。また、輪郭
強調処理部９４は、撮影感度に応じて補正量の範囲が選択され、輪郭強調処理を画像デー
タに施す。ノイズ低減処理部９５は、撮影感度に応じてフィルタの閾値が選択され、ノイ
ズ低減処理を施す。
【００９６】
　つまり、デジタル信号処理回路９１では、下記表２に示すように、各撮影感度に対応す
る階調変換処理、輪郭強調処理、及びノイズ低減処理を行う。階調変換処理において、撮
影感度が中感度及び高感度の場合、通常の階調特性を示す変換テーブルを選択して階調変
換処理を行い、低感度の場合、近距離でのストロボ撮影が想定されるため、白トビを防止
する階調変換特性を有する変換テーブルを選択して階調変換処理を行う。
【００９７】
　輪郭強調処理において、また、撮影感度が中感度の場合、通常の輪郭強調処理を行う。
また、撮影感度が低感度の場合、ＡＭＰでの利得が小さいため、ノイズの影響が少ないの
で輪郭強調処理を弱めにし、高感度の場合、ＡＭＰでの利得が大きくなるため、ノイズに
よる影響が大きいので、後述するようにノイズ低減処理を強めにかける。このため、解像
度が損なわれることが多いので、輪郭強調処理を強めにかける。
【００９８】
　また、ノイズ低減処理において、撮影感度が中感度の場合、通常のノイズ低減処理を行
う。また、撮影感度が低感度の場合、ノイズの影響が少ないため、ノイズ低減処理を少な
くし、高感度の場合、ノイズの影響が大きいのでノイズ低減処理を強めにする。
【００９９】
【表２】

【０１００】
　信号処理パラメータ設定回路９２は、画像データに対して各種信号処理を施す際に用い
られる設定値を撮影感度毎に選択する設定値選択手段である。この信号処理パラメータ設
定回路９２は、図１７に示すように、撮影感度情報が入力され、この撮影感度情報に基づ
いて、階調変換処理に用いられる変換テーブルを示す階調変換特性パラメータと、輪郭補
正処理での補正量の範囲を示す輪郭強調パラメータと、ノイズ低減処理に用いられるフィ
ルタの閾値を示すノイズ低減パラメータとを決定し、これらのパラメータをデジタル信号
処理回路９１に出力する。
【０１０１】
　この信号処理パラメータ設定回路９２は、図１８に示すように、階調変換特性選択部９
６と、輪郭補正量選択部９７と、ノイズ低減フィルタ選択部９８とを備えている。階調変
換特性選択部９６は、撮影感度に基づいて、異なる階調変換特性を有する２つの変換テー
ブルから一方を選択して、この変換テーブルに対応する階調変換特性パラメータを出力す
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る。なお、２つの変換テーブルの一方は、白トビを防止するための階調変換特性を有して
おり、他方は通常の階調変換特性を有している。
【０１０２】
　また、輪郭補正量算出部９７は、撮影感度に基づいて、図１９に示す３つの異なる補正
量範囲から撮影感度に対応する補正量範囲を選択して、この補正量範囲に対応する輪郭強
調パラメータを出力する。なお、図１９に示すグラフは、横軸が輪郭強調補正量、縦軸が
輪郭強調強度を示している。
【０１０３】
　ノイズ低減処理では、例えば、図２０に示すように、画素Ａ１～Ａ７，・・・が配置さ
れている場合、各画素の輪郭成分を抽出した後、図２１に示すように、フィルタの閾値以
下の成分を除去する。その後、残った信号を原信号と加算することでノイズ成分を除去す
る。ノイズ低減処理部９５では、このフィルタの閾値を変化させることによってノイズの
低減具合を調整する。ノイズ低減フィルタ選択部９８は、撮影感度に基づいて、３つの閾
値から１つを選択し、この閾値に対応するノイズ低減パラメータを出力する。
【０１０４】
　以上、デジタルカメラ９０の構成を説明したが、その他の構成は、デジタルカメラ１０
と同様の構成であり、同一の部品には同一の符号を付して詳しい説明を省略する。
【０１０５】
　次に、上記構成のデジタルカメラ９０の撮影処理について、図２２のフローチャートを
用いて説明する。なお、露出制御までの処理は、第１の実施形態であるデジタルカメラ１
０と同様であるので説明を省略する。デジタルカメラ１０と同様に、露出制御処理まで行
われると、システムコントローラ４０は、シャッタボタン２８が全押しされたか否かの判
定を行う。全押しされていないと判定された場合、全押しされるまで待機状態となる。
【０１０６】
　また、シャッタボタン２８が全押しされたと判定された場合、システムコントローラ４
０は、露出値の設定に基づいて、絞り４２の開口径、及びＣＣＤ４８の電子シャッタ速度
を制御するとともに、ストロボ装置６２の発光量が制御して、ＣＣＤ４８に対して撮像処
理を実行させる。
【０１０７】
　この時、システムコントローラ４０は、ＡＭＰ５０ｂを制御することによって、ＣＣＤ
４８によって取得された撮像信号を撮影感度に対応するゲインで増幅させる。その後、撮
像信号をデジタル信号に変換した画像データがＳＤＲＡＭ５４に記憶される。
【０１０８】
　その後、システムコントローラ４０は、信号処理パラメータ設定回路９２を制御して、
信号処理パラメータの設定処理を実行させる。信号処理パラメータ設定回路９２は、撮影
感度が低感度か否かを判定する。低感度であると判定された場合、信号処理パラメータ設
定回路９２は、低感度に対応する階調変換パラメータ、輪郭強調パラメータ、及びノイズ
低減パラメータをデジタル信号処理回路９１に出力する。
【０１０９】
　また、撮影感度が低感度ではないと判定された場合、信号処理パラメータ設定回路９２
は、撮影感度が高感度であるか否かを判定する。撮影感度が高感度であると判定された場
合、信号処理パラメータ設定回路９２は、高感度に対応する階調変換パラメータ、輪郭強
調パラメータ、及びノイズ低減パラメータをデジタル信号処理回路９１に出力する。
【０１１０】
　撮影感度が高感度でないと判定された場合、信号処理パラメータ設定回路９２は、中感
度に対応する階調変換パラメータ、輪郭強調パラメータ、及びノイズ低減パラメータをデ
ジタル信号処理回路９１に出力する。
【０１１１】
　その後、システムコントローラ４０は、デジタル信号処理回路９１を制御して、ＳＤＲ
ＡＭ５４に記憶された高解像度の画像データに対して階調変換処理、輪郭強調処理、及び
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ノイズ低減処理を実行する。この時、デジタル信号処理回路９１は、各パラメータに基づ
いて、撮影感度に対応する階調変換処理、輪郭強調処理、及びノイズ低減処理を実行する
。
【０１１２】
　また、デジタル信号処理回路９１は、これらの階調変換処理、輪郭強調処理、及びノイ
ズ低減処理の他に、画像データに対して、ホワイトバランス補正処理、及びＹＣ変換処理
等の信号処理を施す。
【０１１３】
　さらに、システムコントローラ４０は、圧縮伸張処理回路５６を制御して、画像データ
に対して圧縮処理を施すとともに、メディアコントローラ５８を制御することによって、
圧縮処理が施された画像データを記録メディア３１に記憶させて撮影処理を終了する。
【０１１４】
　なお、上記第２及び第３の実施形態において、１つの撮影感度を設定して撮影を行う場
合を例に説明したが、これに限るものではなく、図８のフローチャートで説明した撮影処
理のように、複数の撮影感度を設定して撮影を行っても良い。
【０１１５】
　また、上記実施形態において、撮影感度を低感度（ＩＳＯ４００）、中感度（ＩＳＯ８
００）、高感度（ＩＳＯ１６００）の３通りから選択する場合を例に説明したが、これに
限るものではなく、２通りまたは４通り以上の撮影感度から選択しても良い。
【０１１６】
　さらに、上記実施形態において、合焦位置検出手段として、フォーカスレンズを移動さ
せながら、コントラスト方式でフォーカスレンズの合焦位置を検出する場合を例に説明し
たが、これに限るものではなく、例えば、アクティブ方式やパッシブ方式等の測距手段を
用いてフォーカスレンズの合焦位置を検出しても良い。この場合、前述の表１に示すテー
ブルではなく、下表３に示すように、ズームポジション（Ｚ１～Ｚ１０）毎に、撮影距離
を示す距離選択パラメータＡ，Ｂを用いても良い。
【０１１７】
【表３】

【０１１８】
　また、上記実施形態において、ズームレンズ及びフォーカスレンズを駆動するモータと
してパルスモータを用いる場合を例に説明を行ったが、これに限るものではなく、ＤＣモ
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ータを用いても良い。この場合、レンズの位置を検出するためにエンコーダを設ければ良
い。
【０１１９】
　さらに、上記実施形態において、被写体輝度及び撮影感度に基づいて、ストロボ装置の
発光量を制御する場合を例に説明したが、オートストロボ機能を備えた撮影装置の場合、
被写体輝度及び撮影感度に基づいて、ストロボの発光を停止するための基準値となる調光
値の値を算出して設定しても良い。
【０１２０】
　また、上記実施形態において、固体撮像素子としてＣＣＤイメージセンサを用いる場合
を例に説明したが、これに限るものではなく、例えば、ＣＭＯＳイメージセンサを用いて
も良い。
【０１２１】
　また、上記実施形態において、本発明をデジタルカメラに適用した場合を例に説明した
が、これに限るものではなく、例えば、カメラ付き携帯電話やデジタルビデオカメラに本
発明を適用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】デジタルカメラの前面側の構成を示す斜視図である。
【図２】デジタルカメラの背面側の構成を示す斜視図である。
【図３】第１の実施形態であるデジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図４】撮影感度設定回路の入出力データを示す説明図である。
【図５】距離選択パラメータを示す説明図である。
【図６】撮影処理を説明するフローチャートである。
【図７】露出制御処理を説明するフローチャートである。
【図８】撮影処理を説明するフローチャートであり、撮影感度を複数設定して連続撮影を
行う場合を示している。
【図９】異なる撮影感度で撮影された画像を選択する選択画面を示す説明図である。
【図１０】第２の実施形態であるデジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図１１】不足ゲイン算出回路の入出力データを示す説明図である。
【図１２】不足ゲイン算出回路の構成を示す概略図である。
【図１３】エリア毎の加重係数を示す説明図である。
【図１４】撮影処理を説明するフローチャートであり、画像データに基づいて不足ゲイン
を算出してゲインを調節する場合を示している。
【図１５】第３の実施形態であるデジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図１６】デジタル信号処理部の構成を示す概略図である。
【図１７】信号処理パラメータ算出回路の入出力データを示す説明図である。
【図１８】信号処理パラメータ算出回路の構成を示す概略図である。
【図１９】輪郭強調処理における撮影感度毎の補正量範囲を示すグラフである。
【図２０】画素の配列を示す模式図である。
【図２１】画素列の輪郭成分を示すグラフである。
【図２２】撮影処理を説明するフローチャートであり、撮影感度に対応する信号処理を画
像データに施す場合を示している。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０，８０，９０　デジタルカメラ
　１３　撮影レンズ
　４０　システムコントローラ
　４１　ズームレンズ
　４３　フォーカスレンズ
　４８　ＣＣＤ
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　５０ｂ　ＡＭＰ
　５４　ＳＤＲＡＭ
　５５，８２，９１　デジタル信号処理回路
　５９　ＡＥ検出回路
　６０　ＡＦ検出回路
　６１　撮影感度設定回路
　６２　ストロボ装置
　７０　選択画面
　８１　不足ゲイン算出部
　８２　不足ゲイン調節部
　９２　信号処理パラメータ設定回路

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】
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