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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して撮像画像を出力する撮像手段を複数備え、該撮像手段の各々から出力
された前記撮像画像を用いた該被写体の立体視表示が可能となるように該撮像手段の各々
の撮像光学系が配置された複眼撮像装置であって、
　前記撮像手段の各々が、撮像領域内の複数の点または領域で測光を行い、該測光によっ
て得られた測光値を用いて前記撮像の際の露出を決定するものであり、
　該撮像手段における各撮像領域内の複数の小領域毎に、前記測光値を指標値として取得
する指標値取得手段と、
　前記撮像領域における位置が相対応する、異なる前記撮像手段の撮像領域内の前記小領
域毎に前記指標値を比較し、前記異なる撮像手段の撮像領域間での前記指標値の相違が所
定の基準を満たす程度に大きい場合に、前記撮像手段の少なくとも１つにおける前記撮像
領域内に、該少なくとも１つの撮像手段の撮像光学系に近接する障害物が含まれていると
判定する障害物判定手段と、
　前記複眼撮像装置から近距離にある前記被写体の撮像に適した撮像条件であるマクロ撮
像モードを設定するマクロ撮像モード設定手段と、
　前記マクロ撮像モードの設定が行われた場合には、前記判定を行わないように制御する
手段とを備えたことを特徴とする複眼撮像装置。
【請求項２】
　前記撮像手段は、本撮像による撮像画像の出力と、該本撮像に先立って行われる、該本
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撮像の撮像条件の決定のためのプレ撮像による撮像画像の出力とを行うものであり、前記
指標値取得手段が、該プレ撮像に応じて前記指標値を取得するものであることを特徴とす
る請求項１に記載の複眼撮像装置。
【請求項３】
　前記撮像手段の各々が、前記撮像領域内の複数の点または領域でのＡＦ評価値に基づい
て該各撮像手段の撮像光学系の合焦制御を行うものであり、
　前記指標値取得手段が、該撮像手段における各撮像領域内の複数の小領域毎に、前記Ａ
Ｆ評価値をさらなる前記指標値として取得するものであることを特徴とする請求項１また
は２に記載の複眼撮像装置。
【請求項４】
　前記指標値取得手段が、前記撮像画像の各々から、空間周波数が所定の基準を満たす程
度に高い成分の量を抽出し、前記小領域毎の該高周波成分の量をさらなる前記指標値とし
て取得するものであることを特徴とする請求項１または２に記載の複眼撮像装置。
【請求項５】
　前記撮像手段の各々が、前記撮像領域内の複数の点または領域での色情報に基づいて該
各撮像手段のオートホワイトバランス制御を行うものであり、
　前記指標値取得手段が、該撮像手段における各撮像領域内の複数の小領域毎に、前記色
情報をさらなる前記指標値として取得するものであることを特徴とする請求項１から４の
いずれか１項に記載の複眼撮像装置。
【請求項６】
　前記指標値取得手段が、前記撮像画像の各々から前記小領域毎に色情報を算出し、該色
情報をさらなる前記指標値として取得するものであることを特徴とする請求項１から４の
いずれか１項に記載の複眼撮像装置。
【請求項７】
　前記小領域の各々は、該小領域内に前記点または領域を複数含むものであり、
　前記指標値取得手段が、前記小領域内の複数の前記点または領域での前記指標値に基づ
いて前記小領域毎の前記指標値を算出するものであることを特徴とする請求項１、３、ま
たは５に記載の複眼撮像装置。
【請求項８】
　前記撮像領域の中心部は、前記指標値取得手段および／または前記障害物判定手段の処
理対象外としたものであることを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の複眼
撮像装置。
【請求項９】
　前記障害物判定手段は、複数種類の前記指標値毎に前記比較を行い、少なくとも１つの
前記指標値の相違が所定の基準を満たす程度に大きい場合に、前記撮像手段の少なくとも
１つにおける前記撮像領域内に、該少なくとも１つの撮像手段の撮像光学系に近接する障
害物が含まれていると判定するものであることを特徴とする請求項３，４，５，６、また
は、該各請求項のいずれかを引用する請求項７または８のいずれか１項に記載の複眼撮像
装置。
【請求項１０】
　前記撮像領域内に障害物が含まれていると判定された場合に、その旨を通知する通知手
段をさらに備えたことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の複眼撮像装置
。
【請求項１１】
　前記障害物判定手段は、前記撮像手段の各々から出力された前記撮像画像中の主要被写
体の視差が略０となるように、前記各撮像領域の位置の対応関係を調整した後、前記撮像
領域における位置が相対応する、異なる前記撮像手段の撮像領域内の前記小領域毎に前記
指標値を比較するものであることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の
複眼撮像装置。
【請求項１２】
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　前記撮像手段から前記被写体までの距離である被写体距離を算出する手段と、
　該被写体距離が所定の閾値よりも小さい場合には、前記判定を行わないように制御する
手段とをさらに備えたことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の複眼撮
像装置。
【請求項１３】
　前記障害物判定手段によって前記障害物が含まれていると判定された場合、前記指標値
に基づいて、該障害物が含まれている撮像画像を特定するとともに、該撮像画像中の該障
害物が含まれている領域を特定する手段と、
　該障害物が含まれている撮像画像と特定されなかった撮像画像中の、前記特定された前
記障害物が含まれている領域に対応する領域を、前記特定された前記障害物が含まれてい
る撮像画像中の、前記特定された障害物が含まれている領域と同様の画素値に変更する手
段とをさらに備えたことを特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載の複眼撮像
装置。
【請求項１４】
　撮像手段を用いて異なる位置から主要被写体の撮像を行うことによって取得された、該
主要被写体の立体視表示を行うための複数の撮像画像、または、該撮像画像の付帯情報か
ら、前記撮像画像の撮像の際の撮像領域内の複数の小領域毎に、該撮像画像の撮像の露出
を決定するための測光によって得られた、前記撮像領域内の複数の点または領域における
測光値を、指標値として取得する指標値取得手段と、
　前記撮像領域における位置が相対応する、異なる前記撮像画像の撮像領域内の前記小領
域毎に前記指標値を比較し、前記異なる撮像画像の撮像領域間での前記指標値の相違が所
定の基準を満たす程度に大きい場合に、前記撮像画像の少なくとも１つにおける前記撮像
領域内に、前記撮像手段の撮像光学系に近接する障害物が含まれていたと判定する判定手
段と、
　前記撮像画像の付帯情報から、前記撮像画像が、前記撮像装置から近距離にある被写体
の撮像に適した撮像条件であるマクロ撮像モードで撮像を行うことによって取得されたも
のであるか判断するマクロ撮像モード判断手段と、
　前記撮像画像が前記マクロ撮像モードで撮像を行うことによって取得されたものである
と判断された場合には、前記判定を行わないように制御する手段とを備えたことを特徴と
する障害物判定装置。
【請求項１５】
　被写体を撮像して撮像画像を出力する撮像手段を複数備え、該撮像手段の各々から出力
された前記撮像画像を用いた該被写体の立体視表示が可能となるように該撮像手段の各々
の撮像光学系が配置された複眼撮像装置において、前記撮像手段の少なくとも１つにおけ
る前記撮像領域内に障害物が含まれているかどうかを判定する障害物判定方法であって、
　前記撮像手段の各々が、前記撮像領域内の複数の点または領域で測光を行い、該測光に
よって得られた測光値を用いて前記撮像の際の露出を決定するものであり、
　該撮像手段における各撮像領域内の複数の小領域毎に、前記測光値を指標値として取得
するステップと、
　前記複眼撮像装置から近距離にある前記被写体の撮像に適した撮像条件であるマクロ撮
像モードが前記複眼撮像装置に対して設定されているか判定するステップと、
　前記マクロ撮像モードが設定されていない場合に、前記撮像領域における位置が相対応
する、異なる前記撮像手段の撮像領域内の前記小領域毎に前記指標値を比較し、前記異な
る撮像手段の撮像領域間での前記指標値の相違が所定の基準を満たす程度に大きい場合に
、前記撮像手段の少なくとも１つにおける前記撮像領域内に、該少なくとも１つの撮像手
段の撮像光学系に近接する障害物が含まれていると判定するステップとを有することを特
徴とする障害物判定方法。
【請求項１６】
　被写体を撮像して撮像画像を出力する撮像手段を複数備え、該撮像手段の各々から出力
された前記撮像画像を用いた該被写体の立体視表示が可能となるように該撮像手段の各々
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の撮像光学系が配置された複眼撮像装置に組込み可能な障害物判定プログラムであって、
　前記撮像手段の各々が、前記撮像領域内の複数の点または領域で測光を行い、該測光に
よって得られた測光値を用いて前記撮像の際の露出を決定するものであり、
　該複眼撮像装置に、
　該撮像手段における各撮像領域内の複数の小領域毎に、前記測光値を指標値として取得
するステップと、
　前記複眼撮像装置から近距離にある前記被写体の撮像に適した撮像条件であるマクロ撮
像モードが前記複眼撮像装置に対して設定されているか判定するステップと、
　前記マクロ撮像モードが設定されていない場合に、前記撮像領域における位置が相対応
する、異なる前記撮像手段の撮像領域内の前記小領域毎に前記指標値を比較し、前記異な
る撮像手段の撮像領域間での前記指標値の相違が所定の基準を満たす程度に大きい場合に
、前記撮像手段の少なくとも１つにおける前記撮像領域内に、該少なくとも１つの撮像手
段の撮像光学系に近接する障害物が含まれていると判定するステップとを実行させること
を特徴とする障害物判定プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 
本発明は、被写体の立体視表示を行うための複数の視差画像の撮像の際に、撮像手段の撮
像範囲内に障害物が写り込んでいるかどうかを判定する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
 
同一の被写体を異なる複数の視点から撮影することにより取得した複数の視差画像を用い
て立体視表示を行うための撮影を行う、複数の撮影手段を有する複眼カメラが提案されて
いる。
【０００３】
 
この複眼カメラについて、特許文献１では、複眼カメラの各々の撮像手段から得られた視
差画像を用いて立体視表示した場合、ある撮像レンズに指がかかっていても、その撮像レ
ンズ側で得られた視差画像中の指がかり部分は、指のかかっていない方の撮像レンズ側で
得られた視差画像で補われるため、指がかかっていることが視認されづらいことがあると
いう課題が指摘されている。また、複眼カメラの各々の撮像手段から得られた視差画像の
いずれかをスルー画像として複眼カメラのディスプレイに表示する場合、スルー画像とし
て表示されていない視差画像の側の撮像レンズに指がかかっていると、撮像者はスルー画
像を見るだけでは撮像レンズに対する指がかりを認識することができないという課題も指
摘されている。
【０００４】
 
これに対して、特許文献１では、複眼カメラにおいて、各視差画像から指がかり領域の有
無を判定し、指がかり領域が存在する場合は、特定された指がかり領域を強調表示等する
ことが提案されている。
【０００５】
 
ここで、指がかり領域の具体的な判定方法としては、以下の３つの方法が挙げられている
。第１の方法は、各視差画像に対して、測光素子の測光結果と撮像素子の測光結果を比較
し、その差が所定値以上であった場合に、測光部または撮像部のいずれかに指がかり領域
が存在すると判定するというものである。第２の方法は、複数の視差画像に対して、個別
の画像毎に、ＡＦ評価値やＡＥ評価値、ホワイトバランスの局所的な異常がある場合に、
指がかり領域が存在すると判定するというものである。第３の方法は、ステレオマッチン
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グの手法を用いたものであり、複数の視差画像の一方から特徴点を求め、他方の視差画像
から特徴点に対応する対応点を求め、対応点のない領域を指がかり発生領域と判定するも
のである。
【０００６】
 
また、特許文献２には、単眼カメラにおける指がかり領域の判定方法が記載されている。
具体的には、ライブビュー画像を時系列的に複数取得し、低輝度領域の位置の経時変化を
捕捉し、非移動低輝度領域を指がかり領域と判定するものである（以下、第４の方法と呼
ぶ）。また、フォーカスレンズの位置を移動させつつ時系列的に取得される複数のＡＦ用
画像内の所定領域のコントラストの経時変化に基づいて、レンズ位置が近側端に近づく際
に所定領域のコントラスト値が増加し続ける場合、その所定領域を指がかり領域と判定す
る方法（以下、第５の方法と呼ぶ）も記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
　
【特許文献１】特開２０１０－１１４７６０号公報
【特許文献２】特開２００４－４０７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
 
しかしながら、上記第１の判定方法は、撮像素子とは別に測光素子を設けたカメラにしか
採用することができない。また、上記第２、第４、第５の判定方法は、１つの視差画像の
みから指がかり領域を判定する方法であり、例えば、撮像範囲の周縁部により近景の対象
物があり、中心部により遠景の主要被写体がある場合のように、被写体等の撮像対象の状
態によっては、指がかり領域を正しく判定できない可能性がある。さらに、上記第３の判
定方法で用いられるステレオマッチング法は、演算量が多くなり、処理時間が増大してし
まう。上記第４の判定方法においても、ライブビュー画像を時系列的に解析して指がかり
領域を判定し続ける必要があるので、計算コストや消費電力が増大してしまう。
【０００９】
 
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、複眼撮像装置において、より高い精度で
、かつ、より少ない計算コストや消費電力で、撮像手段の撮像範囲内に指等の障害物が写
り込んでいるかどうかを判定できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
 
本発明による複眼撮像装置は、被写体を撮像して撮像画像を出力する撮像手段を複数備え
、該撮像手段の各々から出力された前記撮像画像を用いた該被写体の立体視表示が可能と
なるように該撮像手段の各々の撮像光学系が配置された複眼撮像装置であって、該撮像手
段における各撮像領域内の複数の小領域毎に所定の指標値を取得する指標値取得手段と、
前記撮像領域における位置が相対応する、異なる前記撮像手段の撮像領域内の前記小領域
毎に、前記指標値を比較し、前記異なる撮像手段の撮像領域間での前記指標値の相違が所
定の基準を満たす程度に大きい場合に、前記撮像手段の少なくとも１つにおける前記撮像
領域内に、該少なくとも１つの撮像手段の撮像光学系に近接する障害物が含まれていると
判定する障害物判定手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１１】
 
本発明による障害物判定方法は、被写体を撮像して撮像画像を出力する撮像手段を複数備
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え、該撮像手段の各々から出力された前記撮像画像を用いた該被写体の立体視表示が可能
となるように該撮像手段の各々の撮像光学系が配置された複眼撮像装置において、前記撮
像手段の少なくとも１つにおける前記撮像領域内に障害物が含まれているかどうかを判定
する障害物判定方法であって、該撮像手段における各撮像領域内の複数の小領域毎に所定
の指標値を取得するステップと、前記撮像領域における位置が相対応する、異なる前記撮
像手段の撮像領域内の前記小領域毎に、前記指標値を比較し、前記異なる撮像手段の撮像
領域間での前記指標値の相違が所定の基準を満たす程度に大きい場合に、前記撮像手段の
少なくとも１つにおける前記撮像領域内に、該少なくとも１つの撮像手段の撮像光学系に
近接する障害物が含まれていると判定するステップとを有することを特徴とする。
【００１２】
 
本発明による障害物判定プログラムは、被写体を撮像して撮像画像を出力する撮像手段を
複数備え、該撮像手段の各々から出力された前記撮像画像を用いた該被写体の立体視表示
が可能となるように該撮像手段の各々の撮像光学系が配置された複眼撮像装置に組込み可
能な障害物判定プログラムであって、該複眼撮像装置に、該撮像手段における各撮像領域
内の複数の小領域毎に所定の指標値を取得するステップと、前記撮像領域における位置が
相対応する、異なる前記撮像手段の撮像領域内の前記小領域毎に、前記指標値を比較し、
前記異なる撮像手段の撮像領域間での前記指標値の相違が所定の基準を満たす程度に大き
い場合に、前記撮像手段の少なくとも１つにおける前記撮像領域内に、該少なくとも１つ
の撮像手段の撮像光学系に近接する障害物が含まれていると判定するステップとを実行さ
せることを特徴とする。
【００１３】
 
さらに、本発明の障害物判定装置は、撮像手段を用いて異なる位置から主要被写体の撮像
を行うことによって取得された、該主要被写体の立体視表示を行うための複数の撮像画像
、または、該撮像画像の付帯情報から、前記撮像画像の撮像の際の撮像領域内の複数の小
領域毎に所定の指標値を取得する指標値取得手段と、前記撮像領域における位置が相対応
する、異なる前記撮像画像の撮像領域内の前記小領域毎に前記指標値を比較し、前記異な
る撮像画像の撮像領域間での前記指標値の相違が所定の基準を満たす程度に大きい場合に
、前記撮像画像の少なくとも１つにおける前記撮像領域内に、前記撮像手段の撮像光学系
に近接する障害物が含まれていたと判定する判定手段とを設けたことを特徴とする。
【００１４】
 
ここで、本発明の障害物判定装置は、立体視表示・出力用の画像表示装置や写真印刷装置
等に実装してもよい。
【００１５】
 
本発明において、「障害物」の具体例としては、撮像者の指、手の他、撮像者が撮像時に
手に持っており、撮像部の画角内に入ってしまったもの（例えば携帯電話のストラップ）
等、撮像者が意図しないで、撮像画像に含まれてしまうものが挙げられる。
【００１６】
 
「小領域」の大きさは、各撮像光学系間の距離等に基づいて、理論的および／または実験
的および／または経験的に導出された大きさとすることが考えられる。
【００１７】
 
「所定の指標値」の具体的な取得方法としては、以下の方法が挙げられる。
【００１８】
 
(1)撮像手段の各々が、撮像領域内の複数の点または領域で測光を行い、測光によって得



(7) JP 5492300 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

られた測光値を用いて撮像の際の露出を決定するように構成し、小領域毎の測光値を指標
値として取得する。
【００１９】
 
(2)撮像画像の各々から小領域毎に輝度値を算出し、算出された輝度値を指標値として取
得する。
【００２０】
 
(3)撮像手段の各々が、撮像領域内の複数の点または領域でのＡＦ評価値に基づいて各撮
像手段の撮像光学系の合焦制御を行うように構成し、小領域毎のＡＦ評価値を指標値とし
て取得する。
【００２１】
 
(4)撮像画像の各々から、空間周波数が所定の基準を満たす程度に高い成分を抽出し、小
領域毎の高周波成分の量を指標値として取得する。
【００２２】
 
(5)前記撮像手段の各々が、前記撮像領域内の複数の点または領域での色情報に基づいて
該各撮像手段のオートホワイトバランス制御を行うように構成し、小領域毎の色情報を指
標値として取得する。
【００２３】
 
(6)撮像画像の各々から小領域毎に色情報を算出し、色情報を指標値として取得する。こ
こで、色情報としては様々な色空間を用いることができる。
【００２４】
 
上記(1)、(3)、または(5)において、各小領域内には、測光値、ＡＦ評価値、または色情
報が取得される撮像領域内の点または領域が複数含まれるようにし、各小領域内の複数の
前記点または領域での指標値に基づいて小領域毎の指標値を算出するようにしてもよい。
具体的には、小領域内の前記点または領域の各々での指標値の平均値、中央値等の代表値
を各小領域の指標値とすることが考えられる。
【００２５】
 
また、撮像手段が、本撮像による撮像画像の出力と、本撮像に先立って行われる、本撮像
の撮像条件の決定のためのプレ撮像による撮像画像の出力とを行うように構成し、プレ撮
像に応じて指標値を取得するようにしてもよい。例えば、上記(1)、(3)、または(5)の場
合、撮像者によるプレ撮像のための操作に応じて、撮像手段が測光やＡＦ評価値や色情報
の算出を行ってもよい。一方、上記(2)、(4)、(6)の場合、プレ撮像による撮像画像に基
づいて指標値を取得するようにしてもよい。
【００２６】
 
「前記撮像領域における位置が相対応する、異なる前記撮像手段の撮像領域内の前記小領
域毎に、前記指標値を比較し」について、比較対象となる小領域は、異なる撮像手段の撮
像領域に属するものであり、各撮像領域における位置が相対応するものである。ここで、
「各撮像領域における位置が相対応する」とは、例えば、各撮像領域について、領域の左
上端を原点とし、右方向をｘ軸の正の方向、下方向をｙ軸の正の方向とする座標系を設け
た場合に、各小領域の位置座標が一致することを意味する。ここで、各撮像手段から出力
された撮像画像中の主要被写体の視差が略０となるように視差調整を行った後（各撮像領
域の位置の対応関係の調整を行った後）、上記のようにして、各小領域の、各撮像領域に
おける位置の対応関係を求めるようにしてもよい。
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【００２７】
 
「前記異なる撮像手段の撮像領域間での前記指標値の相違が所定の基準を満たす程度に大
きい場合」とは、異なる撮像手段の撮像領域間で、全体として、指標値に有意な差がある
場合を意味する。すなわち、「所定の基準」とは、小領域毎の指標値の相違を撮像領域全
体として総合的に判断するための基準を意味する。したがって、「前記異なる撮像手段の
撮像領域間での前記指標値の相違が所定の基準を満たす程度に大きい場合」の具体例とし
ては、異なる撮像手段の撮像領域について、相対応する小領域間での指標値の差の絶対値
や比が所定の閾値よりも大きい小領域の組が所定の閾値以上存在する場合が挙げられる。
【００２８】
 
また、本発明において、撮像領域の中心部は、上記の指標値の取得および／または障害物
の判定の処理対象外としてもよい。
【００２９】
 
また、本発明において、複数種類の指標値を取得するようにしてもよい。この場合、複数
種類の指標値毎に上記の比較を行い、少なくとも１つの指標値の相違が所定の基準を満た
す程度に大きい場合に、撮像手段の少なくとも１つにおける撮像領域内に障害物が含まれ
ていると判定するようにしてもよい。あるいは、複数の指標値において、その相違が所定
の基準を満たす程度に大きい場合に、撮像手段の少なくとも１つにおける撮像領域内に障
害物が含まれていると判定するようにしてもよい。
【００３０】
 
また、本発明において、撮像領域内に障害物が含まれていると判定された場合に、その旨
を通知するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００３１】
 
本発明によれば、複眼撮像装置の複数の撮像手段の各々における撮像領域内の複数の小領
域毎に所定の指標値を取得し、撮像領域における位置が相対応する、異なる撮像手段の撮
像領域内の小領域毎に、指標値を比較し、撮像領域間での指標値の相違が所定の基準を満
たす程度に大きい場合に、撮像手段の少なくとも１つにおける撮像領域内に障害物が含ま
れていると判定することができる。
【００３２】
 
ここで、異なる撮像手段の撮像領域間での指標値の比較によって、障害物の有無の判定が
行われるので、背景技術として挙げた上記第１の判定方法のように、撮像素子とは別に測
光素子を設ける必要がなくなり、ハードウェア設計上の自由度が上がる。
【００３３】
 
また、障害物が含まれている領域の存在は、異なる撮像手段による撮像画像の差異として
より顕著に現れ、その差異は、各撮像手段の間での視差によって画像中に現れる誤差より
も大きい。したがって、本発明のように異なる撮像手段の撮像領域間での指標値の比較を
行うことにより、上記第２、第４、第５の判定方法のように１つの撮像画像のみから障害
物が含まれている領域を判定する場合よりも高い精度で、この判定を行うことができる。
【００３４】
 
さらに、本発明では、撮像領域における位置が相対応する小領域毎に指標値の比較を行う
ので、上記第３の判定方法のように画像の内容的特徴に基づく撮像画像間のマッチングを
行う場合よりも、計算コストや消費電力を低減することができる。



(9) JP 5492300 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

【００３５】
 
以上のように、本発明によれば、複眼撮像装置において、より高い精度で、かつ、より少
ない計算コストや消費電力で、撮像手段の撮像範囲内に指等の障害物が写り込んでいるか
どうかを判定することが可能になる。なお、本発明の障害物判定装置においても、すなわ
ち、本発明の障害物判定装置が実装された立体視用画像の出力装置においても、同様の効
果が得られる。
【００３６】
 
また、指標値として、撮像手段で得られる測光値やＡＦ評価値や色情報を用いるようにし
た場合には、撮像手段での撮像動作の中で通常取得される数値を流用することになるので
、新たな指標値を算出する処理を行う必要がなくなり、処理効率の点でより有利となる。
【００３７】
 
また、指標値として測光値や輝度値を用いるようにした場合には、撮像領域内の障害物と
その背景が同様のテクスチャーの場合や同色の場合であっても、撮像領域内の障害物とそ
の背景の明るさの違いに基づいて、障害物が含まれていることを確実に判定することが可
能になる。
【００３８】
 
また、指標値としてＡＦ評価値や高周波成分の量を用いるようにした場合には、撮像領域
内の障害物とその背景が同程度の明るさの場合や同色の場合であっても、撮像領域内の障
害物とその背景のテクスチャーの違いに基づいて、障害物が含まれていることを確実に判
定することが可能になる。
【００３９】
 
また、指標値として色情報を用いるようにした場合には、撮像領域内の障害物とその背景
が同程度の明るさの場合や同様のテクスチャーの場合であっても、撮像領域内の障害物と
その背景の色の違いに基づいて、障害物が含まれていることを確実に判定することが可能
になる。
【００４０】
 
また、複数の種類の指標値を用いるようにした場合には、各指標値の特性に基づく長所・
短所を互いに補い合うことにより、撮像領域内の障害物とその背景が様々な状況にあって
も、より高い精度で、かつ、より安定した精度で障害物が含まれていることを判定するこ
とが可能になる。
【００４１】
 
また、小領域の大きさをある程度大きくした場合、例えば、各小領域内に、撮像手段で測
光値やＡＦ評価値が取得される点や領域が複数存在するようにし、小領域内の各点または
領域での測光値やＡＦ評価値に基づいて小領域毎の指標値を算出するようにした場合、各
撮像手段間での視差による誤差が小領域内に拡散されることになるので、より高い精度で
障害物が含まれていることを判定することが可能になる。
【００４２】
 
一方、撮像手段の各々から出力された撮像画像中の主要被写体の視差が略０となるように
、各撮像領域の位置の対応関係を調整した後、撮像領域における位置が相対応する、異な
る撮像手段の撮像領域内の小領域毎に指標値を比較するようにした場合、各撮像画像間で
の視差による被写体の位置ずれが小さくなるので、各撮像画像間での指標値の相違が障害
物の存在を表している可能性がより高くなり、より高い精度で障害物が含まれていること
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を判定することが可能になる。
【００４３】
 
また、撮像領域の中心部を指標値の取得や障害物の判定の処理対象外とした場合には、撮
像手段の撮像光学系に近接する障害物は、少なくとも撮像領域の周辺部には必ず存在する
ことから、障害物が含まれている可能性がより低い中心部を処理対象から除くことにより
、判定精度が向上する。
【００４４】
 
また、本撮像に先立って行われる、該本撮像の撮像条件の決定のためのプレ撮像に応じて
指標値を取得するようにした場合には、本撮像を行う前に、障害物が含まれていることを
判定することが可能になるので、例えば、その旨を通知することにより、本撮像の失敗を
事前に回避することができる。なお、本撮像に応じて指標値を取得するようにしたとして
も、例えば、その旨を通知することにより、撮像者はすぐに本撮像の失敗に気づくことが
でき、迅速に再撮像を行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
 
【図１】本発明の実施形態となる複眼カメラの正面側斜視図
【図２】複眼カメラの背面側斜視図
【図３】複眼カメラの内部構成を示す概略ブロック図
【図４】複眼カメラの各撮像部の構成を示す図
【図５】立体視用画像の画像ファイルのファイルフォーマットを示す図
【図６】モニタの構成を示す図
【図７】レンチキュラーシートの構成を示す図
【図８】３次元処理を説明するための図
【図９Ａ】障害物が含まれる視差画像を示す図
【図９Ｂ】障害物が含まれない視差画像を示す図
【図１０】警告メッセージの表示例を示す図
【図１１】本発明の第１、第３、第４、第６の実施形態となる障害物判定部の詳細を表す
ブロック図
【図１２Ａ】障害物が含まれる撮像領域中の各エリアにおける測光値の一例を表す図
【図１２Ｂ】障害物が含まれない撮像領域中の各エリアにおける測光値の一例を表す図
【図１３】相対応するエリアでの測光値の差分値の一例を表す図
【図１４】相対応するエリアでの測光値の差分値の絶対値の一例を表す図
【図１５】本発明の第１、第３、第４、第６の実施形態における撮像処理の流れを表すフ
ローチャート
【図１６】本発明の第２、第５の実施形態となる障害物判定部の詳細を表すブロック図
【図１７Ａ】障害物が含まれる撮像領域中の各エリアにおける測光値を近接４エリアで平
均した結果の一例を表す図
【図１７Ｂ】障害物が含まれない撮像領域中の各エリアにおける測光値を近接４エリアで
平均した結果の一例を表す図
【図１８】相対応する統合エリアでの平均測光値の差分値の一例を表す図
【図１９】相対応する統合エリアでの平均測光値の差分値の絶対値の一例を表す図
【図２０】本発明の第２、第５の実施形態における撮像処理の流れを表すフローチャート
【図２１】カウント対象外の中心部のエリアの一例を表す図
【図２２Ａ】障害物が含まれる撮像領域中の各エリアにおけるＡＦ評価値の一例を表す図
【図２２Ｂ】障害物が含まれない撮像領域中の各エリアにおけるＡＦ評価値の一例を表す
図
【図２３】相対応するエリアでのＡＦ評価値の差分値の一例を表す図
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【図２４】相対応するエリアでのＡＦ評価値の差分値の絶対値の一例を表す図
【図２５Ａ】障害物が含まれる撮像領域中の各エリアにおけるＡＦ評価値を近接４エリア
で平均した結果の一例を表す図
【図２５Ｂ】障害物が含まれない撮像領域中の各エリアにおけるＡＦ評価値を近接４エリ
アで平均した結果の一例を表す図
【図２６】相対応する統合エリアでの平均ＡＦ評価値の差分値の一例を表す図
【図２７】相対応する統合エリアでの平均ＡＦ評価値の差分値の絶対値の一例を表す図
【図２８】カウント対象外の中心部のエリアの他の一例を表す図
【図２９】本発明の第７、第９の実施形態となる障害物判定部の詳細を表すブロック図
【図３０Ａ】撮像部の撮像光学系の下部に障害物が含まれる場合の、撮像領域中の各エリ
アにおける第１の色情報の例を表す図
【図３０Ｂ】障害物が含まれない撮像領域中の各エリアにおける第１の色情報の例を表す
図
【図３０Ｃ】撮像部の撮像光学系の下部に障害物が含まれる場合の、撮像領域中の各エリ
アにおける第２の色情報の例を表す図
【図３０Ｄ】障害物が含まれない撮像領域中の各エリアにおける第２の色情報の例を表す
図
【図３１】相対応するエリアでの色情報の距離の一例を表す図
【図３２】本発明の第７、第９の実施形態における撮像処理の流れを表すフローチャート
【図３３】本発明の第８の実施形態となる障害物判定部の詳細を表すブロック図
【図３４Ａ】撮像部の撮像光学系の下部に障害物が含まれる場合の、撮像領域中の各エリ
アにおける第１の色情報を近接４エリアで平均した結果の例を表す図
【図３４Ｂ】障害物が含まれない撮像領域中の各エリアにおける第１の色情報を近接４エ
リアで平均した結果の例を表す図
【図３４Ｃ】撮像部の撮像光学系の下部に障害物が含まれる場合の、撮像領域中の各エリ
アにおける第２の色情報を近接４エリアで平均した結果の例を表す図
【図３４Ｄ】障害物が含まれない撮像領域中の各エリアにおける第２の色情報を近接４エ
リアで平均した結果の例を表す図
【図３５】相対応する統合エリアでの色情報の距離の一例を表す図
【図３６】本発明の第８の実施形態における撮像処理の流れを表すフローチャート
【図３７】カウント対象外の中心部のエリアの他の一例を表す図
【図３８】本発明の第１０、第１１の実施形態となる障害物判定部の詳細を表すブロック
図
【図３９Ａ】本発明の第１０の実施形態における撮像処理の流れを表すフローチャート（
前半）
【図３９Ｂ】本発明の第１０の実施形態における撮像処理の流れを表すフローチャート（
後半）
【図４０Ａ】本発明の第１１の実施形態における撮像処理の流れを表すフローチャート（
前半）
【図４０Ｂ】本発明の第１１の実施形態における撮像処理の流れを表すフローチャート（
後半）
【発明を実施するための形態】
【００４６】
 
以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は本発明の実施形態とな
る複眼カメラの正面側斜視図、図２は背面側斜視図である。図１に示すように、複眼カメ
ラ１の上部には、レリーズボタン２、電源ボタン３およびズームレバー４が備えられてい
る。デジタルカメラ１の正面には、フラッシュ５および２つの撮像部２１Ａ，２１Ｂのレ
ンズが配設されている。また、背面には、各種表示を行う液晶モニタ（以下単にモニタと
する）７および各種操作ボタン８が配設されている。
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【００４７】
 
図３は複眼カメラ１の内部構成を示す概略ブロック図である。図３に示すように、本発明
の実施形態となる複眼カメラ１は、公知の複眼カメラと同様に、２つの撮像部２１Ａ，２
１Ｂ、フレームメモリ２２、撮像制御部２３、ＡＦ処理部２４、ＡＥ処理部２５、ＡＷＢ
処理部２６、デジタル信号処理部２７、３次元処理部２８、表示制御部２９、圧縮／伸長
処理部３０、メディア制御部３１、入力部３３、ＣＰＵ３４、内部メモリ３５、データバ
ス３６を備えている。なお、撮像部２１Ａ，２１Ｂは、被写体を見込む輻輳角を持って、
あらかじめ定められた基線長となるように配置されている。なお、輻輳角および基線長の
情報は内部メモリ２７に記憶されている。
【００４８】
 
図４は、撮像部２１Ａ，２１Ｂの構成を示す図である。図４に示すように撮像部２１Ａ，
２１Ｂは、公知の複眼カメラと同様に、レンズ１０Ａ，１０Ｂ、絞り１１Ａ，１１Ｂ、シ
ャッタ１２Ａ，１２Ｂ、撮像素子１３Ａ，１３Ｂ、アナログフロントエンド（ＡＦＥ）１
４Ａ，１４ＢおよびＡ／Ｄ変換部１５Ａ，１５Ｂをそれぞれ備える。
【００４９】
 
レンズ１０Ａ，１０Ｂは、被写体に焦点を合わせるためのフォーカスレンズ、ズーム機能
を実現するためのズームレンズ等の複数の機能別レンズにより構成され、撮像制御部２２
が行うＡＦ処理により得られる合焦データおよび不図示のズームレバーを操作することに
より得られるズームデータに基づいて、不図示のレンズ駆動部によりその位置が調整され
る。
【００５０】
 
絞り１１Ａ，１１Ｂは、撮像制御部２２が行うＡＥ処理により得られる絞り値データに基
づいて、不図示の絞り駆動部により絞り径の調整が行われる。
【００５１】
 
シャッタ１２Ａ，１２Ｂはメカニカルシャッタであり、不図示のシャッタ駆動部により、
ＡＥ処理により得られるシャッタスピードに応じて駆動される。
【００５２】
 
撮像素子１３Ａ，１３Ｂは、多数の受光素子を２次元的に配列した光電面を有しており、
被写体光がこの光電面に結像して光電変換されてアナログ撮像信号が取得される。また、
撮像素子１３Ａ，１３Ｂの前面にはＲ，Ｇ，Ｂ各色のフィルタが規則的に配列されたカラ
ーフィルタが配設されている。
【００５３】
 
ＡＦＥ１４Ａ，１４Ｂは、撮像素子１３Ａ，１３Ｂから出力されるアナログ撮像信号に対
して、アナログ撮像信号のノイズを除去する処理、およびアナログ撮像信号のゲインを調
節する処理（以下アナログ処理とする）を施す。
【００５４】
 
Ａ／Ｄ変換部１５Ａ，１５Ｂは、ＡＦＥ１４Ａ，１４Ｂによりアナログ処理が施されたア
ナログ撮像信号をデジタル信号に変換する。なお、撮像部２１Ａにより取得されるデジタ
ルの画像データにより表される画像を第１の画像Ｇ１、撮像部２１Ｂにより取得される画
像データにより表される画像を第２の画像Ｇ２とする。
【００５５】
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フレームメモリ２２は、撮像部２１Ａ，２１Ｂが取得した第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ
２を表す画像データが、画像入力コントローラ（図示なし）を介して取り込まれる作業用
メモリであり、各種処理を行う際に使用される。
【００５６】
 
撮像制御部２３は、各部の処理のタイミングの制御を行う。具体的には、レリーズボタン
２の全押し操作により、撮像部２１Ａ，２１Ｂに対して第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２
の本画像を取得させる本撮像の指示を行う。なお、レリーズボタン２が操作される前は、
撮像制御部２３は、撮像範囲を確認させるための、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２の本
画像よりも画素数が少ないスルー画像を、所定時間間隔（例えば１／３０秒間隔）にて順
次取得させる指示を撮像部２１Ａ，２１Ｂに対して行う。
【００５７】
 
ＡＦ処理部２４は、レリーズボタン２の半押し操作により撮像部２１Ａ，２１Ｂが取得し
た各プレ画像の画像信号に基づいてＡＦ評価値を算出し、ＡＦ評価値に基づいて合焦領域
を決定するとともにレンズ１０Ａ，１０Ｂの焦点位置を決定し、撮像部２１Ａ，２１Ｂに
出力する。ここでは、ＡＦ処理による焦点位置の検出方式としては、所望とする被写体に
ピントが合った状態では画像のコントラストが高くなるという特徴を利用して合焦位置を
検出するパッシブ方式が採用されている。例えば、ＡＦ評価値は、所定のハイパスフィル
タの出力値とすることができ、この場合、その値が大きいほどコントラストが高いことを
意味する。
【００５８】
 
ＡＥ処理部２５は、ここでは多分割測光方式が採用されており、各プレ画像の画像信号を
用いて、撮像領域を複数のエリアに分割して個別に測光し、各エリアの測光値に基づいて
露出（絞り値とシャッタ速度）を決定し、撮像部２１Ａ，２１Ｂに出力する。
【００５９】
 
ＡＷＢ処理部２６は、プレ画像のＲ，Ｇ，Ｂの各画像信号を用いて、撮像領域を分割した
複数のエリア毎に、オートホワイトバランス用の色情報を算出する。
【００６０】
 
ＡＦ処理部２４、ＡＥ処理部２５、ＡＷＢ処理部２６は、撮像部毎に順次処理を行っても
よいし、各処理部を撮像部の数だけ設け、並列的に処理を行ってもよい。
【００６１】
 
デジタル信号処理部２７は、撮像部２１Ａ，２１Ｂが取得した第１および第２の画像Ｇ１
，Ｇ２のデジタルの画像データに対して、ホワイトバランスを調整する処理、階調補正、
シャープネス補正、および色補正等の画像処理を施す。なお、デジタル信号処理部２７に
おける処理後の第１および第２の画像についても、処理前の参照符号Ｇ１，Ｇ２を用いる
ものとする。
【００６２】
 
圧縮／伸長処理部２８は、デジタル信号処理部２７によって処理が施された第１および第
２の画像Ｇ１，Ｇ２の本画像を表す画像データに対して、例えば、ＪＰＥＧ等の圧縮形式
で圧縮処理を行い、立体視用の画像ファイルＦ０を生成する。この立体視用の画像ファイ
ルＦ０には、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２の画像データを含み、Ｅｘｉｆフォーマッ
ト等に基づいて、基線長、輻輳角および撮像日時等の付帯情報、および視点位置を表す視
点情報が格納される。
【００６３】
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図５は立体視用画像の画像ファイルのファイルフォーマットを示す図である。図５に示す
ように立体視用の画像ファイルＦ０は、第１の画像Ｇ１の付帯情報Ｈ１、第１の画像Ｇ１
の視点情報Ｓ１、第１の画像Ｇ１の画像データ（画像データについても参照符号Ｇ１を用
いるものとする）、第２の画像Ｇ２の付帯情報Ｈ１、第２の画像Ｇ２の視点情報Ｓ２、お
よび第２の画像Ｇ２の画像データが格納されてなる。また、図示はしないが、第１および
第２の画像Ｇ１，Ｇ２についての付帯情報、視点情報および画像データの前後には、デー
タの開始位置および終了位置を表す情報が含まれる。また、付帯情報Ｈ１，Ｈ２には第１
および第２の画像Ｇ１，Ｇ２の撮像日、基線長、および輻輳角の情報が含まれる。また、
付帯情報Ｈ１，Ｈ２には第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２のサムネイル画像も含まれる。
なお、視点情報としては、例えば左側の撮像部から順に付与した視点位置の番号を用いる
ことができる。
【００６４】
 
メディア制御部２９は、記録メディア３０にアクセスして画像ファイル等の書き込みと読
み込みの制御を行う。
【００６５】
 
表示制御部３１は、撮像時においてフレームメモリ２２に格納された第１および第２の画
像Ｇ１，Ｇ２および第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２から生成された立体視用画像ＧＲを
モニタ７に表示させたり、記録メディア３０に記録されている第１および第２の画像Ｇ１
，Ｇ２および立体視用画像ＧＲをモニタ７に表示させたりする。
【００６６】
 
図６はモニタ７の構成を示す図である。図６に示すように、モニタ７は、ＬＥＤにより発
光するバックライトユニット４０および各種表示を行うための液晶パネル４１を積層し、
液晶パネル４１にレンチキュラーシート４２を取り付けることにより構成されている。
【００６７】
 
図７はレンチキュラーシートの構成を示す図である。図７に示すようにレンチキュラーシ
ート４２は、複数のシリンドリカルレンズ４３を並列に並べることにより構成されている
。
【００６８】
 
３次元処理部３２は、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２をモニタ７に立体視表示させるた
めに、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２に３次元処理を行って立体視用画像ＧＲを生成す
る。図８は３次元処理を説明するための図である。図８に示すように３次元処理部３０は
、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２を垂直方向に短冊状に切り取り、レンチキュラーシー
ト４２におけるシリンドリカルレンズ４３のそれぞれに、位置が対応する短冊状に切り取
った第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２を交互に配置するように３次元処理を行って、立体
視用画像ＧＲを生成する。なお、３次元処理部３０は、立体視用画像ＧＲの立体感を適切
なものとするために、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２の視差を補正するようにしてもよ
い。ここで、視差は、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２の双方に含まれる被写体の、第１
および第２の画像Ｇ１，Ｇ２の横方向における画素位置の相違として算出することができ
る。視差を調整することにより、立体視用画像ＧＲに含まれる被写体の立体感を適切なも
のとすることができる。
【００６９】
 
入力部３３は、撮像者が複眼カメラ１の操作を行うためのインターフェースであり、レリ
ーズボタン２、ズームレバー４および各種操作ボタン８等が該当する。
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【００７０】
 
ＣＰＵ３４は、上記各種処理部からの信号に応じてデジタルカメラ１の本体各部を制御す
る。
【００７１】
 
内部メモリ３５は、複眼カメラ１において設定される各種定数、およびＣＰＵ３４が実行
するプログラム等を記憶する。
【００７２】
 
データバス３６は、複眼カメラ１を構成する各部およびＣＰＵ３５に接続されており、複
眼カメラ１における各種データおよび各種情報のやり取りを行う。
【００７３】
 
本発明の実施形態となる複眼カメラ１は、上記の構成に加えて、本発明の障害物判定処理
を実現する障害物判定部３７、警告情報生成部３８をさらに備えている。
【００７４】
 
撮像者が本実施形態による複眼カメラ１を用いて撮像を行う場合、モニタ７に表示される
立体視用のスルー画像を見ながらフレーミングを行うが、この際、例えば、複眼カメラ１
を保持する左手の指が撮像部２１Ａの画角内に入ってしまい、撮像部２１Ａの画角の一部
を遮ってしまう場合がある。このような場合、図９Ａに例示したように、撮像部２１Ａに
より取得される第１の画像Ｇ１には、下部に指が障害物として含まれてしまい、その背景
が見えなくなってしまう。一方、図９Ｂに例示したように、撮像部２１Ｂにより取得され
る第２の画像Ｇ２には、障害物は含まれていない。
【００７５】
 
このような場合、第１の画像Ｇ１がモニタ７に平面的に表示される構成であれば、撮像者
はモニタ７のスルー画像を見ることにより、撮像部２１Ａに指等がかかっていることを認
識することが可能である。しかしながら、第２の画像Ｇ２がモニタ７に平面的に表示され
る構成であれば、撮像者はモニタ７のスルー画像を見ても、撮像部２１Ａに指等がかかっ
ていることを認識することができない。また、モニタ７には第１の画像Ｇ１および第２の
画像Ｇ２から生成された立体視用画像ＧＲが立体視表示されている場合には、第１の画像
中の指等がかかっている領域の背景の情報は、第２の画像Ｇ２によって補われてしまうの
で、撮像者はモニタ７のスルー画像を見ても、撮像部２１Ａに指等がかかっていることを
認識しづらい。
【００７６】
 
そこで、障害物判定部３７は、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２の一方に指等の障害物が
含まれるか否かを判定する。
【００７７】
 
警告情報生成部３８は、障害物判定部３７において、障害物が含まれていると判定された
場合に、その旨を表す警告メッセージ、例えば、「障害物あり」の文字を生成する。生成
された警告メッセージは、図９に例示したように、第１または第２の画像Ｇ１，Ｇ２に重
畳されてモニタ７に表示される。なお、警告メッセージは、上記のように文字情報として
撮像者に通知されるようにしてもよいし、複眼カメラ１のスピーカー（図示なし）等の音
声出力インターフェースを介して、音声で通知されるようにしてもよい。
【００７８】
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図１１は、本発明の第１の実施形態となる障害物判定部３７および警告情報生成部３８の
構成を模式的に表したブロック図である。図に示したように、本発明の第１の実施形態に
おいて、障害物判定部３７は、指標値取得部３７Ａ、エリア別差分値算出部３７Ｂ、エリ
ア別差分絶対値算出部３７Ｃ、エリア計数部３７Ｄ、判定部３７Ｅから構成される。これ
らの障害物判定部３７の各処理部は、ＣＰＵ３４、あるいは、障害物判定部３７用の汎用
プロセッサで実行される組み込みプログラムによってソフトウェア的に実現してもよいし
、障害物判定部３７用の専用プロセッサとしてハードウェア的に実現してもよい。なお、
ソフトウェア的に実現する場合、既存の複眼カメラに対してファームウェアの更新という
方式で上記プログラムを提供してもよい。
【００７９】
 
指標値取得部３７Ａは、ＡＥ処理部２５で得られた、各撮像部２１Ａ，２１Ｂの各撮像領
域中の各エリアの測光値を取得する。図１２Ａは、撮像部２１Ａの撮像光学系の下部に障
害物が含まれる場合の、撮像領域中の各エリアにおける測光値の一例を表したものであり
、図１２Ｂは、障害物が含まれない撮像領域中の各エリアにおける測光値の一例を表した
ものである。ここでは、各値は、各撮像部２１Ａ、２１Ｂの各撮像領域の中央７０％を７
×７エリアに分割して測光した１００倍精度の測光値となっている。図１２Ａに示したよ
うに、障害物が含まれるエリアは暗くなる傾向があり、測光値は小さくなっている。
【００８０】
 
エリア別差分値算出部３７Ｂは、各撮像領域中の相対応する位置にあるエリア間で、測光
値の差分を算出する。すなわち、撮像部２１Ａの撮像領域中のｉ行目ｊ列目のエリアの測
光値をＩＶ１(i,j)、撮像部２１Ｂの撮像領域中のｉ行目ｊ列目のエリアの測光値をＩＶ
２(i,j)とすると、相対応するエリアでの測光値の差分値△ＩＶ(i,j)は、
△   
ＩＶ(i,j)＝ＩＶ１(i,j)－ＩＶ２(i,j)
により算出される。図１３は、図１２Ａの各測光値をＩＶ１(i,j)、図１２Ｂの各測光値
をＩＶ２(i,j)とした時に、相対応するエリア毎に差分値△ＩＶ(i,j)を算出した例である
。
【００８１】
 
エリア別差分絶対値算出部３７Ｃは、上記差分値△ＩＶ(i,j)の絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜を
算出する。図１４は、図１３の差分値の絶対値を算出した例である。図に示したように、
撮像部の撮像光学系の一方に障害物がかかっている場合、撮像領域中のその障害物がかか
っている領域では、上記絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜の値が大きくなる。
【００８２】
 
エリア計数部３７Ｄは、上記絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜の値と所定の第１の閾値とを比較し
、上記絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜の値が第１の閾値よりも大きいエリアの数ＣＮＴをカウン
トする。例えば、図１４の場合、上記閾値を１００とすると、上記絶対値｜△ＩＶ(i,j)
｜の値が１００よりも大きいのは、４９エリア中１３エリアとなっている。
【００８３】
 
判定部３７Ｅは、エリア計数部３７Ｄで得られたカウント数ＣＮＴの値と所定の第２の閾
値とを比較し、上記カウント数ＣＮＴの値が第２の閾値よりも大きい場合には、警告メッ
セージの出力を要求する信号ＡＬＭを出力する。例えば、図１４の場合、第２の閾値を５
とすると、上記カウント数ＣＮＴは１３で、第２の閾値よりも大きいので、信号ＡＬＭが
出力される。
【００８４】
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警告情報生成部３８は、判定部３７Ｅから信号ＡＬＭが出力された場合に、警告メッセー
ジＭＳＧを生成し、出力する。
【００８５】
 
なお、上記説明において、第１および第２の閾値は、予め実験的・経験的に定められた固
定値としてもよいし、撮像者が入力部３３を操作して設定・変更できるようにしてもよい
。
【００８６】
 
図１５は、本発明の第１の実施形態において行われる処理の流れを表したフローチャート
である。まず、レリーズボタン２の半押し操作が検知されると(#1;YES)、撮像部２１Ａ，
２１Ｂにより撮像条件決定のためのプレ画像Ｇ１，Ｇ２が各々取得される(#2)。次に、Ａ
Ｆ処理部２４、ＡＥ処理部２５、ＡＷＢ処理部２６の各々が処理を行い、各種撮像条件が
決定され、決定された撮像条件に応じて撮像部２１Ａ，２１Ｂの各部の調整が行われる(#
3)。このとき、ＡＥ処理部２５により、各撮像部２１Ａ，２１Ｂの各撮像領域中の各エリ
アの測光値ＩＶ１(i,j)、ＩＶ２(i,j)が取得される。
【００８７】
 
そして、障害物判定部３７において、指標値取得部３７Ａが、各エリアの測光値ＩＶ１(i
,j)、ＩＶ２(i,j)を取得し(#4)、エリア別差分値算出部３７Ｂが、各撮像領域中の相対応
する位置にあるエリア間で、測光値ＩＶ１(i,j)、ＩＶ２(i,j)の差分△ＩＶ(i,j)を算出
し(#5)、エリア別差分絶対値算出部３７Ｃが差分△ＩＶ(i,j)の絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜を
算出する(#6)。ここで、エリア計数部３７Ｄが、絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜の値が第１の閾
値よりも大きいエリアの数ＣＮＴをカウントする(#7)。判定部３７Ｅは、カウント数ＣＮ
Ｔの値が第２の閾値よりも大きい場合には(#8;YES)、警告メッセージの出力を要求する信
号ＡＬＭを出力し、警告情報生成部３８がこの信号ＡＬＭに応じて警告メッセージＭＳＧ
を生成する。生成された警告メッセージＭＳＧは、現在モニタ７に表示されているスルー
画像に重畳されて表示される(#9)。一方、カウント数ＣＮＴの値が第２の閾値以下の場合
には(#8;NO)、上記ステップ#9はスキップされる。
【００８８】
 
その後、レリーズボタン２の全押し操作が検知されると(#10;全押し)、撮像部２１Ａ，２
１Ｂで本撮像が行われ、本撮像画像Ｇ１，Ｇ２が各々取得され(#11)、デジタル信号処理
部２７による処理等を経た後、３次元処理部３０によって、第１の画像Ｇ１および第２の
画像Ｇ２から立体視用画像ＧＲが生成され、出力され(#12)、一連の処理が終了する。な
お、ステップ#10において、レリーズボタン２が半押しのままの場合は(#10;半押し)、ス
テップ#3で設定された撮像条件を維持したまま、レリーズボタン２の操作待ちとなり、半
押しが解除された場合は(#10;解除)、レリーズボタン２の半押し操作待ち(#1)に戻る。
【００８９】
 
以上のように、本発明の第１の実施形態では、ＡＥ処理部２５によって、複眼カメラ１の
複数の撮像部２１Ａ，２１Ｂの各々における撮像領域内の複数のエリア毎に取得された測
光値を用いて、障害物判定部３７が、撮像領域における位置が相対応する、異なる撮像部
の撮像領域内のエリア毎に測光値の差分の絶対値を求め、その差分の絶対値が所定の第１
の閾値よりも大きいエリアの数を計数し、計数されたエリアの数が所定の第２の閾値より
も大きい場合に、撮像部２１Ａ、２１Ｂの少なくとも１つにおける撮像領域内に障害物が
含まれていると判定することができる。したがって、障害物の判定のために、撮像素子と
は別に測光素子を設ける必要がなくなり、ハードウェア設計上の自由度が上がる。また、
異なる撮像部の撮像領域間での測光値の比較を行うことにより、１つの画像のみから障害
物が含まれている領域を判定する場合よりも高い精度で、障害物の有無を判定することが
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可能になる。さらに、撮像領域における位置が相対応するエリア毎に測光値の比較を行う
ので、画像の内容的特徴に基づく撮像画像間のマッチングを行う場合よりも、計算コスト
や消費電力を低減することができる。
【００９０】
 
また、障害物判定部３７は、通常の撮像動作の中で取得される測光値を用いて障害物の有
無の判定を行うので、新たな指標値を算出する処理を行う必要がなく、処理効率の点でよ
り有利となる。
【００９１】
 
さらに、測光値を障害物の有無の判定のための指標値として用いるので、撮像領域内の障
害物とその背景が同様のテクスチャーの場合や同色の場合であっても、撮像領域内の障害
物とその背景の明るさの違いに基づいて、障害物が含まれていることを確実に判定するこ
とが可能になる。
【００９２】
 
さらに、各エリアは、１画素のサイズに対応する大きさよりも十分に大きく分割されてい
るので、各撮像部間での視差による誤差がエリア内に拡散されることになり、より高い精
度で障害物が含まれていることを判定することが可能になる。なお、エリアの分割は上記
の７×７には限定されない。
【００９３】
 
さらに、障害物判定部３７は、本撮像に先立って行われるプレ撮像に応じて測光値を取得
するので、本撮像を行う前に、撮像部に障害物がかかっていることを判定することが可能
になり、障害物がかかっている場合には、警告情報生成部３８によって生成されるメッセ
ージが撮像者に通知されることにより、本撮像の失敗を事前に回避することができる。
【００９４】
 
なお、上記実施形態では、障害物判定部３７は、ＡＥ処理部２５によって取得される測光
値を用いて障害物の有無の判定を行っているが、露出方式が異なる場合等、撮像領域中の
エリア毎の測光値が得られない場合も考えられる。このような場合には、各撮像部２１Ａ
、２１Ｂで得られた画像Ｇ１，Ｇ２を上記と同様の複数のエリアに分割し、エリア毎の輝
度値の代表値（平均値や中央値等）を算出するようにすればよい。これにより、輝度値の
代表値の算出の処理負荷の点を除けば、上記と同様の作用効果が得られる。
【００９５】
 
図１６は、本発明の第２の実施形態となる障害物判定部３７および警告情報生成部３８の
構成を模式的に表したブロック図である。図に示したように、本発明の第２の実施形態は
、第１の実施形態に平均指標値算出部３７Ｆを付加した構成となっている。
【００９６】
 
この平均指標値算出部３７Ｆは、指標値取得部３７Ａによって取得されたエリア毎の指標
値ＩＶ１(i,j)、ＩＶ２(i,j)の各々に対して、隣接する４つのエリアにおける測光値の平
均値ＩＶ１´(m,n)、ＩＶ２´(m,n)を算出する。なお、ｍ、ｎは、上記計算によって、出
力後のエリアの数（行数や列数）が減少し、入力時のエリアの数とは異なることを意味し
ている。図１７Ａ、図１７Ｂは、図１２Ａ、図１２Ｂの７×７エリアの測光値に対して、
隣接する４つのエリア（例えば、図１２ＡのＲ１で囲まれた４つのエリア）の測光値の平
均値を算出していくことによって、６×６エリアの平均測光値（上記Ｒ１で囲まれた４つ
のエリアの平均測光値は、図１７ＡのＲ２で囲まれたエリアの値となっている）が得られ
た例を示している。ここで、平均値を算出する対象となる入力側のエリアの数は４には限
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定されない。なお、以下では、この出力後のエリアを統合エリアと呼ぶ。
【００９７】
 
以降の各処理部は、エリアが統合エリアに置き換わることを除き、第１の実施形態と同様
である。
【００９８】
 
すなわち、本実施形態では、エリア別差分値算出部３７Ｂは、各撮像領域中の相対応する
位置にある統合エリア間で、平均測光値の差分△ＩＶ´(m,n)を算出する。図１８は、図
１７Ａ、図１７Ｂの各平均測光値に対して、相対応する統合エリア毎に差分値を算出した
例である。
【００９９】
 
また、エリア別差分絶対値算出部３７Ｃは、上記平均測光値の差分値△ＩＶ´(m,n)の絶
対値｜△ＩＶ´(m,n)｜を算出する。図１９は、図１８の平均測光値の差分値の絶対値を
算出した例である。
【０１００】
 
エリア計数部３７Ｄは、上記平均測光値の差分値の絶対値｜△ＩＶ´(m,n)｜が第１の閾
値よりも大きい統合エリアの数ＣＮＴをカウントする。図１９の例では、上記閾値を１０
０とすると、上記絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜の値が１００よりも大きいのは、３６エリア中
８エリアとなっている。なお、カウント対象のエリアの母数が第１の実施形態とは異なる
ので、第１の閾値は第１の実施形態とは異なる値としてもよい。
【０１０１】
 
判定部３７Ｅは、上記カウント数ＣＮＴの値が第２の閾値よりも大きい場合には、警告メ
ッセージの出力を要求する信号ＡＬＭを出力する。なお、この第２の閾値も、第１の閾値
と同様に、第１の実施形態とは異なる値としてもよい。
【０１０２】
 
図２０は、本発明の第２の実施形態において行われる処理の流れを表したフローチャート
である。図に示したとおり、ステップ#4において、指標値取得部３７Ａが、各エリアの測
光値ＩＶ１(i,j)、ＩＶ２(i,j)を取得した後、平均指標値算出部３７Ｆが、エリア毎の指
標値ＩＶ１(i,j)、ＩＶ２(i,j)の各々に対して、隣接する４つのエリアにおける測光値の
平均値ＩＶ１´(m,n)、ＩＶ２´(m,n)を算出する(#4.1)。以降の処理の流れは、エリアが
統合エリアに置き換わることを除き、第１の実施形態と同様である。
【０１０３】
 
以上のように、本発明の第２の実施形態では、平均指標値算出部３７Ｆが、測光時のエリ
アを統合し、統合後の各エリアに対して平均測光値を算出するので、各撮像部間での視差
による誤差がエリアの統合によって拡散されることになるので、誤判定の減少に資する。
【０１０４】
 
なお、本実施形態において、統合後のエリアにおける指標値（測光値）は、統合前のエリ
アの指標値の平均値には限定されず、中央値等の他の代表値であってもよい。
【０１０５】
 
本発明の第３の実施形態は、第１の実施形態における測光時のエリアＩＶ１(i,j)、ＩＶ
２(i,j)の各々のうち、中心付近のエリアは、処理対象外とした実施態様である。
【０１０６】
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具体的には、エリア計数部３７Ｄが、図１５のフローチャートのステップ#7において、相
対応するエリア毎の測光値の差の絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜の値と所定の第１の閾値が第１
の閾値よりも大きいエリアの数ＣＮＴをカウントする際に、中心付近のエリアを除いてカ
ウントするようにすればよい。図２１は、図１４の７×７のエリアのうち、中心付近の３
×３のエリアはカウント対象外とした例である。この場合、閾値を１００とすると、上記
絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜の値が１００よりも大きいのは、周辺部の４０エリア中１１エリ
アとなり、判定部３７Ｅは、この値（１１）と第２の閾値とを比較することにより、障害
物の有無を判定する。
【０１０７】
 
あるいは、指標値取得部３７Ａが、中心付近の３×３エリアの測光値を取得しないように
してもよいし、エリア別差分値算出部３７Ｂやエリア別差分絶対値算出部３７Ｃが、中心
付近の３×３エリアに対しては計算を行わないようにし、エリア計数部３７Ｄにおいてカ
ウント対象外となるような値を中心付近の３×３エリアに対して設定するようにしてもよ
い。
【０１０８】
 
なお、中心付近のエリアの数は３×３には限定されない。
【０１０９】
 
以上のように、本発明の第３の実施形態は、障害物が必ず撮像領域の周辺部から進入して
くることを利用したものであり、撮像領域の中心部を測光値の取得や障害物の判定の処理
対象外としたことにより、障害物が含まれている可能性がより低い中心部を処理対象から
除外され、判定精度が向上する。
【０１１０】
 
本発明の第４の実施形態は、第１の実施形態における測光値の代わりにＡＦ評価値を指標
値として用いるようにした実施形態である。すなわち、図１１のブロック図の指標値取得
部３７Ａが、図１５のフローチャートのステップ#4において、ＡＦ処理部２４で得られた
、各撮像部２１Ａ，２１Ｂの各撮像領域中の各エリアのＡＦ評価値を取得する点を除き、
第１の実施形態と同様である。
【０１１１】
 
図２２Ａは、撮像部２１Ａの撮像光学系の下部に障害物が含まれる場合の、撮像領域中の
各エリアにおけるＡＦ評価値の一例を表したものであり、図２２Ｂは、障害物が含まれな
い撮像領域中の各エリアにおけるＡＦ評価値の一例を表したものである。ここでは、障害
物よりも遠い位置にピントが合っている状態で、各撮像部２１Ａ、２１Ｂの各撮像領域を
７×７エリアに分割してエリア毎にＡＦ評価値を算出している。したがって、図２２Ａに
示したように、障害物が含まれるエリアのＡＦ評価値が低く、コントラストが低くなって
いる。
【０１１２】
 
図２３は、図２２Ａの各ＡＦ評価値をＩＶ１(i,j)、図２２Ｂの各ＡＦ評価値をＩＶ２(i,
j)とした時に、相対応するエリア毎に差分値△ＩＶ(i,j)を算出した例であり、図２４は
、さらにその差分値△ＩＶ(i,j)の絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜を算出した例である。図に示し
たように、この例では、撮像部の撮像光学系の一方に障害物がかかっている場合、撮像領
域中のその障害物がかかっている領域では、上記絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜の値が大きくな
るので、所定の第１の閾値よりも上記絶対値｜△ＩＶ(i,j)｜が大きいエリアの数ＣＮＴ
をカウントし、カウント数ＣＮＴが所定の第２の閾値よりも大きいかどうかを判断するこ
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とにより、障害物がかかっている領域を判定することができる。なお、特に第１の閾値に
ついては、第１の実施形態とは指標値の数値的意味が異なるので、異なる値が定められる
。第２の閾値については、第１の実施形態と同じであってもよいし、異なっていてもよい
。
【０１１３】
 
以上のように、本発明の第４の実施形態では、障害物の有無の判定のための指標値として
ＡＦ評価値を用いるので、撮像領域内の障害物とその背景が同程度の明るさの場合や同色
の場合であっても、撮像領域内の障害物とその背景のテクスチャーの違いに基づいて、障
害物が含まれていることを確実に判定することが可能になる。
【０１１４】
 
なお、上記実施形態では、障害物判定部３７は、ＡＦ処理部２４によって取得されるＡＦ
評価値を用いて障害物の有無の判定を行っているが、合焦方式が異なる場合等、撮像領域
中のエリア毎のＡＦ評価値が得られない場合も考えられる。このような場合には、各撮像
部２１Ａ、２１Ｂで得られた画像Ｇ１，Ｇ２を上記と同様の複数のエリアに分割し、エリ
ア毎に、高周波成分の量を表すハイパスフィルタの出力値を算出するようにすればよい。
これにより、ハイパスフィルタ処理の負荷の点を除けば、上記と同様の作用効果が得られ
る。
【０１１５】
 
本発明の第５の実施形態は、第２の実施形態における測光値の代わりにＡＦ評価値を指標
値として用いるようにした実施形態であり、第２の実施形態と同様の効果が得られる。ま
た、上記の指標値の相違を除けば、障害判定部３７の構成は図１６のブロック図と同じで
あり、処理の流れは図２０のフローチャートと同じである。
【０１１６】
 
なお、図２５Ａ、図２５Ｂは、図２２Ａ、図２２Ｂの７×７エリアのＡＦ評価値に対して
、隣接する４つのエリアのＡＦ評価値の平均値を算出していくことによって、６×６エリ
アの平均ＡＦ評価値が得られた例を示している。図２６は、各平均ＡＦ評価値に対して、
相対応する統合エリア毎に差分値を算出した例であり、図２７は、図２６の平均ＡＦ評価
値の差分値の絶対値を算出した例である。
【０１１７】
 
本発明の第６の実施形態は、第３の実施形態における測光値の代わりにＡＦ評価値を指標
値として用いるようにした実施形態であり、第３の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１１８】
 
なお、図２８は、図２４の７×７のエリアのうち、中心付近の３×３のエリアはカウント
対象外とした例である。
【０１１９】
 
本発明の第７の実施形態は、第１の実施形態における測光値の代わりにＡＷＢの色情報を
指標値として用いるようにした実施形態である。ここで、色情報を指標値として用いる場
合には、測光値やＡＦ評価値のように単純に相対応するエリア間での差分を取ることはあ
まり有効ではないので、相対応するエリア間での色情報の距離を用いる。図２９は、本実
施形態となる障害物判定部３７および警告情報生成部３８の構成を模式的に表したブロッ
ク図である。図に示したように、第１の実施形態のエリア別差分値算出部３７Ｂ、エリア
別差分絶対値算出部３７Ｃの代わりにエリア別色距離算出部３７Ｇが設けられた構成とな
っている。
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【０１２０】
 
本実施形態では、指標値取得部３７Ａは、ＡＷＢ処理部２６で得られた、各撮像部２１Ａ
，２１Ｂの各撮像領域中の各エリアの色情報を取得する。図３０Ａ、図３０Ｃは、撮像部
２１Ａの撮像光学系の下部に障害物が含まれる場合の、撮像領域中の各エリアにおける色
情報の例を表したものであり、図３０Ｂ、図３０Ｄは、障害物が含まれない撮像領域中の
各エリアにおける色情報の例を表したものである。また、図３０Ａ、図３０Ｂでは、色情
報としてＲ／Ｇ、図３０Ｃ、図３０Ｄでは、色情報としてＢ／Ｇが用いられている（Ｒ，
Ｇ，Ｂは、各々、ＲＧＢ色空間における赤、緑、青の信号の信号値であり、エリア毎の平
均信号値を表す）。撮像光学系に近い位置に障害物がある場合、その障害物の色情報は黒
を表す情報に近くなる。したがって、複数の撮像部２１Ａ、２１Ｂのいずれの撮像領域に
障害物が含まれている場合、その領域の色情報の距離は大きくなる。なお、色情報の算出
方法は、これらに限定されない。また、色空間についてもＲＧＢ色空間には限定されず、
Ｌａｂ等の他の色空間を用いてもよい。
【０１２１】
 
エリア別色距離算出部３７Ｇは、各撮像領域中の相対応する位置にあるエリア間で、色情
報の距離を算出する。具体的には、色情報が２つの要素からなる場合、色情報の距離は、
例えば、第１の要素と第２の要素を直交する座標軸とする座標平面上に、各エリアにおけ
る各要素の値をプロットした場合の２点間の距離として求められる。例えば、撮像部２１
Ａの撮像領域中のｉ行目ｊ列目のエリアの色情報の各要素の値をＲＧ１、ＢＧ１、撮像部
２１Ｂの撮像領域中のｉ行目ｊ列目のエリアの色情報の各要素の値をＲＧ２、ＢＧ２とす
ると、相対応するエリアでの色情報の距離Ｄは次式により求められる。
【数１】

【０１２２】
 
図３１は、図３０Ａから図３０Ｄの色情報に基づいて、相対応するエリアでの色情報の距
離を算出した例である。
【０１２３】
 
エリア計数部３７Ｄは、上記色情報の距離Ｄの値と所定の第１の閾値とを比較し、上記距
離Ｄの値が第１の閾値よりも大きいエリアの数ＣＮＴをカウントする。例えば、図３１の
場合、上記閾値を３０とすると、上記距離Ｄの値が３０よりも大きいのは、４９エリア中
２５エリアとなっている。
【０１２４】
 
判定部３７Ｅは、第１の実施形態と同様に、エリア計数部３７Ｄで得られたカウント数Ｃ
ＮＴの値が第２の閾値よりも大きい場合には、警告メッセージの出力を要求する信号ＡＬ
Ｍを出力する。
【０１２５】
 
なお、特に第１の閾値については、第１の実施形態とは指標値の数値的意味が異なるので
、異なる値が定められる。第２の閾値については、第１の実施形態と同じであってもよい
し、異なっていてもよい。
【０１２６】
 



(23) JP 5492300 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

図３２は、本発明の第７の実施形態において行われる処理の流れを表したフローチャート
である。まず、第１の実施形態と同様に、レリーズボタン２の半押し操作が検知されると
(#1;YES)、撮像部２１Ａ，２１Ｂにより撮像条件決定のためのプレ画像Ｇ１，Ｇ２が各々
取得される(#2)。次に、ＡＦ処理部２４、ＡＥ処理部２５、ＡＷＢ処理部２６の各々が処
理を行い、各種撮像条件が決定され、決定された撮像条件に応じて撮像部２１Ａ，２１Ｂ
の各部の調整が行われる(#3)。このとき、ＡＷＢ処理部２６により、各撮像部２１Ａ，２
１Ｂの各撮像領域中の各エリアの色情報ＩＶ１(i,j)、ＩＶ２(i,j)が取得される。
【０１２７】
 
そして、障害物判定部３７において、指標値取得部３７Ａが、各エリアの色情報ＩＶ１(i
,j)、ＩＶ２(i,j)を取得した後、(#4)、エリア別色距離算出部３７Ｇは、各撮像領域中の
相対応する位置にあるエリア間で、色情報の距離Ｄ(i,j)を算出する(#5.1)。ここで、エ
リア計数部３７Ｄが、色情報の距離Ｄ(i,j)の値が第１の閾値よりも大きいエリアの数Ｃ
ＮＴをカウントする(#7.1)。以降の処理の流れは、第１の実施形態のステップ#8以降と同
様である。
【０１２８】
 
以上のように、本発明の第７の実施形態では、障害物の有無の判定のための指標値として
色情報を用いるので、撮像領域内の障害物とその背景が同程度の明るさの場合や同様のテ
クスチャーの場合であっても、撮像領域内の障害物とその背景の色の違いに基づいて、障
害物が含まれていることを確実に判定することが可能になる。
【０１２９】
 
なお、上記実施形態では、障害物判定部３７は、ＡＷＢ処理部２６によって取得される色
情報を用いて障害物の有無の判定を行っているが、オートホワイトバランスの方式が異な
る場合等、撮像領域中のエリア毎の色情報が得られない場合も考えられる。このような場
合には、各撮像部２１Ａ、２１Ｂで得られた画像Ｇ１，Ｇ２を上記と同様の複数のエリア
に分割し、エリア毎に、色情報を算出するようにすればよい。これにより、色情報の算出
処理の負荷の点を除けば、上記と同様の作用効果が得られる。
【０１３０】
 
図３３は、本発明の第８の実施形態となる障害物判定部３７および警告情報生成部３８の
構成を模式的に表したブロック図である。図に示したように、本発明の第８の実施形態は
、第７の実施形態に平均指標値算出部３７Ｆを付加した構成となっている。
【０１３１】
 
この平均指標値算出部３７Ｆは、指標値取得部３７Ａによって取得されたエリア毎の色情
報の要素ＩＶ１(i,j)、ＩＶ２(i,j)毎に、隣接する４つのエリアにおける色情報の要素の
平均値ＩＶ１´(m,n)、ＩＶ２´(m,n)を算出する。なお、ｍ、ｎは、第２の実施形態と同
様の意味である。図３４Ａから図３４Ｄは、図３０Ａから図３０Ｄの７×７エリアの色情
報の要素の値に対して、隣接する４つのエリアの色情報の要素の平均値を算出していくこ
とによって、６×６エリア（統合エリア）の平均色情報要素が得られた例を示している。
ここで、平均値を算出する対象となる入力側のエリアの数は４には限定されない。
【０１３２】
 
以降の各処理部は、エリアが統合エリアに置き換わることを除き、第７の実施形態と同様
である。なお、図３５は、図３４Ａから図３４Ｄの場合に、相対応する統合エリアにおけ
る色情報の距離を算出した例である。
【０１３３】
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また、図３６のフローチャートに表したように、本実施形態における処理の流れは、第２
の実施形態と第７の実施形態とを組み合わせたものとなっている。すなわち、本実施形態
では、第２の実施形態と同様に、ステップ#4において、指標値取得部３７Ａが、各エリア
の色情報ＩＶ１(i,j)、ＩＶ２(i,j)を取得した後、平均指標値算出部３７Ｆが、エリア毎
の指標値ＩＶ１(i,j)、ＩＶ２(i,j)の各々に対して、隣接する４つのエリアにおける色情
報の平均値ＩＶ１´(m,n)、ＩＶ２´(m,n)を算出する(#4.1)。これ以外の処理の流れは、
エリアが統合エリアに置き換わることを除き、第７の実施形態と同様である。
【０１３４】
 
以上より、本発明の第８の実施形態では、指標値として色情報を用いても、第２、第５の
実施形態と同様の効果が得られる。
【０１３５】
 
本発明の第９の実施形態は、第７の実施形態におけるオートホワイトバランス時のエリア
ＩＶ１(i,j)、ＩＶ２(i,j)の各々のうち、中心付近のエリアは、処理対象外とした実施態
様であり、第３の実施形態と同様の効果が得られる。図３７は、オートホワイトバランス
時の７×７のエリアのうち、中心付近の３×３のエリアは、エリア計数部３７Ｄによるカ
ウント対象外とした例である。
【０１３６】
 
上記各実施形態で例示した指標値を複数用いて障害物の有無の判定を行うようにしてもよ
い。具体的には、第１から第３の実施形態のいずれかによって、測光値に基づいて障害物
の有無の判定を行うとともに、第４から第６の実施形態のいずれかによって、ＡＦ評価値
に基づいて上記判定を行い、さらに、第７から第９の実施形態のいずれかによって、色情
報に基づいて上記判定を行い、これらのうちの少なくとも１つの判定において、障害物が
含まれていると判定されれば、撮像部の少なくとも１つに障害物がかかっていると判定す
るようにしてもよい。
【０１３７】
 
図３８は、本発明の第１０の実施形態となる障害物判定部３７および警告情報生成部３８
の構成を模式的に表したブロック図である。図に示したように、本実施形態の障害物判定
部３７は、第１、第４、第７の実施形態を組み合わせた構成となっている。すなわち、測
光値、ＡＦ評価値、ＡＷＢ色情報用の指標値取得部３７Ａ、測光値、ＡＦ評価値用のエリ
ア別差分値算出部３７Ｂ、測光値、ＡＦ評価値用のエリア別差分絶対値算出部３７Ｃ、エ
リア別色距離算出部３７Ｇ、測光値、ＡＦ評価値、ＡＷＢ色情報用のエリア計数部３７Ｄ
、測光値、ＡＦ評価値、ＡＷＢ色情報用の判定部３７Ｅから構成される。各処理部の具体
的内容は、第１、第４、第７の実施形態のものと同様である。
【０１３８】
 
図３９Ａ、図３９Ｂは、本発明の第１０の実施形態において行われる処理の流れを表した
フローチャートである。図に示したように、各実施形態と同様に、レリーズボタン２の半
押し操作が検知されると(#21;YES)、撮像部２１Ａ，２１Ｂにより撮像条件決定のための
プレ画像Ｇ１，Ｇ２が各々取得される(#22)。次に、ＡＦ処理部２４、ＡＥ処理部２５、
ＡＷＢ処理部２６の各々が処理を行い、各種撮像条件が決定され、決定された撮像条件に
応じて撮像部２１Ａ，２１Ｂの各部の調整が行われる(#32)。
【０１３９】
 
次に、ステップ#24から#28までは、第１の実施形態のステップ#4から#8と同様であり、測
光値に基づく障害物判定処理が行われる。その後、ステップ#29から#33までは、第４の実
施形態のステップ#4から#8と同様であり、ＡＦ評価値に基づく障害物判定処理が行われる
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。さらに、ステップ#34から#37までは、第７の実施形態のステップ#4から#8と同様であり
、ＡＷＢ色情報に基づく障害物判定処理が行われる。
【０１４０】
 
そして、各判定処理のいずれかにおいて、障害物が含まれていると判定された場合には（
#28,
#33, #37; YES）、その指標値用の判定部３７Ｅが、警告メッセージの出力を要求する信
号ＡＬＭを出力し、上記各実施形態と同様に、警告情報生成部３８がこの信号ＡＬＭに応
じて警告メッセージＭＳＧを生成する(#38)。以降のステップ#39から#41は、上記各実施
形態のステップ#10から#12と同様である。
【０１４１】
 
以上のように、本発明の第１０の実施形態によれば、各指標値のうちの少なくとも１つの
判定において、障害物が含まれていると判定されれば、撮像部の少なくとも１つに障害物
がかかっていると判定することができる。したがって、各指標値の特性に基づく長所・短
所を互いに補い合うことにより、撮像領域内の障害物とその背景が様々な状況にあっても
、より高い精度で、かつ、より安定した精度で障害物が含まれていることを判定すること
が可能になる。例えば、測光値に基づくだけでは正しく判定できなかった、撮像領域内の
障害物とその背景が同程度の明るさのケースに対しては、ＡＦ評価値または色情報に基づ
く判定も行うことにより、正しく判定されるようになる。
【０１４２】
 
一方、本発明の第１１の実施形態は、複数種類の指標値のすべてで障害物が含まれている
と判定されれば、撮像部の少なくとも１つに障害物がかかっていると判定する態様である
。本実施形態となる障害物判定部３７および警告情報生成部３８の構成は第１０の実施形
態と同様である。
【０１４３】
 
図４０Ａ、図４０Ｂは、本発明の第１１の実施形態において行われる処理の流れを表した
フローチャートである。図に示したように、ステップ#51から#57までは第１０の実施形態
の#21から#27と同様である。ステップ#58において、測光値の絶対値が閾値Th1AEより大き
いエリアの数が閾値Th2AE以下の場合には、他の指標値についての判定処理がスキップさ
れる(#58;
NO)。一方、測光値の絶対値が閾値Th1AEより大きいエリアの数が閾値Th2AEよりも大きい
、すなわち測光値に基づけば障害物が含まれていると判定された場合には、ＡＦ評価値に
ついての判定処理が第１０の実施形態のステップ#29から#32と同様に行われる(#59から#6
2)。そして、ステップ#63において、ＡＦ評価値の絶対値が閾値Th1AFより大きいエリアの
数が閾値Th2AF以下の場合には、他の指標値についての判定処理がスキップされる(#63;
NO)。一方、ＡＦ評価値の絶対値が閾値Th1AFより大きいエリアの数が閾値Th2AFよりも大
きい、すなわちＡＦ評価値に基づけば障害物が含まれていると判定された場合には、ＡＷ
Ｂ色情報についての判定処理が第１０の実施形態のステップ#34から#36と同様に行われる
(#64から#66)。そして、ステップ#67において、ＡＷＢ色情報に基づく色距離が閾値Th1AW
Bより大きいエリアの数が閾値Th2AWB以下の場合には、ステップ#68の警告メッセージの生
成・表示処理がスキップされる(#67;NO)。一方、ＡＷＢ色情報に基づく色距離が閾値Th1A
WBより大きいエリアの数が閾値Th2AWBよりも大きい、すなわちＡＷＢ色情報に基づけば障
害物が含まれていると判定された場合には(#67;YES)、測光値、ＡＦ評価値、色情報のす
べてに基づいて障害物が含まれると判定されたことになるので、警告メッセージの出力を
要求する信号ＡＬＭが出力され、上記各実施形態と同様に、警告情報生成部３８がこの信
号ＡＬＭに応じて警告メッセージＭＳＧを生成する(#68)。以降のステップ#69から#71は
、第１０の実施形態のステップ#39から#41と同様である。
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【０１４４】
 
以上のように、本発明の第１１の実施形態によれば、各指標値のすべてに基づいて障害物
が含まれていると判定された場合のみ、その判定を有効とすることができる。これにより
、障害物が含まれていないにもかかわらず、障害物が含まれていると判定されてしまう誤
判定は軽減される。
【０１４５】
 
なお、第１１の実施形態をさらに変更し、３つの指標値のうちの２以上の指標値に基づい
て障害物が含まれていると判定された場合のみ、その判定を有効とするようにしてもよい
。具体的には、例えば、図４０Ａ，図４０Ｂのステップ#58, #63, #67において、各ステ
ップでの判定結果を表すフラグを設定するようにしておき、ステップ#67の後で、各フラ
グのうち２以上で、障害物が含まれていることを表す値となっている場合に、ステップ#6
8の警告メッセージの生成・表示を行うようにすればよい。
【０１４６】
 
また、上記第１０、第１１の実施形態において、３つの指標値のうちの２つのみを用いる
ように構成してもよい。
【０１４７】
 
上記の各実施形態はあくまでも例示であり、上記のすべての説明が本発明の技術的範囲を
限定的に解釈するために利用されるべきものではない。また、上記の実施形態における多
眼撮像装置の構成、処理フロー、モジュール構成、ユーザインターフェースや具体的処理
内容等に対して、本発明の趣旨から逸脱しない範囲で様々な改変を行ったものも、本発明
の技術的範囲に含まれる。
【０１４８】
 
例えば、上記各実施形態では、レリーズボタンの半押し後のタイミングで上記判定を行っ
ているが、例えば、全押し後のタイミングで上記判定を行うようにしてもよい。この場合
でも、本撮像後すぐに、障害物が含まれる失敗写真である旨が撮像者に通知されるので、
再撮像により、失敗写真を減らすことが十分に可能である。
【０１４９】
 
また、上記各実施形態では、撮像部が２つの複眼カメラを例としてきたが、３つ以上の撮
像部を有する複眼カメラに対しても、本発明は適用可能である。ここで、撮像部の数をＮ
とすると、各撮像光学系の少なくとも１つに障害物がかかっていると判定するためには、

NＣ2通りの撮像部の組合せについて、上記判定を、順次繰り返し、または、並列的に行え
ばよい。
【０１５０】
 
また、上記各実施形態において、障害物判定部３７に視差調整部をさらに設け、視差調整
後の各撮像領域に対して、指標値取得部３７Ａ以降の処理を行うようにしてもよい。具体
的には、視差調整部は、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２から公知の手法で主要被写体（
例えば、人物の顔）を検出し、両画像間での視差（主要被写体の位置の差）が０となるよ
うな視差調整量を求め（詳細は、特開2010-278878号公報、特開2010-288253号公報等参照
）、その視差調整量の分だけ、少なくとも一方の撮像領域の座標系を変換（例えば平行移
動）する。これにより、エリア別差分値算出部３７Ｂまたはエリア別色距離算出部３７Ｇ
の出力値は、各画像中の被写体の視差の影響が軽減されたものとなるため、判定部３７Ｅ
による障害物の判定精度が高くなる。
【０１５１】
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また、上記複眼カメラが近距離の被写体の撮影に適した撮影条件であるマクロ（近接）撮
影モードを有するものであれば、マクロ撮影モードに設定されている場合は、近接する被
写体を撮像することが前提のため、被写体自体が上記障害物でないにもかかわらず、障害
物と誤って判定されるおそれがある。そこで、上記の障害物判定処理に先立って、撮影モ
ードの情報を取得し、撮影モードがマクロ撮影モードに設定されている場合には、上記障
害物判定処理、すわなち、上記指標値の取得および／または障害物の判定の処理対象外と
するようにしてもよい。もしくは、上記障害物判定処理は行うが、障害物が含まれている
と判定された場合には、その旨の通知を行わないようにすることも考えられる。
【０１５２】
 
あるいは、マクロ撮影モードに設定されていない場合であっても、撮像部２１Ａ，２１Ｂ
から被写体までの距離（被写体距離）が所定の閾値よりも短い場合には、上記障害物判定
処理を行わないようにしたり、障害物判定処理は行うが、障害物が含まれていると判定さ
れた場合には、その旨の通知を行わないようにしたりしてもよい。ここで、被写体距離の
算出の際には、撮像部２１Ａ，２１Ｂのフォーカスレンズの位置やＡＦ評価値を用いても
よいし、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２に対して公知のステレオマッチングを行い、三
角測量法を用いてもよい。
【０１５３】
 
また、上記各実施形態では、第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２を立体視表示した場合、一
方の画像中には障害物が存在するが、他方の画像には障害物が存在しないため、立体視表
示された画像中では、障害物がどこに存在するのか気づきにくくなってしまう。そこで、
障害物判定部３７によって障害物が含まれていると判定された場合、第１および第２の画
像Ｇ１，Ｇ２のうち、障害物が含まれていない方の画像に対して、その障害物が含まれて
いる領域に対応する領域を、障害物が含まれているかのように加工するようにしてもよい
。具体的には、まず、指標値を用いて、各画像中の、障害物が含まれている領域（障害物
領域）またはその障害物領域に対応する領域（障害物対応領域）を特定する。障害物領域
は、指標値の差分の絶対値が上記所定の閾値よりも大きい領域である。次に、第１および
第２の画像Ｇ１，Ｇ２のうちの障害物が含まれる方の画像を特定する。実際に障害物が含
まれている画像は、指標値が測光値や輝度値の場合には障害物領域が暗い方の画像、指標
値がＡＦ評価値の場合には、障害物領域のコントラストが低い方の画像、指標値が色情報
の場合には、障害物領域の色が黒に近い方の画像として特定することができる。そして、
第１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２のうちの実際に障害物が含まれていない方の画像中の障
害物対応領域を、実際に障害物が含まれている方の画像中の障害物領域の画素値に変更す
る処理を行う。これにより、障害物対応領域を、障害物領域と同様の暗さ、コントラスト
、色の状態、すなわち、障害物が含まれている状態にすることができる。この処理後に第
１および第２の画像Ｇ１，Ｇ２をスルー画等で立体視表示することにより、障害物の存在
が視認しやすくなる。なお、上記画素値の変更処理において、暗さ、コントラスト、色の
すべての要素を変更せず、一部の要素のみを変更するようにしてもよい。
【０１５４】
 
また、上記各実施形態の障害物判定部３７や警告情報生成部３８を、複数の視差画像の画
像ファイル、例えば、上記各実施形態の第１の画像Ｇ１および第２の画像Ｇ２の画像ファ
イル（図５参照）を入力として、入力された画像から立体視用画像ＧＲを生成して立体視
表示を行うデジタルフォトフレーム等の立体表示装置や、立体視用のプリントを行うデジ
タルフォトプリンタに実装してもよい。この場合、上記実施形態における各エリアでの測
光値やＡＦ評価値、ＡＷＢの色情報等は、画像ファイルの付帯情報として記録されるよう
にしておき、この記録された情報を用いるようにすればよい。また、上記マクロ撮影モー
ドの問題についても、撮像装置において、マクロ撮影モードの場合には障害物判定処理を
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行わないようにする制御が行われている場合、障害物判定処理対象外と判定された旨を、
各撮像画像の付帯情報として記録しておくようにしてもよい。この場合、上記障害物判定
部３７が設けられた装置において、障害物判定処理対象外と判定された旨を表す付帯情報
の有無を判断し、この付帯情報がある場合には、障害物判定処理を行わないようにしても
よい。あるいは、撮影モードが付帯情報として記録されていれば、撮影モードがマクロ撮
影モードの場合には障害物判定処理を行わないようにしてもよい。
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