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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオードをストロボ光源に用いたストロボ装置と、ストロボ撮影された画像のホ
ワイトバランスを補正するための補正情報が記憶された記憶手段と、前記記憶手段に記憶
された補正情報に基づいてストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正するホワイ
トバランス補正手段と、を備えたデジタルカメラにおいて、
　前記記憶手段に記憶された補正情報を修正するための修正情報が記憶された修正情報記
憶手段であって、前記記憶手段に記憶された補正情報が、前記ストロボ装置から実際に照
射される光の色温度の検出結果に基づいて設定された補正情報と一致するために必要な修
正情報が記憶された修正情報記憶手段と、
　前記修正情報記憶手段に記憶された修正情報に基づいて前記記憶手段に記憶された補正
情報を修正する修正手段と、
　を備え、前記ホワイトバランス補正手段は、前記修正手段で修正された補正情報に基づ
いてストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正することを特徴とするデジタルカ
メラ。
【請求項２】
　発光ダイオードをストロボ光源に用いたストロボ装置と、ストロボ撮影された画像のホ
ワイトバランスを補正するための補正情報が記憶された記憶手段と、前記記憶手段に記憶
された補正情報に基づいてストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正するホワイ
トバランス補正手段と、を備えたデジタルカメラにおいて、
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　前記発光ダイオードの周囲温度を検出する温度検出手段と、
　前記記憶手段に記憶された補正情報を修正するための修正情報が記憶された修正情報記
憶手段であって、前記発光ダイオードの周囲温度の変化に基づく前記補正情報の修正情報
が記憶された修正情報記憶手段と、
　前記温度検出手段の検出結果と、前記修正情報記憶手段に記憶された修正情報とに基づ
いて前記記憶手段に記憶された補正情報を修正する修正手段と、
　を備え、前記ホワイトバランス補正手段は、前記修正手段で修正された補正情報に基づ
いてストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正することを特徴とするデジタルカ
メラ。
【請求項３】
　発光ダイオードをストロボ光源に用いたストロボ装置と、ストロボ撮影された画像のホ
ワイトバランスを補正するための補正情報が記憶された記憶手段と、前記記憶手段に記憶
された補正情報に基づいてストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正するホワイ
トバランス補正手段と、を備えたデジタルカメラにおいて、
　前記発光ダイオードに流れる電流値を検出する電流検出手段と、
　前記記憶手段に記憶された補正情報を修正するための修正情報が記憶された修正情報記
憶手段であって、前記発光ダイオードに流れる電流値の変化に基づく前記補正情報の修正
情報が記憶された修正情報記憶手段と、
　前記電流検出手段の検出結果と、前記修正情報記憶手段に記憶された修正情報とに基づ
いて前記記憶手段に記憶された補正情報を修正する修正手段と、
　を備え、前記ホワイトバランス補正手段は、前記修正手段で修正された補正情報に基づ
いてストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正することを特徴とするデジタルカ
メラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はデジタルカメラに係り、特に発光ダイオード（ＬＥＤ）をストロボ光源に用いた
ストロボ装置を備えたデジタルカメラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般にカメラのストロボ装置は、光源にキセノン管を用いて構成されている。しかし、光
源にキセノン管を用いたストロボ装置は、数ミリ秒程度の瞬間光しか発光できないため、
スローシャッタでのストロボ撮影ができないという欠点があった。また、キセノン管は昼
光色に近い分光特性をもっているため、朝方や夕方に逆光補正を目的としたストロボ撮影
を行うと、不自然な色合いの写真となるという欠点があった。そこで、このようなキセノ
ン管を光源としたストロボ装置の欠点を解消すべく、光源にＬＥＤを用いたストロボ装置
が提案されている（たとえば、特許文献１）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２－１１６４８１号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ＬＥＤは個々の製品間で放出する光の色温度にバラツキがあるため、デジ
タルカメラのストロボ光源に使用した場合、個々の製品間でホワイトバランスの補正結果
にバラツキが生じるという欠点がある。
【０００５】
また、ＬＥＤは周囲温度や印加電流によって放出する光の色温度が変化し、そのときの周
囲温度や印加電流によってホワイトバランスの補正結果にバラツキが生じるという欠点も
ある。
【０００６】
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本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、ＬＥＤをストロボ光源としたストロ
ボ撮影時に安定した色合いの画像が得られるデジタルカメラを提供することを目的とする
。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係る発明は、前記目的を達成するために、発光ダイオードをストロボ光源に
用いたストロボ装置と、ストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正するための補
正情報が記憶された記憶手段と、前記記憶手段に記憶された補正情報に基づいてストロボ
撮影された画像のホワイトバランスを補正するホワイトバランス補正手段と、を備えたデ
ジタルカメラにおいて、前記記憶手段に記憶された補正情報を修正するための修正情報が
記憶された修正情報記憶手段であって、前記記憶手段に記憶された補正情報が、前記スト
ロボ装置から実際に照射される光の色温度の検出結果に基づいて設定された補正情報と一
致するために必要な修正情報が記憶された修正情報記憶手段と、前記修正情報記憶手段に
記憶された修正情報に基づいて前記記憶手段に記憶された補正情報を修正する修正手段と
、を備え、前記ホワイトバランス補正手段は、前記修正手段で修正された補正情報に基づ
いてストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正することを特徴とするデジタルカ
メラを提供する。
【００１０】
本発明によれば、ストロボ装置から実際に照射される光の色温度の検出結果に基づいて設
定されたホワイトバランスの補正情報と一致するように記憶手段に記憶されたホワイトバ
ランスの補正情報が修正され、この修正された補正情報に基づいてストロボ撮影された画
像のホワイトバランスが補正される。これにより、個々のカメラ間でストロボ装置から照
射される光の色温度にバラツキがある場合であっても同じ色合いの画像が得られる。
【００１１】
　また、請求項２に係る発明は、前記目的を達成するために、発光ダイオードをストロボ
光源に用いたストロボ装置と、ストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正するた
めの補正情報が記憶された記憶手段と、前記記憶手段に記憶された補正情報に基づいてス
トロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正するホワイトバランス補正手段と、を備
えたデジタルカメラにおいて、前記発光ダイオードの周囲温度を検出する温度検出手段と
、前記記憶手段に記憶された補正情報を修正するための修正情報が記憶された修正情報記
憶手段であって、前記発光ダイオードの周囲温度の変化に基づく前記補正情報の修正情報
が記憶された修正情報記憶手段と、前記温度検出手段の検出結果と、前記修正情報記憶手
段に記憶された修正情報とに基づいて前記記憶手段に記憶された補正情報を修正する修正
手段と、を備え、前記ホワイトバランス補正手段は、前記修正手段で修正された補正情報
に基づいてストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正することを特徴とするデジ
タルカメラを提供する。
【００１２】
本発明によれば、発光ダイオードの周囲温度の変化に応じて記憶手段に記憶されたホワイ
トバランスの補正情報が修正され、この修正された補正情報に基づいてストロボ撮影され
た画像のホワイトバランスが補正される。これにより、発光ダイオードの周囲温度が変化
して、ストロボ装置から照射される光の色温度が変化した場合であっても常に同じ色合い
の画像が得られる。
【００１３】
　また、請求項３に係る発明は、前記目的を達成するために、発光ダイオードをストロボ
光源に用いたストロボ装置と、ストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正するた
めの補正情報が記憶された記憶手段と、前記記憶手段に記憶された補正情報に基づいてス
トロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正するホワイトバランス補正手段と、を備
えたデジタルカメラにおいて、前記発光ダイオードに流れる電流値を検出する電流検出手
段と、前記記憶手段に記憶された補正情報を修正するための修正情報が記憶された修正情
報記憶手段であって、前記発光ダイオードに流れる電流値の変化に基づく前記補正情報の
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修正情報が記憶された修正情報記憶手段と、前記電流検出手段の検出結果と、前記修正情
報記憶手段に記憶された修正情報とに基づいて前記記憶手段に記憶された補正情報を修正
する修正手段と、を備え、前記ホワイトバランス補正手段は、前記修正手段で修正された
補正情報に基づいてストロボ撮影された画像のホワイトバランスを補正することを特徴と
するデジタルカメラを提供する。
【００１４】
本発明によれば、発光ダイオードに流れる電流変化に応じて記憶手段に記憶されたホワイ
トバランスの補正情報が修正され、この修正された補正情報に基づいてストロボ撮影され
た画像のホワイトバランスが補正される。これにより、発光ダイオードに流れる電流が変
化して、ストロボ装置から照射される光の色温度が変化した場合であっても常に同じ色合
いの画像が得られる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に従って本発明に係るデジタルカメラの好ましい実施の形態について詳説
する。
【００１６】
図１は本発明に係るデジタルカメラ１０の一実施形態を示す正面斜視図である。同図に示
すように、カメラボディ１２の正面には、撮影レンズ１４、ファインダ窓１６、ストロボ
装置１８、ストロボ調光窓２０等が設けられており、上面にはレリーズボタン２２、電源
スイッチ２４等が設けられている。また、図示しないカメラボディ１２の背面には、ファ
インダ接眼部や液晶モニタ、各種操作ボタン類（たとえば、ズームキーやモードボタン、
メニューボタン、十字ボタン）などが設けられている。
【００１７】
図２は、図１に示すデジタルカメラ１０に組み込まれたストロボ装置１８の発光部の構成
を示す断面図である。同図に示すように、ストロボ装置１８の発光部は、光源としての発
光ダイオード（ＬＥＤ）２６と、ＬＥＤ２６から放出された光を前方に向けて反射するリ
フレクタ２８と、ＬＥＤ２６から放出された光を拡散する拡散板３０とで構成されている
。
【００１８】
ＬＥＤ２６は、回路基板３２に実装されており、高輝度で白色発光する。リフレクタ２８
は、このＬＥＤ２６を囲むようにして回路基板３２に取り付けられている。また、拡散板
３０は、リフレクタ２８内に一体的に取り付けられており、ＬＥＤ２６から放出される指
向性の高い光を拡散する。
【００１９】
図３はデジタルカメラ１０の内部構成を示すブロック図である。同図に示すように、撮影
レンズ１４と絞り１５を含むレンズユニット３４の後方には、固体撮像素子（ＣＣＤ）３
６が配置されている。ＣＣＤ３６の受光面には、多数のフォトセンサが二次元配列されて
おり、撮影レンズ１４及び絞り１５を介してＣＣＤ３６の受光面に結像された被写体像は
、各フォトセンサによって入射光量に応じた量の信号電荷に変換される。そして、各フォ
トセンサに蓄積された信号電荷は、ＣＣＤ駆動回路３８から加えられるリードゲートパル
スによってシフトレジスタに読み出され、レジスタ転送パルスによって信号電荷に応じた
電圧信号として順次読み出される。
【００２０】
なお、このＣＣＤ３６は、蓄積した信号電荷をシャッタゲートパルスによって掃き出すこ
とができ、これにより電荷の蓄積時間（シャッタスピード）を制御することができる（い
わゆる、電子シャッタ機能）。
【００２１】
ＣＣＤ３６から順次読み出された電圧信号は、相関二重サンプリング回路（ＣＤＳ回路）
４０に加えられ、ここで各画素ごとのＲ、Ｇ、Ｂ信号がサンプリングホールドされ、Ａ／
Ｄ変換器４２に加えられる。Ａ／Ｄ変換器４２は、ＣＤＳ回路４０から順次加えられるア
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ナログのＲ、Ｇ、Ｂ信号をデジタルのＲ、Ｇ、Ｂ信号に変換して出力する。
【００２２】
なお、ＣＣＤ駆動回路３８、ＣＤＳ回路４０及びＡ／Ｄ変換器４２は、タイミング発生回
路（ＴＧ）４４から加えられるタイミング信号によって同期して駆動されている。
【００２３】
Ａ／Ｄ変換器４２から出力されたデジタルのＲ、Ｇ、Ｂ信号は、一旦メモリ４６に格納さ
れ、その後、デジタル信号処理回路４８に加えられる。
【００２４】
デジタル信号処理回路４８は、同時化回路５０、ホワイトバランス補正回路５２、ガンマ
補正回路５４、ＹＣ信号作成回路５６及びメモリ５８等から構成されている。
【００２５】
同時化回路５０は、メモリ４６から読み出された点順次のＲ、Ｇ、Ｂ信号を同時式に変換
し、Ｒ、Ｇ、Ｂ信号を同時にホワイトバランス補正回路５２に出力する。
【００２６】
ホワイトバランス補正回路５２は、Ｒ、Ｇ、Ｂ信号のデジタル値をそれぞれ増減するため
の乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂを備えており、同時化回路５０から入力されたＲ、Ｇ、
Ｂ信号は、それぞれ乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに加えられる。また、乗算器５２Ｒ、
５２Ｇ、５２Ｂの他の入力には、中央処理装置（ＣＰＵ）６０からホワイトバランス制御
のためのホワイトバランス補正値（ゲイン値）Ｗ（ＷR 、ＷG 、ＷB ）が加えられる。乗
算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂは、それぞれ２入力を乗算し、乗算によってホワイトバラン
ス補正されたＲ’、Ｇ’、Ｂ’信号をガンマ補正回路５４に出力する。
【００２７】
なお、ＣＰＵ６０からホワイトバランス補正回路５２に加えられるホワイトバランス補正
値Ｗの詳細については後述する。
【００２８】
ガンマ補正回路５４は、ホワイトバランス補正されたＲ’、Ｇ’、Ｂ’信号が所望のガン
マ特性となるように入出力特性を変更し、ＹＣ信号作成回路５６に出力する。
【００２９】
ＹＣ信号作成回路５６は、ガンマ補正されたＲ、Ｇ、Ｂ信号から輝度信号Ｙとクロマ信号
Ｃｒ、Ｃｂとを作成する。これらの輝度信号Ｙとクロマ信号Ｃｒ、Ｃｂ（ＹＣ信号）は、
メモリ４６と同じメモリ空間のメモリ５８に格納される。
【００３０】
ここで、メモリ５８内のＹＣ信号を読み出し、液晶モニタ６２に出力することによりスル
ー画像や撮影された静止画等をカメラボディ１２の背面に設けられた液晶モニタ６２に表
示させることができる。
【００３１】
また、撮影後のＹＣ信号は、圧縮／伸長回路６４によって所定のフォーマットに圧縮され
たのち、記録部６６にてメモリカードなどの記録メディアに記録される。
【００３２】
さらに、再生モード時にはメモリカードなどに記録されている画像データが圧縮／伸長回
路６４にて伸長されたのち、液晶モニタ６２に出力され、液晶モニタ６２に再生画像が表
示される。
【００３３】
ＣＰＵ６０は、レリーズボタン２２や電源スイッチ２４などを含むカメラ操作部６８から
の入力に基づいて各回路を統括、制御するとともに、オートフォーカス制御、自動露出制
御、ホワイトバランス制御等を行う。
【００３４】
オートフォーカス制御は、たとえばコントラストＡＦ方式で行なわれ、特定のフォーカス
エリア内のＧ信号の高周波成分が最大になるように、撮影レンズ１４の移動を制御するこ
とにより行なわれる。ＣＰＵ６０は、特定のフォーカスエリア内のＧ信号の高周波成分が
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最大になるようにレンズ駆動部１４Ａを介して撮影レンズ１４の移動を制御する。
【００３５】
自動露出制御は、Ｒ、Ｇ、Ｂ信号を積算した積算値から被写体輝度（撮影ＥＶ値）を求め
、求めた撮影ＥＶ値に基づいて絞りとシャッタスピードを制御することにより行なわれる
。ＣＰＵ６０は、撮影ＥＶ値に基づいて絞り値とシャッタスピードを決定し、決定した絞
り値となるように絞り駆動部１５Ａを介して絞り１５を制御するとともに、決定したシャ
ッタスピードとなるようにＣＣＤ駆動回路３８を介して電荷蓄積時間を制御する。
【００３６】
また、ＣＰＵ６０は、撮影ＥＶ値に基づいてストロボ撮影の要否を判定し、ストロボ撮影
が必要な場合は、ストロボ発光回路１８Ａを介してストロボ装置１８からストロボ光を発
光させる。
【００３７】
ホワイトバランス制御は、光源種（被写界の色温度）を求め、求めた光源種に適したホワ
イトバランス補正値Ｗ（ＷR 、ＷG 、ＷB ）を決定し、その決定したホワイトバランス補
正値Ｗをホワイトバランス補正回路５２の乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに出力すること
により行なわれる（通常撮影時）。
【００３８】
ここで、光源種（被写界の色温度）は、次のようにして求められる。まず、メモリ４６に
一時格納されたＲ、Ｇ、Ｂ信号から、１画面を複数のエリア（たとえば、８×８）に分割
し、各分割エリアごとにＲ、Ｇ、Ｂ信号の色別の平均積算値を求める。この各分割エリア
ごとのＲ、Ｇ、Ｂ信号の平均積算値は、積算回路７０によって算出され、ＣＰＵ６０に加
えられる。積算回路７０とＣＰＵ６０との間には乗算器７２Ｒ、７２Ｇ、７２Ｂが設けら
れており、乗算器７２Ｒ、７２Ｇ、７２Ｂには、機器のバラツキを調整するための調整ゲ
イン値が加えられる。ＣＰＵ６０は、乗算器７２Ｒ、７２Ｇ、７２Ｂを介して積算回路７
０から加えられた各分割エリアごとのＲ、Ｇ、Ｂ信号の平均積算値に基づいてデーライト
（晴れ）、日陰－曇り、蛍光灯、タングステン電球等の光源種の判別を行う。
【００３９】
この光源種の判別は、分割エリアごとにＲ、Ｇ、Ｂ信号の色別の平均積算値の比Ｒ／Ｇ、
Ｂ／Ｇを求め、続いて横軸をＲ／Ｇ、縦軸をＢ／Ｇとするグラフ上で、各光源種に対応す
る色分布の範囲を示す検出枠を設定する。そして、求めた各エリアごとの比Ｒ／Ｇ、Ｂ／
Ｇに基づいて検出枠に入るエリアの個数を求め、被写体の輝度レベル及び検出枠に入るエ
リアの個数に基づいて光源種を判別する（特開2000-224608 参照) 。
【００４０】
なお、ＣＣＤ３６から得られたＲ、Ｇ、Ｂ信号に基づいて自動的に光源種（被写界の色温
度）を求める方法は、この実施の形態に限定されない。
【００４１】
ＣＰＵ６０は、上記のようにして光源種（被写界の色温度）を求めると、その光源種に適
したホワイトバランス補正値Ｗ（ＷR 、ＷG 、ＷB ）を決定し、その決定したホワイトバ
ランス補正値Ｗをホワイトバランス補正回路５２の乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに出力
する。これにより、乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂからはホワイトバランス補正されたＲ
’、Ｇ’、Ｂ’信号がガンマ補正回路１３２に出力される。
【００４２】
ここで、ホワイトバランス補正値Ｗ（ＷR 、ＷG 、ＷB ）は、ＲＯＭ７４に記録されたテ
ーブルを参照して決定される。このテーブルは、光源種（被写界の色温度）ごとにホワイ
トバランス補正値Ｗが対応付けられて作成されており、光源種（被写界の色温度）が求め
られると、その光源種に対応するホワイトバランス補正値Ｗが一意に決定される。なお、
ＲＯＭ７４には、この光源種とホワイトバランス補正値との関係を示すテーブルのほか、
カメラの動作プログラムや各種のデータが記録されている。
【００４３】
以上のようにストロボ装置１８を用いない通常撮影では、撮影に際して光源種を求め、求
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めた光源種に適したホワイトバランス補正値Ｗ（ＷR 、ＷG 、ＷB ）をテーブルに基づい
て決定し、決定したホワイトバランス補正値Ｗをホワイトバランス補正回路５２の乗算器
５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに出力してホワイトバランス補正を行なう。
【００４４】
一方、ストロボ装置１８を用いたストロボ撮影の場合には、光源種の測定は行なわず、ス
トロボ光の色温度に応じたホワイトバランス補正値Ｗ0 （Ｗ0R、Ｗ0G、Ｗ0B）を用いてホ
ワイトバランス補正を行う。すなわち、ストロボ撮影する場合、ＣＰＵ６０はストロボ撮
影用のホワイトバランス補正値（ストロボ光の色温度に適したホワイトバランス補正値）
Ｗ0 （Ｗ0R、Ｗ0G、Ｗ0B）をＲＯＭ７４から読み出し、ホワイトバランス補正回路５２の
乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに出力する。
【００４５】
ここで、ＲＯＭ７４には、基準となる色温度Ｔ0 のストロボ光を発光した場合のホワイト
バランス補正値Ｗ0 （Ｗ0R、Ｗ0G、Ｗ0B）が、ストロボ撮影用のホワイトバランス補正値
として記録されている。したがって、この基準となる色温度Ｔ0 と同じ色温度のストロボ
光をストロボ装置１８から発光させて撮影すれば、カラーバランスのとれた画像が得られ
る。
【００４６】
しかしながら、ストロボ装置１８の光源であるＬＥＤは、素子ごとに放出する光の色温度
にバラツキがあり、必ずしも基準となる色温度と同じ色温度の光を放出するとは限らない
。
【００４７】
そこで、本実施の形態のデジタルカメラでは、実際にストロボ装置１８から発光する光の
色温度Ｔ1 を測定し、その色温度Ｔ1 に適したホワイトバランス補正値Ｗ1 （Ｗ1R、Ｗ1G

、Ｗ1B）を用いてストロボ撮影時のホワイトバランス補正を行なうようにする。具体的に
は、次のようにして、ストロボ撮影時のホワイトバランス補正を行う。
【００４８】
まず、実際にストロボ装置１８から発光される光の色温度Ｔ1 を測定する。そして、その
色温度Ｔ1 の光に適したホワイトバランス補正値Ｗ1 （Ｗ1R、Ｗ1G、Ｗ1B）を求める。求
めた実際のホワイトバランス補正値Ｗ1 （Ｗ1R、Ｗ1G、Ｗ1B）と、ＲＯＭ７４に記録され
た基準となるホワイトバランス補正値Ｗ0 （Ｗ0R、Ｗ0G、Ｗ0B）との差分ΔＷ（ΔＷ＝Ｗ

0 －Ｗ1 ）を求め、これを修正値としてＥＥＰＲＯＭ７６に記録する。すなわち、ＲＯＭ
７４に記録された基準となるホワイトバランス補正値Ｗ0 を実際にストロボ装置１８から
発光されるストロボ光の色温度Ｔ1 に適したホワイトバランス補正値Ｗ1 （Ｗ1R、Ｗ1G、
Ｗ1B）に修正するための修正値ΔＷ（ΔＷR 、ΔＷG 、ΔＷB ）を求め、これをＥＥＰＲ
ＯＭ７６に記録しておく（ΔＷR ＝Ｗ0R－Ｗ1R、ΔＷG ＝Ｗ0G－Ｗ1G、ΔＷB ＝Ｗ0B－Ｗ

1B）。
【００４９】
ＣＰＵ６０は、ストロボ撮影時、ストロボ撮影用の基準となるホワイトバランス補正値Ｗ

0 （Ｗ0R、Ｗ0G、Ｗ0B）をＲＯＭ７４から読み出すとともに、ＥＥＰＲＯＭ７６から修正
値ΔＷ（ΔＷR 、ΔＷG 、ΔＷB ）を読み出す。そして、修正値ΔＷ（ΔＷR 、ΔＷG 、
ΔＷB ）を用いて基準となるホワイトバランス補正値Ｗ0 （Ｗ0R、Ｗ0G、Ｗ0B）を実際の
ストロボ光の色温度Ｔ1 に適したホワイトバランス補正値Ｗ1 （Ｗ1R、Ｗ1G、Ｗ1B）に修
正し、これをホワイトバランス補正回路５２の乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに出力する
。
【００５０】
これにより、放出する光の色温度にバラツキのあるＬＥＤをストロボ光源に用いた場合で
あっても、カメラごとにカラーバランスのバラツキを生じさせることなく、どのカメラで
も同じ色合いの画像を得ることができる。
【００５１】
なお、実際のストロボ光の色温度Ｔ1 については、デジタルカメラ１０の製造後、色温度
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測定器にて測定する。すなわち、実際にストロボ装置１８からストロボ光を発光させ、そ
の光の色温度を色温度測定器で測定する。そして、測定された光の色温度Ｔ1 に適したホ
ワイトバランス補正値Ｗ1 を求め、ＲＯＭ７４に記録されたストロボ撮影用の基準となる
ホワイトバランス補正値Ｗ0 との差分ΔＷを演算して、修正値を取得する。
【００５２】
取得した修正値ΔＷについては、たとえばデジタルカメラ１０に備えられた通信機能（た
とえば、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４など）を利用してＥＥＰＲＯＭ７６に書き込む。すな
わち、たとえばデジタルカメラ１０とパーソナルコンピュータをＵＳＢケーブルにて接続
し、パーソナルコンピュータ側からデジタルカメラ側に修正値のデータを送信し、その送
信された修正値のデータをＥＥＰＲＯＭ７６に書き込む。
【００５３】
また、画像記録用の記録メディアを利用して修正値のデータを取得してもよい。すなわち
、修正値のデータを記録した記録メディアをデジタルカメラ１０に装填し、その記録メデ
ィアから修正値のデータを取得して、ＥＥＰＲＯＭ７６に書き込むようにしてもよい。
【００５４】
また、修正値のデータを記録する記録手段については、ＥＥＰＲＯＭに限らず、他の記録
手段を用いてもよい。
【００５５】
次に、本発明に係るデジタルカメラの第２の実施の形態について説明する。なお、装置の
基本構成は、上述した第１の実施の形態のデジタルカメラと同じなので、その説明は省略
する。
【００５６】
上述した第１の実施の形態のデジタルカメラでは、ＲＯＭ７４に記録されたホワイトバラ
ンス補正値Ｗ0 をＥＥＰＲＯＭ７６に記録された修正値ΔＷにて修正することにより、実
際のストロボ光の色温度に適したホワイトバランス補正値Ｗ1 を得ている。
【００５７】
本実施の形態のデジタルカメラ１０では、ＥＥＰＲＯＭ７６に実際のストロボ光の色温度
に適したホワイトバランス補正値Ｗ1 を記録しておき、このＥＥＰＲＯＭ７６に記録され
たホワイトバランス補正値Ｗ1 を利用してホワイトバランス補正を行なう。
【００５８】
ＥＥＰＲＯＭ７６へのホワイトバランス補正値Ｗ1 の記録方法は、上述した第１の実施の
形態のデジタルカメラ１０と同様にデジタルカメラに備えられた通信機能や記録メディア
を利用して記録する。
【００５９】
本実施の形態のデジタルカメラでは、ストロボ撮影時、ＣＰＵ６０は、ＥＥＰＲＯＭ７６
からホワイトバランス補正値Ｗ1 （Ｗ1R、Ｗ1G、Ｗ1B）を読み出し、これをホワイトバラ
ンス補正回路５２の乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに出力して、ホワイトバランス補正を
行なう。
【００６０】
これにより、上述した第１の実施の形態のデジタルカメラと同様に放出する光の色温度に
バラツキのあるＬＥＤをストロボ光源に用いた場合であっても、カメラごとにカラーバラ
ンスのバラツキを生じさせることなく、どのカメラであっても同じ色合いの画像を得るこ
とができる。
【００６１】
なお、ストロボ撮影時のホワイトバランス補正値とともに通常撮影時のホワイトバランス
補正値のテーブルもＥＥＰＲＯＭ７６に記録しておいてもよい。
【００６２】
図４は、本発明に係るデジタルカメラの第３の実施の形態の内部構成を示すブロック図で
ある。
【００６３】
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同図に示すように、本実施の形態のデジタルカメラ１００は、ストロボ装置１８にストロ
ボ光源であるＬＥＤの周辺温度を検出する温度センサ１０２を備えている点で上述した第
１の実施の形態のデジタルカメラ１０と相違している。なお、その他の構成は、上述した
第１の実施の形態のデジタルカメラ１０と同じなので、第１の実施の形態のデジタルカメ
ラ１０と同じ構成部材には、同じ符号を付して、その説明は省略する。
【００６４】
ストロボ光源であるＬＥＤは、周辺温度の変化に応じて放出する光の色温度が変化する。
図５は、ＬＥＤの周囲温度Ｔの変化に対する色温度の変化軌跡を示すｘｙ色度図である（
ＬＥＤに流れる電流（順電流）が２０ｍＡの時）。同図に示すように、ＬＥＤの周囲温度
が高温側から低温側に変化すると、それに伴いＬＥＤが放出する光の色温度も高温側から
低温側へと変化する。
【００６５】
したがって、ストロボ撮影された画像データに対して一定のホワイトバランス補正値でホ
ワイトバランス補正を行なうと、ＬＥＤの周囲温度が変化した場合に異なる色合いの画像
になるという問題がある。
【００６６】
そこで、本実施の形態のデジタルカメラ１００では、ＬＥＤの周囲温度の変化に応じてホ
ワイトバランス補正値を修正する。
【００６７】
図４に示すように、ストロボ装置１８には、光源であるＬＥＤの周囲温度を検出する温度
センサ１０２が備えられている。温度センサ１０２で検出されたＬＥＤの周囲温度は、Ａ
／Ｄ変換器１０４を介してＣＰＵ６０に入力される。
【００６８】
一方、ＥＥＰＲＯＭ７６には、ＬＥＤの周囲温度Ｔとホワイトバランス補正値ＷT （ＷTR

、ＷTG、ＷTB）との対応関係を示すテーブルが記録されており、このテーブルを参照する
ことにより、ＬＥＤの周囲温度Ｔに応じてホワイトバランス補正値ＷT （ＷTR、ＷTG、Ｗ

TB）が一意に定まるようにされている。
【００６９】
ＣＰＵ６０は、ストロボ撮影時、温度センサ１０２からＡ／Ｄ変換器１０４をＬＥＤの周
囲温度Ｔを取得し、その周囲温度Ｔに応じたホワイトバランス補正値ＷT （ＷTR、ＷTG、
ＷTB）をＥＥＰＲＯＭ７６に記録されたテーブルに基づいて決定する。そして、その決定
したホワイトバランス補正値ＷT （ＷTR、ＷTG、ＷTB）をホワイトバランス補正回路５２
の乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに出力し、撮影された画像データに対してホワイトバラ
ンス補正をかける。
【００７０】
これにより、ＬＥＤの周囲温度が変化してＬＥＤから放出される光の色温度が変化した場
合であっても、常に安定したカラーバランスの画像を得ることができる。
【００７１】
なお、本実施の形態では、ＬＥＤの周囲温度Ｔごとのホワイトバランス補正値ＷT （ＷTR

、ＷTG、ＷTB）がテーブルとしてＥＥＰＲＯＭ７６に記録されているが、基準となるホワ
イトバランス補正値、たとえばＬＥＤの周囲温度Ｔが２０℃の時のホワイトバランス補正
値Ｗ20（Ｗ20R 、Ｗ20G 、Ｗ20B ）をＲＯＭ７４に記録しておき、ＥＥＰＲＯＭ７６には
、ＬＥＤの周囲温度Ｔごと修正値ΔＷT （周囲温度Ｔごとの基準となるホワイトバランス
補正値Ｗ20の修正値）をテーブルとして記憶しておくようにしてもよい。
【００７２】
この場合、ＣＰＵ６０は、周囲温度Ｔに応じた修正値ΔＷT をＥＥＰＲＯＭ７６に記録さ
れたテーブルから取得し、基準となるホワイトバランス補正値Ｗ20を修正する。そして、
その修正したホワイトバランス補正値ＷT （ＷTR、ＷTG、ＷTB）をホワイトバランス補正
回路５２の乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに出力し、ホワイトバランス補正をかける。
【００７３】
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また、ＥＥＰＲＯＭ７６へのホワイトバランス補正値の記録方法は、上述した第１の実施
の形態のデジタルカメラ１０と同様にデジタルカメラに備えられた通信機能や記録メディ
アを利用して記録する。
【００７４】
なお、各周囲温度Ｔに応じたホワイトバランス補正値は、全てのデジタルカメラにおいて
画一的に設定してもよいが、上述した第１の実施の形態のようにＬＥＤは素子ごとに発光
する色温度にバラツキがあるので、実際にストロボ装置１８から発光される光の色温度に
基づいて設定することが好ましい。
【００７５】
図６は、本発明に係るデジタルカメラの第４の実施の形態の内部構成を示すブロック図で
ある。
【００７６】
同図に示すように、本実施の形態のデジタルカメラ１１０は、ストロボ装置１８にＬＥＤ
に流れる電流（順電流）を測定する電流計１１２を備えている点で上述した第１の実施の
形態のデジタルカメラ１０と相違している。なお、その他の構成は、上述した第１の実施
の形態のデジタルカメラ１０と同じなので、第１の実施の形態のデジタルカメラ１０と同
じ構成部材には、同じ符号を付して、その説明は省略する。
【００７７】
ストロボ光源であるＬＥＤは、ＬＥＤに流れる電流の変化に応じて放出する光の色温度が
変化する。図７は、ＬＥＤに流れる電流Ｉの変化に対する色温度の変化軌跡を示すｘｙ色
度図である（ＬＥＤの周囲温度が２０℃の時）。同図に示すように、ＬＥＤに流れる電流
Ｉが低くなるに従ってＬＥＤが放出する光の色温度も低温側へと移行する。
【００７８】
したがって、ストロボ撮影された画像データに対して一定のホワイトバランス補正値でホ
ワイトバランス補正を行なうと、ＬＥＤに流れる電流が変化した場合に異なる色合いの画
像になるという問題がある。
【００７９】
そこで、本実施の形態のデジタルカメラ１００では、ＬＥＤに流れる電流の変化に応じて
ホワイトバランス補正値を修正する。
【００８０】
図６に示すように、ストロボ装置１８には、光源であるＬＥＤに流れる電流を測定する電
流計１１２が備えられている。電流計１１２で測定された電流値は、Ａ／Ｄ変換器１１４
を介してＣＰＵ６０に入力される。
【００８１】
一方、ＥＥＰＲＯＭ７６には、ＬＥＤに流れる電流Ｉとホワイトバランス補正値ＷI （Ｗ

IR、ＷIG、ＷIB）との対応関係を示すテーブルが記録されており、このテーブルを参照す
ることにより、ＬＥＤに流れる電流Ｉに応じてホワイトバランス補正値ＷI （ＷIR、ＷIG

、ＷIB）が一意に定まるようにされている。
【００８２】
ＣＰＵ６０は、ストロボ撮影時、電流計１１２からＡ／Ｄ変換器１１４を介してＬＥＤに
流れる電流Ｉを取得し、その電流Ｉに応じたホワイトバランス補正値ＷI （ＷIR、ＷIG、
ＷIB）をＥＥＰＲＯＭ７６に記録されたテーブルに基づいて決定する。そして、その決定
したホワイトバランス補正値ＷI （ＷIR、ＷIG、ＷIB）をホワイトバランス補正回路５２
の乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに出力し、撮影された画像データに対してホワイトバラ
ンス補正をかける。
【００８３】
これにより、ＬＥＤに流れる電流が変化してＬＥＤから放出される光の色温度が変化した
場合であっても、常に安定したカラーバランスの画像を得ることができる。
【００８４】
なお、本実施の形態では、ＬＥＤに流れる電流ごとのホワイトバランス補正値ＷI （ＷIR
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、ＷIG、ＷIB）がテーブルとしてＥＥＰＲＯＭ７６に記録されているが、基準となるホワ
イトバランス補正値、たとえばＬＥＤに流れる電流Ｉが２０ｍＡの時のホワイトバランス
補正値Ｗ20（Ｗ20R 、Ｗ20G 、Ｗ20B ）をＲＯＭ７４に記録しておき、ＥＥＰＲＯＭ７６
には、ＬＥＤのに流れる電流Ｉごと修正値ΔＷI （ＬＥＤに流れる電流Ｉごとの基準とな
るホワイトバランス補正値Ｗ20の修正値）をテーブルとして記憶しておくようにしてもよ
い。
【００８５】
この場合、ＣＰＵ６０は、ＬＥＤに流れる電流Ｉに応じた修正値ΔＷI をＥＥＰＲＯＭ７
６に記録されたテーブルから取得し、基準となるホワイトバランス補正値Ｗ20を修正する
。そして、その修正したホワイトバランス補正値ＷI （ＷIR、ＷIG、ＷIB）をホワイトバ
ランス補正回路５２の乗算器５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに出力し、撮影された画像データに
対してホワイトバランス補正をかける。
【００８６】
また、ＥＥＰＲＯＭ７６へのホワイトバランス補正値の記録方法は、上述した第１の実施
の形態のデジタルカメラ１０と同様にデジタルカメラに備えられた通信機能や記録メディ
アを利用して記録する。
【００８７】
なお、電流値Ｉごとのホワイトバランス補正値は、全てのデジタルカメラにおいて画一的
に設定してもよいが、上述した第１の実施の形態のようにＬＥＤは素子ごとに発光する色
温度にバラツキがあるので、実際にストロボ装置１８から発光される光の色温度に基づい
て設定することが好ましい。
【００８８】
以上説明したように、本発明に係るデジタルカメラによれば、素子ごとに放出する色温度
にバラツキのあるＬＥＤをストロボ光源に用いた場合であっても、カメラごとにカラーバ
ランスのバラツキを生じさせることなく、どのカメラであっても同じ色合いの画像を得る
ことができる。
【００８９】
また、周囲温度が変化したり、ＬＥＤに流れる電流が変化して放出する光の色温度が変化
した場合であっても、常に一定のカラーバランスに保つことができ、安定した画像を得る
ことができる。
【００９０】
なお、上述した一連の実施の形態では、白色発光するＬＥＤをストロボ光源に用いた場合
を例に説明したが、赤色発光するＬＥＤと、緑色発光するＬＥＤと、青色発光するＬＥＤ
の３つのＬＥＤをストロボ光源に用いたストロボ装置についても同様に本発明を適用する
ことができる。
【００９１】
また、上述した実施の形態では、ホワイトバランス処理をデジタル信号処理回路４８内で
行うようにしているが、ＣＤＳ回路及び図示しないゲインコントロールアンプ等を含むア
ナログ信号処理回路内で行うようにしてもよい。
【００９２】
また、ホワイトバランス補正は、色差信号Ｃr 、Ｃb にある値を加算又は減算させること
によって行う方法もある。
【００９３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、実際にストロボ装置から発光される光の色温度に
基づいてホワイトバランス補正を行なうようにしているので、ＬＥＤをストロボ光源に用
いた場合であっても、常に安定した色合いの画像を得ることができる。
【００９４】
また、周囲温度が変化、あるいはＬＥＤに流れる電流の変化に応じてホワイトバランス補
正を行なっているので、常に安定した色合いの画像を得ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るデジタルカメラの一実施形態を示す正面斜視図
【図２】ストロボ装置の発光部の構成を示す断面図
【図３】デジタルカメラの内部構成を示すブロック図
【図４】第３の実施の形態のデジタルカメラの内部構成を示すブロック図
【図５】ＬＥＤの周囲温度Ｔの変化に対する色温度の変化軌跡を示すｘｙ色度図
【図６】第４の実施の形態のデジタルカメラの内部構成を示すブロック図
【図７】ＬＥＤに流れる電流Ｉの変化に対する色温度の変化軌跡を示すｘｙ色度図
【符号の説明】
１０…デジタルカメラ、１２…カメラボディ、１４…撮影レンズ、１４Ａ…レンズ駆動部
、１５…絞り、１５Ａ…絞り駆動部、１６…ファインダ窓、１８…ストロボ装置、２０…
ストロボ調光窓、２２…レリーズボタン、２４…電源スイッチ、２６…発光ダイオード（
ＬＥＤ）、２８…リフレクタ、３０…拡散板、３２…回路基板、３４…レンズユニット、
３６…固体撮像素子（ＣＣＤ）、３８…ＣＣＤ駆動回路、４０…相関二重サンプリング回
路（ＣＤＳ回路）、４２…Ａ／Ｄ変換器、４４…タイミング発生回路（ＴＧ）、４８…デ
ジタル信号処理回路、５０…同時化回路、５２…ホワイトバランス補正回路、５２Ｒ、５
２Ｇ、５２Ｂ…乗算器、５４…ガンマ補正回路、５６…ＹＣ信号作成回路、５８…メモリ
、６０…中央処理装置（ＣＰＵ）、６２…液晶モニタ、６４…圧縮／伸長回路、６６…記
録部、６８…カメラ操作部、７０…積算回路、７２Ｒ、７２Ｇ、７２Ｂ…乗算器、７４…
ＲＯＭ、７６…ＥＥＰＲＯＭ、１００…デジタルカメラ、１０２…温度センサ、１０４…
Ａ／Ｄ変換器、１１０…デジタルカメラ、１１２…電流計、１１４…Ａ／Ｄ変換器

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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