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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ及び固体撮像素子を内蔵し、カメラ本体に着脱自在な着脱式レンズユニットと、
　前記固体撮像素子に結像した画像を表示するモニタと、
　前記画像を複数のブロックに分割してブロック単位で合焦度合いを判別する判別手段と
、
　前記判別手段が判別した前記合焦度合いを基に、前記画像を合焦領域と非合焦領域とに
分割する分割手段と、
　前記分割手段により分割された前記非合焦領域に対して、ローパスフィルタ処理による
ボケの強調処理を施すローパスフィルタ処理部を有する画像処理手段と、
　前記合焦領域及び前記ボケの強調処理が施された前記非合焦領域を一つの画像に合成し
、合成後の画像を前記モニタへ出力する画像合成手段と、
　前記判別手段、前記分割手段、前記画像処理手段、及び前記画像合成手段の各手段を作
動させずに、前記画像の全体に同一の画像処理を施して前記モニタへ出力する第一のモー
ドと、前記各手段を作動させる第二のモードとを切り替えるモード切替手段とを備え、
　前記ローパスフィルタ処理部は、前記カメラ本体に装着された前記着脱式レンズユニッ
トの種類ごとに、前記非合焦領域に対して施す前記ボケの強調処理の度合いを変えること
を特徴とするデジタルカメラ。
【請求項２】
　前記画像処理手段は、前記分割手段により分割された前記合焦領域に対して、エッジ強
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調処理によるシャープネスの強調処理を施すエッジ強調処理部を有し、
　前記画像合成手段は、前記シャープネスの強調処理が施された前記合焦領域と、前記ボ
ケの強調処理が施された前記非合焦領域とを一つの画像に合成するとともに、
　前記エッジ強調処理部は、前記カメラ本体に装着された前記着脱式レンズユニットの種
類ごとに、前記合焦領域に対して施す前記シャープネスの強調処理の度合いを変えること
を特徴とする請求項１記載のデジタルカメラ。
【請求項３】
　前記モニタの特性に応じて、前記エッジ強調処理部が行う前記シャープネスの強調処理
の度合いと、前記ローパスフィルタ処理部が行う前記ボケの強調処理の度合いとをそれぞ
れ調整可能であることを特徴とする請求項２記載のデジタルカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＣＤの画像の遠近感を誇張してフォーカス性能を向上したデジタルカメラ
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＣＤイメージセンサ等の撮像手段によって撮像された画像データをデジタルデ
ータに変換して、メモリに記憶させるデジタルカメラが一般に普及している。また、メモ
リの高集積化による記憶容量の増加や、動画圧縮技術の向上等によって動画撮影が可能と
なり、静止画撮影と動画撮影の両方を実行可能なデジタルカメラが市販されている。
【０００３】
　デジタルカメラで撮影を行う時には、内蔵された光学ファインダの他にも、ＬＣＤパネ
ルを電子ビューファインダとして利用することが可能である。ＬＣＤパネル上には、ＣＣ
Ｄイメージセンサ上に結ばれた被写体像が連続的に表示される。また、デジタルカメラで
は、撮影時のピント調節のために、赤外線を用いたアクティブ方式のオートフォーカス機
能を備えているものが多く、中には、手動でのピント調節が可能なマニュアルフォーカス
機能を備えた一眼レフタイプのものなどがある。
【０００４】
　マニュアルフォーカス機能を使用して撮影を行う場合、撮影者はＬＣＤパネルか、光学
ファインダを利用してピントの合う位置を目視で探っていくことになる。ところが、ＬＣ
Ｄパネルは、その画素数がイメージセンサに比べて極端に少ないため、表示される画像が
粗く、良好なピント調節を行うのが非常に難しい。また、ＬＣＤパネルを用いると、連続
的に表示される被写体像のコマ落ちによって、表示されるファインダ像の質がさらに落ち
ることになる。
【０００５】
これに対し、特許文献１では、デジタルカメラにおいてマニュアルでフォーカスの調整を
行う際に、画像から検出されるエッジの幅を用いてフォーカスエイドを行う方法が提案さ
れており、ＬＣＤパネル上に表示されたエッジの評価結果のバーグラフを元にユーザーが
フォーカスの程度を判定するというものである。
【０００６】
特許文献２では、デジタルカメラにおいて、絞りを光軸と垂直に移動させ、画像のズレに
よってピント状態を表示してフォーカス調節が行えるようにするための方法が提案されて
おり、被写体光路上で左右にシフト移動が可能な開口絞りを設けることで開口絞りが右シ
フトした時の画像と左シフトした時の画像とからスプリットイメージを作成し、これをモ
ニタ表示するというものである。
【０００７】
特許文献３では、デジタルカメラにおいて、オートフォーカス機能に対応しない撮影レン
ズが装着された場合であっても、ユーザーが手動で正確に撮影レンズの焦点調節を行うた
めの方法が提案されており、ＡＦセンサを用いてマニュアルフォーカスレンズの合焦位置
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を検出した結果と、同じレンズ位置において、撮像素子に結像した被写体像のコントラス
ト変化に基づいて検出した合焦位置とに基づいて、内蔵するメインＣＰＵは、フォーカス
エイド表示の際に焦点ズレ量を補正する補正データを算出し、この算出した補正データに
基づいてフォーカスエイド表示を行うというものである。
【０００８】
特許文献４では、画像のローパスフィルタ処理を省くことでモニタ画像による焦点合わせ
を容易にしている。
【特許文献１】特開２００２―２０９１３５
【特許文献２】特開２００４―０４０７４０
【特許文献３】特開２００５―００２０５５
【特許文献４】特開２００２―３３３５６９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前述した方法は複雑なものもあり、また、本質的にはＬＣＤファインダ
式等のモニタを備えるデジタルカメラを用いてのマニュアルフォーカスではピントの変化
が見づらいためにピント合わせが困難であったり、また、モニタでは焦点が合っているよ
うに見えても撮影後の画像確認で合焦してないことが判るという致命的な問題が解決でき
ない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、このような状況を鑑みてなされたもので、レンズ及び固体撮像素子を内蔵し
、カメラ本体に着脱自在な着脱式レンズユニットと、前記固体撮像素子に結像した画像を
表示するモニタと、前記画像を複数のブロックに分割してブロック単位で合焦度合いを判
別する判別手段と、前記判別手段が判別した前記合焦度合いを基に、前記画像を合焦領域
と非合焦領域とに分割する分割手段と、前記分割手段により分割された前記非合焦領域に
対して、ローパスフィルタ処理によるボケの強調処理を施すローパスフィルタ処理部を有
する画像処理手段と、前記合焦領域及び前記ボケの強調処理が施された前記非合焦領域を
一つの画像に合成し、合成後の画像を前記モニタへ出力する画像合成手段と、前記判別手
段、前記分割手段、前記画像処理手段、及び前記画像合成手段の各手段を作動させずに、
前記画像の全体に同一の画像処理を施して前記モニタへ出力する第一のモードと、前記各
手段を作動させる第二のモードとを切り替えるモード切替手段とを備え、前記ローパスフ
ィルタ処理部は、前記カメラ本体に装着された前記着脱式レンズユニットの種類ごとに、
前記非合焦領域に対して施す前記ボケの強調処理の度合いを変えることを特徴とする。
【００１１】
　前記画像処理手段は、前記分割手段により分割された前記合焦領域に対して、エッジ強
調処理によるシャープネスの強調処理を施すエッジ強調処理部を有し、前記画像合成手段
は、前記シャープネスの強調処理が施された前記合焦領域と、前記ボケの強調処理が施さ
れた前記非合焦領域とを一つの画像に合成するとともに、前記エッジ強調処理部は、前記
カメラ本体に装着された前記着脱式レンズユニットの種類ごとに、前記合焦領域に対して
施す前記シャープネスの強調処理の度合いを変えることが好ましい。
【００１２】
　前記モニタの特性に応じて、前記エッジ強調処理部が行う前記シャープネスの強調処理
の度合いと、前記ローパスフィルタ処理部が行う前記ボケの強調処理の度合いとをそれぞ
れ調整可能であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　遠近感が誇張され一眼レフ並みの遠近感をモニタで表現することにより、ユーザーはモ
ニタでピントの変化を認識しやすくなるので、正確な合焦位置の調整が容易となる。これ
により、ユーザーはデジタルカメラで美しい写真をとることを楽しむことができる。
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【００１６】
また、全領域で同一の画像処理を行いモニタ表示する前記第一のモードと合焦の度合いに
より分割した領域単位で異なる処理を行いモニタ表示する前記第二のモードを切り替える
ことで、ユーザーの好みに応じたモニタ表示の調整を可能とし、デジタルカメラの付加価
値を高めることができる。
【００１７】
また、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替え設定でマニュアルフォーカス
を選択した場合に自動的に前記第二のモードへ移行する機能を備えることで、ユーザーの
操作の手間を省き、利便性が向上する。
【００１８】
また、レンズ内に撮像素子を持つ着脱式レンズを備えるカメラシステムにおいて、レンズ
の種類ごとに前記画像処理の誇張処理の度合いを変える機能を備えることで、ユーザーは
選択したレンズの種類によらずデジタルカメラで美しい写真をとることを楽しむことがで
きる。
【００１９】
また、デジタルカメラのモニタの特性に応じて前記画像処理の誇張処理の度合いを調整可
能とすることで、選択したモニタの種類に拠らず美しい写真をとるデジタルカメラの提供
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図面を参照して本発明の実施の形態を以下に説明する。図１は、本発明を実施したデジ
タルカメラの電気的構成を示すブロック図である。同図において、撮像レンズ１とメカニ
カルシャッター２の後方にＣＣＤ撮像素子３が配設されている。被写体からの光をＣＣＤ
撮像素子３上に結像させるための撮像レンズ１は、中央制御回路８からの制御信号により
駆動されるレンズ駆動回路７の制御により合焦位置に移動するようになっている。また、
メカニカルシャッター２のシャッタータイミングとシャッター速度は、ユーザーのレリー
ズ操作のタイミングに従って中央制御回路８からの制御信号により設定される。
【００２１】
　ＣＣＤ撮像素子３は、その画素上に結像された被写体の光学像を電気的信号に変換する
、いわゆる光電変換を行うものである。駆動回路４は転送パルスを生成して、ＣＣＤ撮像
素子３に供給する回路であり、ＣＣＤ撮像素子３は、駆動回路４によって生成された転送
パルスに基づいて、撮像信号を出力する。
【００２２】
　ＣＤＳ（相関二重サンプリング）回路５は、ノイズを低減するための回路であり、駆動
回路４から出力された駆動パルスに基づいて駆動される。ＣＣＤ撮像素子３にはＣＤＳ５
が接続され、ＣＤＳ５の出力端子には、アナログ信号をデジタル信号に変換して出力する
Ａ／Ｄ変換回路６が接続される。このＡ／Ｄ変換回路６を介して得られたＣＣＤ撮像素子
３の画素毎の画像データは、信号処理部１６で補正などの処理を施した上で合焦領域判定
部１７に伝送される。
【００２３】
合焦領域判定部１７は、画像を一様な細かいブロックで分け、それぞれのブロック単位で
ＡＦ評価値を判定して、前記ＡＦ評価値を元に合焦領域と非合焦領域に分割する。ここで
、ＡＦ評価値はフォーカスレンズ位置によって変化し、対象となる画像内の所定領域の輝
度値の高周波成分の積算から計算される画像の鮮明度である。
図２に２つの領域に分割した画像の例を、図３に前記２つのＡＦ評価値の例を示す。図２
は、中央位置に写っている人物に焦点を合わせた場合であり、山を含む背景には焦点が合
っていない状態となっている。この時のＡＦ評価値は図３に示すように現在のフォーカス
レンズの位置Ｐ１で人物の写っているブロック範囲のＡＦ評価値はピークの６となってい
るが、その他の背景のブロック範囲では現在とは異なるフォーカスレンズの位置Ｐ２が焦
点位置となるため焦点が合っておらずＡＦ評価値は１となっている。このＡＦ評価値の判
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を含む背景全てが非合焦領域２１に分割される。
【００２４】
　合焦領域判定部１７で分割された２つの領域はそれぞれ異なる処理を施されて遠近感が
誇張された状態でＬＣＤ１２に表示される。
　例えば、前記合焦領域２０はエッジ強調処理部１４によりシャープネスの強調処理を施
され、一方で前記非合焦領域２１はローパスフィルタ処理部１５によりボケの誇張処理を
施し、後段のモニタ画像合成処理部１３において再び一つの画像データに合成されて、Ｌ
ＣＤ駆動回路１１を介してＬＣＤ１２に画像を表示する。
　なお、ＡＦ評価値が画像全体で同一であり、領域分割が不可能な場合は全画像に一様な
画像処理を施してＬＣＤに出力する。
【００２５】
　前記領域単位に施す処理について、図４に示すように処理を実行する遠近感誇張表示モ
ードと前記処理を行わないノーマル表示モードを切り替えるモード選択スイッチ９をデジ
タルカメラ１８に設け、ユーザーの好みに合わせて切り替えられるようにしてもよい。こ
の場合の中央制御回路８の処理のフローを図５に例示する。
　デジタルカメラは、撮影時においてＡＦ（オートフォーカス）のサーチ処理を完了する
と、自動的に合焦位置へレンズを駆動する。ここで、モード選択スイッチ９がノーマル表
示モードになっている場合は画像全体に一様な処理を施してＬＣＤに画像を表示して処理
を終了する。一方、モード選択スイッチ９が遠近感誇張表示モードになっている場合、捕
らえた画像を複数のブロックに分割して、それぞれの評価値を取得して、その評価値を元
に領域を分割する。評価値が全画像に渡って同一であり分割されなかった場合は、ノーマ
ル表示モードと同様に画像全体に一様な処理を施してＬＣＤに画像を表示して処理を終了
する。また、複数の領域に分割できた場合は領域単位で評価値レベルに応じて異なる画像
処理を施した上でＬＣＤに画像を表示して処理を終了する。
【００２６】
　また、ＡＦ（オートフォーカス）とＭＦ（マニュアルフォーカス）が切り替えられるＡ
Ｆ／ＭＦ切選択スイッチ１０が設けられているデジタルカメラの場合は、ＭＦが選択され
た時のみ自動的に前記領域単位に施す処理を実行するようにしてユーザーの利便性を向上
させてもよい。この場合の中央制御回路８の処理のフローを図６に例示する。
デジタルカメラは、撮影時においてＡＦ／ＭＦ切選択スイッチ１０がＡＦモードに設定さ
れている場合、ＡＦのサーチ処理を完了して自動的に合焦位置へレンズを駆動し、画像全
体に一様な処理を施してＬＣＤに画像を表示して処理を終了する。一方、ＡＦ／ＭＦ切選
択スイッチ１０がＭＦモードに設定されている場合、ユーザーが手動でレンズを焦点位置
に合わせ、画像を複数のブロックに分割し、それぞれの評価値を取得して、その評価値を
元に領域を分割する。評価値が全画像に渡って同一であり分割されなかった場合は、ＡＦ
モードと同様に画像全体に一様な処理を施してＬＣＤに画像を表示して処理を終了する。
また、複数の領域に分割できた場合は領域単位で評価値レベルに応じて異なる画像処理を
施した上でＬＣＤに画像を表示して処理を終了する。
【００２７】
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【表１】

【００２８】
図７に示すようなレンズ内に撮像素子を持ち、デジタルカメラ本体３１から着脱可能なレ
ンズユニット３２を備えるカメラシステム３０において、上記の表１に示すように、レン
ズユニット３２の種類ごとに、前記画像処理の誇張処理の度合い及びＡＦ評価値のレベル
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分割数を変えることも有効である。
　その他の同様の実施形態として、レンズのＦ値に従って、明るいレンズは被写界深度の
浅さから遠近感が表現しやすいが、一方で暗いレンズは遠近感が判別しにくいので誇張度
合いを大きくすることも有効である。また、接写可能なマクロ機能を持ったレンズでは、
ＡＦ評価値のレベル分割数を多くして、同時に誇張度合いを大きくすることも有効である
。
【００２９】
【表２】

【００３０】
　さらに、ＬＣＤの特性によっても合焦状態の誇張表現を調整することも有効である。
　例えば上記の表２に示すように、ＬＣＤの解像度によりＡＦ評価値のレベル分割数を変
えることで、適度な遠近感を表現することができる。表２とは逆に、解像度の低いＬＣＤ
で遠近感をはっきりさせるために誇張度合いを大きくすることも有効である。
【００３１】

【表３】

【００３２】
　同様に、例えば上記の表３に示すように、ＬＣＤの画素数によりＡＦ評価値のレベル分
割数を変えることで、適度な遠近感を表現することができる。表３とは逆に、画素数の低
いＬＣＤで遠近感をはっきりさせるために誇張度合いを大きくすることも有効である。
　前記ＡＦ評価値レベルの分割数及び前記誇張度合いをユーザーが設定できるようにカメ
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ラシステムを構成することで、ユーザーの好みに合わせた遠近感を提供できるようになる
。
【００３３】
　なお、本発明の実施例においてはデジタルカメラのモニタとしてＬＣＤを例示したが、
例えば有機ＥＬなどにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明のカメラシステムの構成図である。
【図２】画像のＡＦ評価値による領域分割例である。
【図３】フォーカスレンズ位置によるＡＦ評価値の特性例である。
【図４】モード選択スイッチを備えたデジタルカメラの外観図である。
【図５】モード選択スイッチを備えたデジタルカメラのＬＣＤ表示処理のフローである。
【図６】ＡＦモードとＭＦモードを切り替え可能なデジタルカメラのＬＣＤ表示処理のフ
ローである。
【図７】着脱式レンズを備えるカメラシステムの外観図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１　撮像レンズ
　２　メカニカルシャッター
　３　ＣＣＤ撮像素子
　８　中央制御回路
　１８　デジタルカメラ
　２０　合焦領域
　２１　非合焦領域
　２２　合焦領域評価値
　２１　非合焦領域評価値
　３０　カメラシステム
　３１　デジタルカメラ本体
　３２　レンズユニット
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【図３】
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