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(57)【要約】
【課題】画像のホワイトバランスや明るさ等を調整する
調整パラメータの中から、パラメータ値を変更する対象
の調整パラメータである変更対象パラメータを、適切に
選択し、その変更対象パラメータのパラメータ値を設定
する。
【解決手段】システムコントローラ６は、画像に写るシ
ーンを認識し、その画像のシーンに対応して、画像を調
整する複数の調整パラメータの中から、パラメータ値を
変更する対象の調整パラメータである変更対象パラメー
タを選択し、ユーザが操作可能な操作部のうちの特定操
作部３１に割り当て、ユーザによる特定操作部３１の操
作に対応して、特定操作部３１に割り当てられた変更対
象パラメータのパラメータ値を設定する。本発明は、例
えば、画像を撮影する撮影装置等に適用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像に写るシーンを認識するシーン認識手段と、
　前記画像のシーンに対応して、前記画像を調整する複数の調整パラメータの中から、パ
ラメータ値を変更する対象の調整パラメータである変更対象パラメータを選択し、ユーザ
が操作可能な操作部のうちの特定の操作部である特定操作部に割り当てる割り当て手段と
、
　ユーザによる前記特定操作部の操作に対応して、前記特定操作部に割り当てられた変更
対象パラメータのパラメータ値を設定するパラメータ設定手段と
　を備える画像処理装置。
【請求項２】
　前記割り当て手段は、前記画像のシーンに対応して、前記複数の調整パラメータの中か
ら、２以上の調整パラメータを、前記変更対象パラメータとして選択し、ユーザが操作可
能な操作部のうちの特定の１つの操作部である前記特定操作部に割り当て、
　前記パラメータ設定手段は、ユーザによる前記特定操作部の操作に対応して、前記特定
操作部に割り当てられた２以上の前記変更対象パラメータのパラメータ値を、同時に設定
する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記シーン認識手段は、前記画像のシーンを、前記画像から判定して認識する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　画像の各シーンと、その画像のシーンに対応して前記変更対象パラメータとして選択す
る前記調整パラメータとが対応付けて記憶されており、
　前記割り当て手段は、前記認識手段において認識されたシーンに対応付けられている前
記調整パラメータを、前記変更対象パラメータとして選択する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　画像の各シーンに対応付けて、前記特定操作部の操作値と、前記変更対象パラメータの
パラメータ値との関係を表すパラメータ特性が記憶されており、
　前記パラメータ設定手段は、前記特定操作部の操作に対応して、前記認識手段において
認識されたシーンに対応付けられている前記パラメータ特性に従い、前記変更対象パラメ
ータのパラメータ値を設定する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記特定操作部の操作に対応してパラメータ値を設定するのに用いる前記パラメータ特
性を、ユーザの操作に対応して設定する
　請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記特定操作部の操作に対応してパラメータ値を設定するのに用いる前記パラメータ特
性を、ユーザの操作に対応して変更することにより設定する
　請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　１つの前記変更対象パラメータについて、複数のパラメータ特性が記憶されており、
　前記複数のパラメータ特性の中から、前記特定操作部の操作に対応してパラメータ値を
設定するのに用いる前記パラメータ特性を、ユーザの操作に対応して選択することにより
設定する
　請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　ユーザによる前記特定操作部の操作を学習する操作学習を行い、前記操作学習の結果に
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基づき、前記特定操作部に割り当てられた変更対象パラメータのパラメータ値の初期値を
設定する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　ユーザによる前記特定操作部の操作に対応して過去に設定された変更対象パラメータの
パラメータ値を記憶することを、前記操作学習として行い、前記操作学習において記憶さ
れたパラメータ値に基づき、前記特定操作部に割り当てられた変更対象パラメータのパラ
メータ値の初期値を設定する
　請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　ユーザによる前記特定操作部の操作に対応して過去に設定された変更対象パラメータの
パラメータ値と、そのパラメータ値が設定されたときの、前記画像を撮影する撮影環境と
を対応付けて記憶することを、前記操作学習として行い、前記操作学習において記憶され
たパラメータ値のうちの、前記画像の撮影環境に一致する撮影環境と対応付けられている
パラメータ値に基づき、前記特定操作部に割り当てられた変更対象パラメータのパラメー
タ値の初期値を設定する
　請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記パラメータ設定手段は、前記操作部のうちの所定の操作部と同時に、前記特定操作
部が操作された場合に、前記特定操作部の操作に対応して、前記特定操作部に割り当てら
れた変更対象パラメータのパラメータ値を設定する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記変更対象パラメータの現在のパラメータ値に対応する画像と、前記特定操作部の操
作値が所定値になるように操作された場合に、前記パラメータ設定手段において設定され
るパラメータ値に対応する画像とを表示する表示手段をさらに備える
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記パラメータ設定手段は、前記表示手段に表示された画像が、ユーザによって選択さ
れた場合、前記変更対象パラメータのパラメータ値を、ユーザが選択した画像のパラメー
タ値に設定する
　請求項１３に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　画像を撮影する撮影手段をさらに備える
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記特定操作部は、物理的な操作ダイヤル、操作レバー、若しくは、操作リング、又は
、タッチパネルに表示されたタッチボタン、若しくは、タッチスライドバーである
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　画像処理装置が、
　画像に写るシーンを認識し、
　前記画像のシーンに対応して、前記画像を調整する複数の調整パラメータの中から、パ
ラメータ値を変更する対象の調整パラメータである変更対象パラメータを選択し、ユーザ
が操作可能な操作部のうちの特定の操作部である特定操作部に割り当て、
　ユーザによる前記特定操作部の操作に対応して、前記特定操作部に割り当てられた変更
対象パラメータのパラメータ値を設定する
　ステップを含む画像処理方法。
【請求項１８】
　画像に写るシーンを認識するシーン認識手段と、
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　前記画像のシーンに対応して、前記画像を調整する複数の調整パラメータの中から、パ
ラメータ値を変更する対象の調整パラメータである変更対象パラメータを選択し、ユーザ
が操作可能な操作部のうちの特定の操作部である特定操作部に割り当てる割り当て手段と
、
　ユーザによる前記特定操作部の操作に対応して、前記特定操作部に割り当てられた変更
対象パラメータのパラメータ値を設定するパラメータ設定手段と
　して、コンピュータを機能させるためのプログラム。
【請求項１９】
　画像に写るシーンを認識するシーン認識手段と、
　前記画像のシーンに対応して、前記画像を調整する複数の調整パラメータの中から、パ
ラメータ値を変更する対象の調整パラメータである変更対象パラメータを選択し、ユーザ
が操作可能な操作部のうちの特定の操作部である特定操作部に割り当てる割り当て手段と
、
　ユーザによる前記特定操作部の操作に対応して、前記特定操作部に割り当てられた変更
対象パラメータのパラメータ値を設定するパラメータ設定手段と
　して、コンピュータを機能させるためのプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理方法、プログラム、及び、記録媒体に関し、特に、
例えば、画像のホワイトバランスや明るさ等を調整する調整パラメータの中から、パラメ
ータ値を変更する対象の調整パラメータである変更対象パラメータを、適切に選択し、そ
の変更対象パラメータのパラメータ値を設定することができるようにする画像処理装置、
画像処理方法、プログラム、及び、記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ディジタルカメラでは、露出制御やホワイトバランス補正等に関する、画像を
調整する調整パラメータ（画像を撮影するときの撮影パラメータを含む）が、ディジタル
カメラに設けられた操作部のユーザによる操作に対応して設定される。
【０００３】
　したがって、ユーザは、撮影しようとする画像に写るシーン（画像のシーン）に対応し
て、ディジタルカメラの操作部を操作することにより、調整パラメータのパラメータ値を
設定することで、ユーザの好みにあった画像を撮影することができる。
【０００４】
　ここで、特許文献１には、ユーザの操作に対応して、Ｆ値やシャッタスピードを設定す
る電子カメラが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2002-281373号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように、従来のディジタルカメラでは、ユーザは、ディジタルカメラの操作部を
操作することによって、各種の調整パラメータを、所定のパラメータ値に設定することが
できる。
【０００７】
　しかしながら、撮影しようとする画像のシーンに対応して、複数の調整パラメータの中
から、パラメータ値を変更する対象の調整パラメータである変更対象パラメータを、適切
に選択するには、ある程度の経験が必要であり、初心者のユーザには難しい。
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【０００８】
　また、変更対象パラメータを選択する操作は、煩わしい操作であることが多く、特に、
初心者のユーザの利用を妨げる原因の一つになっている。
【０００９】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、変更対象パラメータを、適切
に選択し、その変更対象パラメータのパラメータ値を設定することができるようにするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面の画像処理装置、又は、プログラム、若しくは、記録媒体は、画像に写
るシーンを認識するシーン認識手段と、前記画像のシーンに対応して、前記画像を調整す
る複数の調整パラメータの中から、パラメータ値を変更する対象の調整パラメータである
変更対象パラメータを選択し、ユーザが操作可能な操作部のうちの特定の操作部である特
定操作部に割り当てる割り当て手段と、ユーザによる前記特定操作部の操作に対応して、
前記特定操作部に割り当てられた変更対象パラメータのパラメータ値を設定するパラメー
タ設定手段とを備える画像処理装置、又は、画像処理装置として、コンピュータを機能さ
せるためのプログラム、若しくは、プログラムが記録された記録媒体である。
【００１１】
　本発明の一側面の画像処理方法は、画像処理装置が、画像に写るシーンを認識し、前記
画像のシーンに対応して、前記画像を調整する複数の調整パラメータの中から、パラメー
タ値を変更する対象の調整パラメータである変更対象パラメータを選択し、ユーザが操作
可能な操作部のうちの特定の操作部である特定操作部に割り当て、ユーザによる前記特定
操作部の操作に対応して、前記特定操作部に割り当てられた変更対象パラメータのパラメ
ータ値を設定するステップを含む画像処理方法である。
【００１２】
　以上のような一側面においては、画像に写るシーンが認識され、前記画像のシーンに対
応して、前記画像を調整する複数の調整パラメータの中から、パラメータ値を変更する対
象の調整パラメータである変更対象パラメータが選択されて、ユーザが操作可能な操作部
のうちの特定の操作部である特定操作部に割り当てられる。そして、ユーザによる前記特
定操作部の操作に対応して、前記特定操作部に割り当てられた変更対象パラメータのパラ
メータ値が設定される。
【００１３】
　なお、画像処理装置は、独立した装置であっても良いし、１つの装置を構成している内
部ブロックであっても良い。
【００１４】
　また、プログラムは、伝送媒体を介して伝送することにより、又は、記録媒体に記録し
て、提供することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の一側面によれば、画像を調整する調整パラメータの中から、パラメータ値を変
更する対象の調整パラメータである変更対象パラメータを、適切に選択し、その変更対象
パラメータのパラメータ値を設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明を適用した撮影装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である。
【図２】撮影装置の第１の外観構成例を示す斜視図である。
【図３】撮影装置の第２の外観構成例を示す斜視図である。
【図４】撮影装置の第３の外観構成例を示す斜視図である。
【図５】画像表示部１１に含まれるタッチパネルの第１の表示例を示す図である。
【図６】画像表示部１１に含まれるタッチパネルの第２の表示例を示す図である。
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【図７】システムコントローラ６が行う、半マニュアル設定モードでの調整パラメータの
設定の処理を説明するフローチャートである。
【図８】メモリ２２に記憶される変更対象パラメータテーブルの例を示す図である。
【図９】メモリ２２に記憶されるパラメータ特性の例を示す図である。
【図１０】本発明を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　［本発明を適用した撮影装置の一実施の形態の構成例］
【００１８】
　図１は、本発明の画像処理装置を適用した撮影装置の一実施の形態の構成例を示すブロ
ック図である。
【００１９】
　図１の撮影装置は、例えば、静止画、若しくは、動画、又は、静止画と動画との両方を
撮影することができるディジタルカメラであり、撮影部１、レンズドライバ５、システム
コントローラ６、TG（タイミングジェネレータ）７、アナログ信号処理部８、A/D(Analog
/Digital)変換部９、ディジタル信号処理部１０、画像表示部１１、画像保存部１２、及
び、操作部群１３を含む。
【００２０】
　撮影部１は、レンズ２、絞り３、及び撮像素子４を含み、画像を撮影（撮像）する。
【００２１】
　すなわち、レンズ２は、レンズドライバ５によって駆動され、そこに入射する光を、絞
り３を介して、撮像素子４の撮像面（受光面）上に集光する。
【００２２】
　絞り３は、レンズドライバ５によって駆動され、レンズ２によって撮像素子４に集光さ
れる光の光量を調節する。
【００２３】
　撮像素子４は、CCD(Charged Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semi
conductor)等の固体撮像素子であり、その撮像面には、レンズ２によって集光された光が
、絞り３を介して照射され、光学像が形成される。
【００２４】
　撮像素子４は、TG７からのタイミング信号に同期して駆動し、撮像面に形成された光学
像の撮像結果であるアナログ信号の撮像信号を、アナログ信号処理部８に出力する。
【００２５】
　すなわち、撮像素子４は、半導体基板上に、フォトダイオード（フォトゲート）、転送
ゲート（シャッタートランジスタ）、スイッチングトランジスタ（アドレストランジスタ
）、増幅トランジスタ、及び、リセットトランジスタ（リセットゲート）等を有する複数
の画素が、マトリックス状に配列されるとともに、これらの複数の画素を駆動する垂直走
査回路、水平走査回路、及び、画像信号出力回路が形成された素子であり、各画素により
光電変換を行い、その光電変換の結果としての撮像信号を、ラスタ走査の順序で、順次出
力する。
【００２６】
　撮像素子４の各画素には、補色系又は原色系のカラーフィルタが設けられており、これ
により、撮像素子４からは、補色又は原色による色信号（カラー）の撮像信号が出力され
る。
【００２７】
　レンズドライバ５は、システムコントローラ６の制御に従って、レンズ２及び絞り３を
駆動し、これにより、倍率や、フォーカス、絞りが調節される。
【００２８】
　システムコントローラ６は、CPU２１やメモリ２２を含み、操作部群１３の操作（操作
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部群１３から供給される操作信号）等に従い、レンズドライバ５,TG７、アナログ信号処
理部８、及び、ディジタル信号処理部１０、その他の撮影装置を構成するブロックを制御
する。
【００２９】
　すなわち、システムコントローラ６では、CPU２１が、メモリ２２に記憶されたプログ
ラムを実行することで、各種の処理を行う。メモリ２２は、CPU２１が実行するプログラ
ムや、CPU２１の動作上必要なデータを記憶する。
【００３０】
　TG７は、システムコントローラ６の制御に従って、各種のタイミング信号を、撮像素子
４に供給する。TG７から撮像素子４に供給されるタイミング信号によって、例えば、撮像
素子４における電子シャッタの速度が、所定の速度に設定される。
【００３１】
　アナログ信号処理部８は、システムコントローラ６の制御に従って、撮像素子４からの
撮像信号に、各種のアナログ信号処理を施す。
【００３２】
　すなわち、アナログ信号処理部８は、撮像素子４からの撮像信号を、相関二重サンプリ
ングし、さらに、自動利得制御により信号レベルを所定のゲイン分だけ補正して、A/D変
換部９に出力する。
【００３３】
　A/D変換部９は、アナログ信号処理部８からの撮像信号をA/D変換し、これにより、アナ
ログ信号の撮像信号を、ディジタル信号の画像データに変換して、ディジタル信号処理部
１０に出力する。
【００３４】
　ディジタル信号処理部１０は、例えば、DSP(Digital Signal Processor)等を含み、シ
ステムコントローラ６の制御に従って、A/D変換部９からの画像データに、各種のディジ
タル信号処理を施す。
【００３５】
　すなわち、ディジタル信号処理部１０は、A/D変換部９からの画像データのホワイトバ
ランス調整や、階調（トーンカーブ）制御、色調整等のディジタル信号処理を行い、例え
ば、フィールド周波数が60HzのNTSC(National Television System Committee)方式のビデ
オ信号に変換して、画像表示部１１、及び、画像保存部１２に出力する。
【００３６】
　画像表示部１１は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)等の表示デバイスと一体的
に構成されたタッチパネルを含み、ディジタル信号処理部１０からのビデオ信号に対応す
る画像等を表示する。
【００３７】
　画像保存部１２は、例えば、光ディスク、磁気ディスク、メモリカード等の記録媒体を
駆動し、ディジタル信号処理部１０からのビデオ信号を、記録媒体に記録し、また、記録
媒体からビデオ信号を再生する。
【００３８】
　操作部群１３は、ユーザが操作可能な複数の操作部であり、各操作部の操作に対応した
操作信号を、システムコントローラ６に供給する。
【００３９】
　なお、操作部群１３を構成する各操作部は、物理的な操作部であっても良いし、画像表
示部１１に含まれるタッチパネルに表示される操作部であっても良い。
【００４０】
　操作部群１３を構成する各操作部には、シャッタボタン（レリーズスイッチ）としての
機能等の所定の機能が、あらかじめ割り当てられている。
【００４１】
　また、操作部群１３を構成する複数の操作部のうちの、特定の１つの操作部は、特定操
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作部３１として機能するようになっている。
【００４２】
　特定操作部３１は、後述する半マニュアル設定モードにおいて、画像（の画質）を調整
する調整パラメータのうちの所定の１以上の調整パラメータである変更対象パラメータ（
のパラメータ値）を設定（変更）するときに操作される。
【００４３】
　すなわち、操作部群１３を構成する各操作部には、例えば、絞り３の開口の程度（絞り
）や、撮像素子４の電子シャッタの速度、アナログ信号処理部８の自動利得制御における
ゲインが関係する露出制御の調整パラメータ、ディジタル信号処理部１０のホワイトバラ
ンス調整の調整パラメータ、ディジタル信号処理部１０の階調制御の調整パラメータ、デ
ィジタル信号処理部１０の色調整の調整パラメータ等の各種の調整パラメータを設定する
機能が、デフォルトの機能として割り当てられている。但し、特定操作部３１には、各種
の調整パラメータの中から後述するようにして選択される、パラメータ値を変更する対象
の１以上の調整パラメータである変更対象パラメータを設定する機能が割り当てられてい
る。
【００４４】
　以上のように構成される撮影装置では、撮影部１での撮影の結果得られる撮像信号が、
アナログ信号処理部８に出力される。
【００４５】
　すなわち、撮影部１では、レンズ２において、そこに入射する光が、絞り３を介して、
撮像素子４の撮像面上に集光され、これにより、撮像素子４の撮像面には、光学像が形成
される。
【００４６】
　撮像素子４では、撮像面に形成された光学像に対応する撮像信号が、アナログ信号処理
部８に出力される。
【００４７】
　アナログ信号処理部８では、撮像素子４からの撮像信号に、各種のアナログ信号処理が
施され、A/D変換部９に出力される。
【００４８】
　A/D変換部９では、アナログ信号処理部８からの撮像信号がA/D変換され、その結果得ら
れるディジタル信号の画像データが、ディジタル信号処理部１０に出力される。
【００４９】
　ディジタル信号処理部１０では、A/D変換部９からの画像データに、各種のディジタル
信号処理が施される。
【００５０】
　さらに、ディジタル信号処理部１０では、ディジタル信号処理の結果得られる画像デー
タが、NTSC方式のビデオ信号に変換され、画像表示部１１、及び、画像保存部１２に出力
される。
【００５１】
　画像表示部１１では、ディジタル信号処理部１０からのビデオ信号に対応する画像が表
示され、画像保存部１２では、ディジタル信号処理部１０からのビデオ信号が、必要に応
じて、記録媒体に記録される。
【００５２】
　ここで、図１の撮影装置では、各種の調整パラメータ（のパラメータ値）を設定するパ
ラメータ設定モードとして、すべての調整パラメータの設定を、ユーザによる操作部群１
３の各操作部の操作に対応して行う完全マニュアル設定モードと、調整パラメータのうち
の、変更対象パラメータの設定は、ユーザによる特定操作部３１の操作に対応して行い、
残りの調整パラメータの設定は、システムコントローラ６で自動的に設定する半マニュア
ル設定モードとが、少なくとも用意されている。
【００５３】
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　パラメータ設定モードが、完全マニュアル設定モードである場合、システムコントロー
ラ６は、ユーザによる操作部群１３の各操作部の操作に対応して、すべての調整パラメー
タのパラメータ値を設定（記憶）し、その設定後の調整パラメータに従って、レンズドラ
イバ５や、TG７、アナログ信号処理部８、及び、ディジタル信号処理部１０を制御する。
【００５４】
　その結果、撮影装置では、操作部群１３の操作に対応して設定された各種の調整パラメ
ータに従った、露出制御、ホワイトバランス調整、階調制御、色調整等が行われる。
【００５５】
　一方、パラメータ設定モードが、半マニュアル設定モードである場合、システムコント
ローラ６は、ユーザによる特定操作部３１の操作に対応して、調整パラメータのうちの、
変更対象パラメータを設定するとともに、残りの調整パラメータを自動的に設定し、その
設定後の調整パラメータ（変更対象パラメータを含む）に従って、レンズドライバ５や、
TG７、アナログ信号処理部８、及び、ディジタル信号処理部１０を制御する。
【００５６】
　その結果、撮影装置では、特定操作部３１の操作に対応して設定された変更対象パラメ
ータと、システムコントローラ６が自動的に設定した調整パラメータとに従った、露出制
御、ホワイトバランス調整、階調制御、色調整等が行われる。
【００５７】
　［特定操作部３１の例］
【００５８】
　図２ないし図６を参照して、図１の特定操作部３１の例を説明する。
【００５９】
　図２は、図１の撮影装置の第１の外観構成例を示す斜視図である。
【００６０】
　撮影装置において、図２に示すように、ある一方向と、その一方向の逆方向とに倒すこ
とができる操作レバーや、時計回り方向と反時計回り方向とに回転することができる操作
ダイヤルが設けられている場合には、特定操作部３１としては、その操作レバーや、操作
ダイヤルを採用することができる。
【００６１】
　図３は、図１の撮影装置の第２の外観構成例を示す斜視図である。
【００６２】
　撮影装置において、図３に示すように、操作値のインクリメントとデクリメントとを行
うことができる操作ボタンが設けられている場合には、特定操作部３１としては、その操
作ボタンを採用することができる。
【００６３】
　図４は、図１の撮影装置の第３の外観構成例を示す斜視図である。
【００６４】
　撮影装置において、図４に示すように、時計回り方向と反時計回り方向とに回転するこ
とができる操作リングが設けられている場合には、特定操作部３１としては、その操作リ
ングを採用することができる。
【００６５】
　図５は、図１の撮影装置の画像表示部１１に含まれるタッチパネルの第１の表示例を示
す図である。
【００６６】
　タッチパネルにおいて、図５に示すように、水平方向や垂直方向に操作可能なタッチス
ライドバーが表示される場合には、特定操作部３１としては、そのタッチスライドバーを
採用することができる。
【００６７】
　図６は、図１の撮影装置の画像表示部１１に含まれるタッチパネルの第２の表示例を示
す図である。
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【００６８】
　タッチパネルにおいて、図６に示すように、操作値のインクリメントとデクリメントと
を行うことができるタッチボタンが表示される場合には、特定操作部３１としては、その
タッチボタンを採用することができる。
【００６９】
　［半マニュアル設定モードでのパラメータの設定］
【００７０】
　図７は、図１のシステムコントローラ６が行う、半マニュアル設定モードでの調整パラ
メータの設定の処理を説明するフローチャートである。
【００７１】
　システムコントローラ６は、ステップＳ１において、撮影部１で撮影される画像のシー
ンを認識し、処理は、ステップＳ２に進む。
【００７２】
　すなわち、システムコントローラ６は、ディジタル信号処理部１０でディジタル信号処
理が施される画像データの輝度や色の情報、画素値のヒストグラム等を用い、例えば、特
開2004-235956号公報に記載の方法、その他の任意の方法によって、撮影部１で撮影され
ている画像のシーン（撮影シーン）を判定し、その判定結果に従って、撮影部１で撮影さ
れている画像のシーンを認識する。
【００７３】
　ここで、図１の撮影装置では、例えば、夕焼けのシーンである「夕焼け」、逆光のシー
ンである「逆光」、空を背景として建物が映っているようなシーンである「青空」、青い
空や緑の植物が多く映っているようなシーンである「風景」、及び、様々な色の花が映っ
ているようなカラフルなシーンである「カラフル」等の複数の（撮影）シーンが、シーン
の判定結果として、あらかじめ用意されており、システムコントローラ６は、あらかじめ
用意された複数のシーン（以下、デフォルトシーンともいう）の中から、撮影部１で撮影
されている画像のシーンを判定する。
【００７４】
　なお、ステップＳ１では、ユーザに、複数のデフォルトシーンの中から、いま撮影しよ
うとしている画像のシーンを選択してもらい、システムコントローラ６では、ユーザによ
るシーンの選択に従って、撮影部１で撮影されている画像のシーンを認識することもでき
る。
【００７５】
　ステップＳ２では、システムコントローラ６は、撮影部１で撮影されている画像のシー
ンの認識結果（以下、認識シーンともいう）に対応して、複数の調整パラメータの中から
、パラメータ値を変更する対象の調整パラメータである変更対象パラメータを選択する。
【００７６】
　すなわち、例えば、システムコントローラ６のメモリ２２には、各デフォルトシーンと
、そのデフォルトシーンに対応して、変更対象パラメータとして選択する調整パラメータ
とを対応付けたテーブル（以下、変更対象パラメータテーブルともいう）が、あらかじめ
記憶されている。
【００７７】
　システムコントローラ６は、認識シーンに対応して、変更対象パラメータテーブルにお
いて、認識シーンに一致するデフォルトシーンと対応付けられている調整パラメータを、
変更対象パラメータとして選択する。
【００７８】
　さらに、ステップＳ２では、システムコントローラ６は、変更対象パラメータを、特定
操作部３１に割り当て（変更対象パラメータのパラメータ値を変更する機能を、特定操作
部３１に割り当て）、処理は、ステップＳ３に進む。
【００７９】
　ステップＳ３では、システムコントローラ６は、変更対象パラメータのパラメータ値を
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、所定の初期値に設定するとともに、変更対象パラメータ以外の調整パラメータのパラメ
ータ値を、所定の値に設定して、処理は、ステップＳ４に進む。
【００８０】
　ここで、システムコントローラ６のメモリ２２には、デフォルトシーンごとに、デフォ
ルトシーンに対応付けて、特定操作部３１の操作値と、変更対象パラメータのパラメータ
値との関係を表すパラメータ特性が、あらかじめ記憶されている。
【００８１】
　特定操作部３１の操作に応じて値が変化する操作値が、例えば、-Aないし+Aの範囲の値
をとるとすると、システムコントローラ６は、変更対象パラメータについては、認識シー
ンに一致するデフォルトシーンに対応付けられているパラメータ特性において、操作値が
、例えば、-Aないし+Aの範囲の中点の値である0である場合のパラメータ値を、所定の初
期値として、ステップＳ３において、変更対象パラメータのパラメータ値を、その所定の
初期値に設定する。その他、所定の初期値としては、例えば、変更対象パラメータの現在
のパラメータ値を、そのまま採用することが可能である。
【００８２】
　また、システムコントローラ６のメモリ２２には、デフォルトシーンごとに、デフォル
トシーンに対応付けて、変更対象パラメータ以外の調整パラメータがとるべきパラメータ
値が、あらかじめ記憶されており、システムコントローラ６は、変更対象パラメータ以外
の調整パラメータについては、認識シーンに一致するデフォルトシーンに対応付けられて
いるパラメータ値を、所定の値として、ステップＳ３において、変更対象パラメータ以外
の調整パラメータのパラメータ値を、その所定の値に（自動的に）設定する。
【００８３】
　ステップＳ４では、システムコントローラ６は、ユーザが特定操作部３１を操作した場
合には、その操作に対応して、特定操作部３１に割り当てられた変更対象パラメータのパ
ラメータ値を設定（変更）する。
【００８４】
　すなわち、ユーザが特定操作部３１を操作することによって、特定操作部３１の操作値
が変更されると、システムコントローラ６は、認識シーンに一致するデフォルトシーンに
対応付けられているパラメータ特性に従い、そのパラメータ特性において、変更後の操作
値に対応するパラメータ値を、変更対象パラメータのパラメータ値に設定する。
【００８５】
　さらに、システムコントローラ６は、変更対象パラメータを含む調整パラメータのパラ
メータ値に従って、レンズドライバ５や、TG７、アナログ信号処理部８、及び、ディジタ
ル信号処理部１０を制御する。
【００８６】
　撮影装置では、特定操作部３１の操作に対応して設定された変更対象パラメータと、シ
ステムコントローラ６が自動的に設定した調整パラメータとに従った、露出制御、ホワイ
トバランス調整、階調制御、色調整等の、画像を調整する調整処理が行われ、その調整処
理の結果得られる画像が、画像表示部１１に表示される。
【００８７】
　したがって、ユーザは、画像表示部１１に表示された画像を見ながら、特定操作部３１
を操作することにより、調整処理の効果を確認しながら、自分の好みにあった画像が得ら
れる変更対象パラメータのパラメータ値を設定し、画像の撮影（画像保存部１２での記録
媒体への記録）を行うことができる。
【００８８】
　なお、特定操作部３１とする操作部は、あらかじめ決定しておく他、ユーザの操作に応
じて選択することができるようにすることができる。特定操作部３１とする操作部を、ユ
ーザの操作に応じて選択することができる場合には、ユーザは、自分が操作しやすい操作
部を、特定操作部３１に選択し、容易な操作によって、変更対象パラメータのパラメータ
値を設定することができる。
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【００８９】
　また、特定操作部３１とする操作部は、１つだけ設けることもできるし、複数設けるこ
ともできる。
【００９０】
　複数の操作部としての、例えば、２つの操作部を、特定操作部３１とする場合には、そ
の特定操作部３１としての２つの操作部のそれぞれに対し、同一の変更対象パラメータを
割り当てることができる。
【００９１】
　この場合、特定操作部３１としての２つの操作部のうちのいずれを操作しても、変更対
象パラメータのパラメータ値を、同様に変更することができる。
【００９２】
　また、複数の操作部としての、例えば、２つの操作部を、特定操作部３１とする場合に
おいて、複数の調整パラメータが、変更対象パラメータとなっているときには、特定操作
部３１としての２つの操作部のそれぞれに対し、同一の、複数の変更対象パラメータを割
り当てる他、２つの操作部のうちの一方の操作部には、複数の変更対象パラメータのうち
の一部を割り当て、他方の操作部には、複数の変更対象パラメータのうちの残りを割り当
てることができる。
【００９３】
　この場合、特定操作部３１としての２つの操作部のうちのいずれを操作するかによって
、パラメータ値が変更される変更対象パラメータは、異なることになる。
【００９４】
　［変更対象パラメータテーブル］
【００９５】
　図８は、システムコントローラ６のメモリ２２に記憶される変更対象パラメータテーブ
ルの例を示す図である。
【００９６】
　図７で説明したように、変更対象パラメータテーブルは、デフォルトシーンと、そのデ
フォルトシーンに対応して、変更対象パラメータとして選択する調整パラメータとを対応
付けたテーブルであり、図８では、上述した「夕焼け」、「逆光」、「青空」、「風景」
、及び、「カラフル」の５つのシーンを、デフォルトシーンとして、その５つ（５種類）
のデフォルトシーンそれぞれについて、変更対象パラメータとして選択する調整パラメー
タが登録されている。
【００９７】
　また、図８では、変更対象パラメータとして選択する調整パラメータとして、露出制御
の調整パラメータ、ホワイトバランス調整（ホワイトバランス補正）の調整パラメータ、
階調制御の調整パラメータ、及び、色調整（色補正）の調整パラメータの４つの調整パラ
メータのうちの１つ以上の調整パラメータを、変更対象パラメータとして選択することが
できるようになっている。
【００９８】
　なお、変更対象パラメータテーブルに登録するシーン（デフォルトシーン）は、上述の
５つのシーンに限定されるものではなく、変更対象パラメータとして選択することができ
る調整パラメータも、上述の４つの調整パラメータに限定されるものではない。
【００９９】
　また、変更対象パラメータテーブルでは、１つのデフォルトシーンに対して、１つ以上
の調整パラメータを、変更対象パラメータとして対応付けることができるが、図８では、
１つのデフォルトシーンに対して、２つ以上の調整パラメータが、変更対象パラメータと
して対応付けられている。この場合、特定操作部３１の操作に対応して、デフォルトシー
ンに対応付けられている２つ以上の変更対象パラメータ（のパラメータ値）が、同時に変
更（設定）される。
【０１００】
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　図８の変更対象パラメータテーブルによれば、「夕焼け」のシーン（デフォルトシーン
）については、色温度、明るさ、及び、コントラストを変化させることで、様々な夕景を
表現することを目的として、露出制御の調整パラメータ、ホワイトバランス調整の調整パ
ラメータ、階調制御の調整パラメータ、及び、色調整の調整パラメータの４つの調整パラ
メータのうちの、露出制御の調整パラメータ、ホワイトバランス調整の調整パラメータ、
及び、階調制御の調整パラメータの３つの調整パラメータが、変更対象パラメータとして
選択される。
【０１０１】
　また、「逆光」のシーンについては、明るさやトーンカーブを変化させることで、人物
や建物等の被写体をシルエット化したり、逆に暗く撮影されることを防いで顔や建物等を
きれいに撮影することができるように制御したりすることを目的として、上述の４つの調
整パラメータのうちの、露出制御の調整パラメータ、及び、階調制御の調整パラメータの
２つの調整パラメータが、変更対象パラメータとして選択される。
【０１０２】
　「青空」のシーンについては、空の青色や、明るさ、トーンカーブを変化させることで
、青空を強調することを目的として、上述の４つの調整パラメータのうちの、露出制御の
調整パラメータ、階調制御の調整パラメータ、及び、色調整の調整パラメータの３つの調
整パラメータが、変更対象パラメータとして選択される。
【０１０３】
　「風景」のシーンについては、空の青色及び植物の緑色や、明るさを変化させることで
、風景のシーンをより鮮やかに撮影することを目的として、上述の４つの調整パラメータ
のうちの、露出制御の調整パラメータ、及び、色調整の調整パラメータの２つの調整パラ
メータが、変更対象パラメータとして選択される。
【０１０４】
　「カラフル」のシーンについては、色の濃さ、明るさ、及び、コントラストを変化させ
ることで、花等をより印象的に表現することを目的として、上述の４つの調整パラメータ
のうちの、露出制御の調整パラメータ、階調制御の調整パラメータ、及び、色調整の調整
パラメータの３つの調整パラメータが、変更対象パラメータとして選択される。
【０１０５】
　［パラメータ特性］
【０１０６】
　図９は、システムコントローラ６のメモリ２２に記憶されるパラメータ特性の例を示す
図である。
【０１０７】
　図７で説明したように、パラメータ特性は、特定操作部３１の操作値と、変更対象パラ
メータのパラメータ値との関係を表す。
【０１０８】
　図９では、パラメータ特性を、特定操作部３１の操作値と、変更対象パラメータのパラ
メータ値との関係を表すグラフで示してあるが、パラメータ特性は、数値コード等の、CP
U２１に扱いやすい形式で、メモリ２２に記憶される。
【０１０９】
　図７で説明したように、パラメータ特性は、デフォルトシーンごとに、デフォルトシー
ンに対応付けて、メモリ２２に記憶されており、システムコントローラ６は、認識シーン
に一致するデフォルトシーンに対応付けられているパラメータ特性に従い、変更対象パラ
メータのパラメータ値を設定する。
【０１１０】
　図９は、図８の変更対象パラメータテーブルに登録されている「夕焼け」、「逆光」、
「青空」、「風景」、及び、「カラフル」の５つのデフォルトシーンのうちの、例えば、
「青空」に対応付けられているパラメータ特性を示している。
【０１１１】
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　図８の変更対象パラメータテーブルによれば、「青空」のシーンについては、上述した
ように、露出制御の調整パラメータ、階調制御の調整パラメータ、及び、色調整の調整パ
ラメータの３つの調整パラメータが、変更対象パラメータとして選択される。
【０１１２】
　このため、「青空」に対応付けられているパラメータ特性としては、変更対象パラメー
タとして選択される露出制御の調整パラメータ、階調制御の調整パラメータ、及び、色調
整の調整パラメータの３つの調整パラメータそれぞれのパラメータ特性が存在し、その３
つの調整パラメータそれぞれのパラメータ特性に従い、変更対象パラメータ（としての３
つの調整パラメータ）のパラメータ値が、特定操作部３１の操作に対応して設定される。
【０１１３】
　すなわち、露出制御の調整パラメータ、階調制御の調整パラメータ、及び、色調整の調
整パラメータそれぞれのパラメータ特性において、ある操作値aに対応するパラメータ値
を、b1,b2、及び。b3と表すことすると、特定操作部３１が操作され、特定操作部３１の
操作値が、値aにされた場合、システムコントローラ６は、変更対象パラメータとしての
露出制御の調整パラメータのパラメータ値（明るさ）、階調制御の調整パラメータのパラ
メータ値（コントラスト）、及び、色調整の調整パラメータのパラメータ値（色の濃さ）
を、それぞれ、値b1,b2、及び、b3に設定する。
【０１１４】
　以上のように、特定操作部３１の操作に対応して、変更対象パラメータとして選択され
た２つ以上の調整パラメータのパラメータ値が、同時に変更（設定）される。
【０１１５】
　なお、変更対象パラメータテーブル（図８）、及び、パラメータ特性（図９）は、例え
ば、図１の撮影装置の製造メーカ等の専門家が、経験やシミュレーションの結果等に基づ
いて決定する。
【０１１６】
　以上説明したように、図１の撮影装置では、画像に写るシーンを認識し、その画像のシ
ーンに対応して、複数の調整パラメータの中から、パラメータ値を変更する対象の調整パ
ラメータである変更対象パラメータを選択し、ユーザが操作可能な操作部のうちの特定操
作部３１に割り当て、ユーザによる特定操作部３１の操作に対応して、特定操作部３１に
割り当てられた変更対象パラメータのパラメータ値を設定するので、ユーザは、変更対象
パラメータを選択する煩わしい操作を行う必要がない。
【０１１７】
　そして、撮影装置において、変更対象パラメータが、適切に選択され、ユーザは、その
変更対象パラメータのパラメータ値を、ユーザの好みにあった画像が得られるように設定
（操作）することができる。
【０１１８】
　また、システムコントローラ６は、画像のシーン（認識シーン）に対応して、複数の調
整パラメータの中から、２以上の調整パラメータを、変更対象パラメータとして選択し、
１つの特定操作部３１に割り当て、ユーザによる特定操作部３１の操作に対応して、特定
操作部３１に割り当てられた２以上の変更対象パラメータのパラメータ値を、同時に設定
することができるので、ユーザは、２以上の調整パラメータの相対効果やバランスを考慮
したり、パラメータ値を変更する調整パラメータを選択する操作を繰り返したりする必要
がなく、初心者でも、撮影しようとする画像のシーンと自分の好みにあわせたパラメータ
値を、容易に設定することができる。
【０１１９】
　すなわち、例えば、前述の特許文献１に記載の電子カメラのように、ユーザが、ディジ
タルカメラの操作部を操作することによって、各種の調整パラメータを、所定のパラメー
タ値に設定することができる従来のディジタルカメラ（図１の撮影装置の完全マニュアル
設定モードの動作を行うディジタルカメラ）では、ユーザが、２つ以上の調整パラメータ
のパラメータ値を、その２つ以上の調整パラメータの相対効果やバランスを考慮して変更
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しなければならないことが、少なくないため、初心者が、自分の好みにあった画像が得ら
れるパラメータ値を設定することは難しい。
【０１２０】
　また、ある程度の熟練者であっても、相対効果やバランスを考慮する必要がある２つ以
上の調整パラメータのパラメータ値の設定では、ある１つの調整パラメータを選択して、
そのパラメータ値を変更し、その後、他の１つの調整パラメータを選択して、そのパラメ
ータ値を変更すること等を繰り返す、といった煩雑な操作を行う必要があることがあり、
その結果、撮影の機会を逸することや、動画の撮影中に、調整パラメータのパラメータ値
の設定の操作を行うことが難しいという面がある。
【０１２１】
　これに対して、図１の撮影装置の半マニュアル設定モードでは、画像のシーンに対応し
て、複数の調整パラメータの中から、２以上の調整パラメータが、変更対象パラメータと
して選択され、１つの特定操作部３１に割り当てられる。そして、ユーザによる特定操作
部３１の操作に対応して、特定操作部３１に割り当てられた２以上の変更対象パラメータ
のパラメータ値が、同時に設定されるので、２以上の変更対象パラメータのパラメータ値
それぞれを、独立に設定することはできないという自由度の制限がある反面、ユーザは、
２以上の調整パラメータの相対効果やバランスを考慮して、パラメータ値を変更する調整
パラメータを選択する操作を繰り返すことなく、撮影しようとする画像のシーンと自分の
好みにあわせたパラメータ値を、容易に設定することができる。
【０１２２】
　なお、特定の幾つかのシーン（撮影しようとする画像のシーン）に適した各調整パラメ
ータのパラメータ値を、撮像装置の制御部にあらかじめ記録しておき、撮像装置が自動で
判定した、撮影しようとする画像のシーン、あるいはユーザが選択した、撮影しようとす
る画像のシーンに適したパラメータ値となるように、各調整パラメータが、制御部に記録
されたパラメータ値に、自動で設定されるシーン選択機能を有する撮像装置がある。
【０１２３】
　例えば、特開2004-235956号公報には、画像の逆光状態を判定し、その逆光状態に応じ
た逆光補正を行う撮像装置が記載されている。
【０１２４】
　シーン選択機能を有する撮像装置では、シーン選択機能を有効にしておくことで、ユー
ザは、煩わしい操作をすることなく、撮影しようとする画像のシーンに適したパラメータ
値で画像を撮影することができる。
【０１２５】
　しかしながら、シーン選択機能を有する撮像装置では、各調整パラメータが、制御部に
あらかじめ記録されたパラメータ値に一意に設定されるため、ユーザがパラメータ値を設
定する自由度がなく、ユーザの好みにあわない画像が撮影されることがある。
【０１２６】
　これに対して、図１の撮影装置では、２以上の変更対象パラメータのパラメータ値が、
パラメータ特性に従って、同時に変更されるという制限はあるものの、２以上の変更対象
パラメータのパラメータ値が、特定操作部３１の操作に対応して設定（変更）されるので
、ユーザは、シーン選択機能を有する撮像装置において、すべての調整パラメータが、画
像のシーンに対応して、制御部に記録されたパラメータ値に一意に設定される場合よりも
、好みにあった画像を撮影することができる。
【０１２７】
　なお、図１の撮影装置では、特定操作部３１の操作に対応してパラメータ値を設定する
のに用いるパラメータ特性を、ユーザの操作に対応して設定することができる。
【０１２８】
　すなわち、図１の撮影装置では、例えば、特定操作部３１の操作に対応してパラメータ
値を設定するのに用いるパラメータ特性としての、図９に示したようなグラフを、画像表
示部１１に表示し、画像表示部１１に表示されたグラフに対するユーザの操作（タッチ）
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に対応して、パラメータ特性を変更することができる。
【０１２９】
　この場合、変更後のパラメータ特性が、システムコントローラ６のメモリ２２に記憶さ
れ、その変更後のパラメータ特性に従い、変更対象パラメータのパラメータ値が設定され
る。
【０１３０】
　また、図１の撮影装置では、画像のシーンに対応付けられた１以上の変更対象パラメー
タのそれぞれについて、複数のパラメータ特性を、メモリ２２に記憶させておき、メモリ
２２に記憶された複数のパラメータ特性の中から、特定操作部３１の操作に対応してパラ
メータ値を設定するのに用いるパラメータ特性を、ユーザの操作に対応して選択すること
ができる。
【０１３１】
　例えば、図１の撮影装置では、各種の設定を行う設定画面において、パラメータ特性を
選択するメニューであるパラメータ特性選択メニューを用意しておき、ユーザが、パラメ
ータ特性選択メニューを選択した場合に、画像のシーンに対応付けられた１以上の変更対
象パラメータのそれぞれについて、画像表示部１１に、複数のパラメータ特性としてのグ
ラフを表示させることができる。
【０１３２】
　そして、図１の撮影装置では、ユーザが、画像表示部１１に表示された複数のパラメー
タ特性のうちの１つのパラメータ特性を選択した場合に、そのパラメータ特性を、特定操
作部３１の操作に対応してパラメータ値を設定するのに用いるパラメータ特性として選択
することができる。
【０１３３】
　以上のように、特定操作部３１の操作に対応してパラメータ値を設定するのに用いるパ
ラメータ特性を、ユーザの操作に対応して設定することができる場合には、２以上の変更
対象パラメータのパラメータ値それぞれを、独立に設定することができないという自由度
の制限を緩和することができる。
【０１３４】
　なお、変更対象パラメータテーブルにおいて、各デフォルトシーンに対して、変更対象
パラメータとして対応付けておく調整パラメータも、パラメータ特性と同様に、パラメー
タ特性選択メニューにおいて、ユーザの操作に応じて選択することができるようにするこ
とが可能である。
【０１３５】
　また、図７では、-Aないし+Aの範囲の値が操作値となる特定操作部３１に割り当てられ
た変更対象パラメータの初期値として、パラメータ特性において、操作値が0である場合
のパラメータ値を採用することとしたが、その他、例えば、ユーザによる特定操作部３１
の操作の学習を、ユーザの嗜好にあったパラメータ値を学習する操作学習として行い、操
作学習の結果に基づき、特定操作部３１に割り当てられた変更対象パラメータのパラメー
タ値の初期値を設定することが可能である。
【０１３６】
　例えば、システムコントローラ６において、ユーザによる特定操作部３１の操作に対応
して過去の撮影時に設定された変更対象パラメータのパラメータ値を、認識シーンごとに
、メモリ２２に記憶することを、操作学習として行うことができる。
【０１３７】
　そして、システムコントローラ６では、操作学習においてメモリ２２に記憶されたパラ
メータ値に基づき、特定操作部３１に割り当てられた変更対象パラメータのパラメータ値
の初期値を設定することができる。
【０１３８】
　すなわち、例えば、あるデフォルトシーンに対応付けられた変更対象パラメータについ
ては、そのデフォルトシーンに一致する認識シーンの画像の過去何回分かの撮影時に設定
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されたパラメータ値の平均値や最頻値に最も近いパラメータ特性としてのグラフの値、前
回の撮影時に設定されたパラメータ値等を、パラメータ値の初期値として採用することが
できる。
【０１３９】
　また、例えば、システムコントローラ６では、ユーザによる特定操作部３１の操作に対
応して過去に設定された変更対象パラメータのパラメータ値と、そのパラメータ値が設定
されたときの、画像を撮影する撮影環境とを対応付けて、認識シーンごとに、メモリ２２
に記憶することを、操作学習として行うことができる。
【０１４０】
　そして、システムコントローラ６では、操作学習においてメモリ２２に記憶された認識
シーンのパラメータ値のうちの、現在の画像の撮影環境に一致する撮影環境（類似する撮
影環境を含む）と対応付けられているパラメータ値に基づき、特定操作部３１に割り当て
られた変更対象パラメータのパラメータ値の初期値を設定することができる。
【０１４１】
　すなわち、例えば、逆光の度合いや明るさ等の撮影時の撮影環境と、その撮影時に設定
された変更対象パラメータのパラメータ値とを対応付けて、メモリ２２に記憶しておき、
システムコントローラ６において、現在の撮影環境に一致する撮影環境と対応付けて記憶
されているパラメータ値等に最も近いパラメータ特性としてのグラフの値を、パラメータ
値の初期値として採用することができる。
【０１４２】
　あるいは、システムコントローラ６において、撮影時の撮影環境と、その撮影時に設定
された変更対象パラメータのパラメータ値との関係を表す、多項式等の所定の関数を求め
ておき、その関数を用いて、現在の撮影環境に対する関数値としてのパラメータ値を算出
し、そのパラメータ値に最も近いパラメータ特性としてのグラフの値を、パラメータ値の
初期値として採用することができる。
【０１４３】
　以上のように、ユーザによる特定操作部３１の操作を学習する操作学習を行い、操作学
習の結果に基づき、特定操作部３１に割り当てられた変更対象パラメータのパラメータ値
の初期値を設定することにより、ユーザは、特定操作部３１の操作を（ほとんど）行わず
に、自分の好みにあった画像を撮影することが可能となる。
【０１４４】
　また、本実施の形態では、特定操作部３１を、変更対象パラメータのパラメータ値を設
定する操作部としてのみ機能させるようにしたが、特定操作部３１は、さらに、あるデフ
ォルトの機能を有する操作部としても機能させることができる。
【０１４５】
　この場合、システムコントローラ６では、特定操作部３１が、操作部群１３の操作部の
うちの所定の操作部（例えば、シャッターボタンとして機能する操作部等）と同時に操作
されたときにのみ、特定操作部３１の操作に対応して、変更対象パラメータのパラメータ
値を設定すること、つまり、特定操作部３１を、変更対象パラメータのパラメータ値を設
定する操作部として機能させることができる。
【０１４６】
　以上のようにすることで、特定操作部３１が単独で操作された場合には、特定操作部３
１を、あるデフォルトの機能を有する操作部として機能させ、特定操作部３１が、所定の
操作部と同時に操作された場合には、特定操作部３１を、変更対象パラメータのパラメー
タ値を設定する操作部として機能させることができる。
【０１４７】
　また、画像表示部１１では、変更対象パラメータの現在のパラメータ値に対応する画像
を表示するとともに、特定操作部３１の操作値が所定値になるように操作された場合に、
システムコントローラ６において設定される変更対象パラメータのパラメータ値に対応す
る画像を表示することができる。
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【０１４８】
　すなわち、システムコントローラ６は、特定操作部３１の操作値がとり得る-Aないし+A
の範囲内に、１以上の仮の操作値を設定する。
【０１４９】
　１以上の仮の操作値は、例えば、その１以上の仮の操作値と、特定操作部３１の現在の
操作値との、すべての操作値が、-Aないし+Aの範囲において、なるべく等間隔になるよう
に設定することができる。例えば、特定操作部３１の現在の操作値が0であり、２つの仮
の操作値を設定する場合には、２つの仮の操作値は、例えば、-A/2と+A/2とに、それぞれ
設定することができる。
【０１５０】
　そして、撮影装置では、露出制御、ホワイトバランス調整、階調制御、色調整等の調整
処理を、１以上の仮の操作値に対応する仮のパラメータ値それぞれと、現在の操作値に対
応する現在のパラメータ値とのそれぞれに従って、時分割等で行い、１以上の仮のパラメ
ータ値に対応する画像それぞれと、現在のパラメータ値に対応する画像とを得て、画像表
示部１１に、同時に表示する。
【０１５１】
　この場合、ユーザは、現在のパラメータ値に対応する画像の他、特定操作部３１を、仮
の操作値になるように操作した場合に撮影される画像（仮の操作値に対応する仮のパラメ
ータ値に対応する画像）を、特定操作部３１を操作する前に、確認することができる。
【０１５２】
　なお、以上のように、画像表示部１１において、現在のパラメータ値に対応する画像と
ともに、仮のパラメータ値に対応する画像を表示する場合には、ユーザが、画像表示部１
１に表示された、仮のパラメータ値に対応する画像を選択（タッチ）したときに、システ
ムコントローラ６において、変更対象パラメータを、ユーザが選択した画像の仮のパラメ
ータ値に設定することができる。
【０１５３】
　この場合、ユーザは、特定操作部３１を操作して、操作値（ひいては、パラメータ値）
を変更しなくても、画像表示部１１に表示された画像を選択するだけで、変更対象パラメ
ータが、ユーザの好みの画像が撮影されるように設定される。
【０１５４】
　なお、特性操作部３１を操作することによる変更対象パラメータ（のパラメータ値）の
設定は、画像（静止画及び動画）の撮影前に行っても良いし、画像（動画）の撮影中に行
っても良い。
【０１５５】
　また、変更対象パラメータに従った、露出制御、ホワイトバランス調整、階調制御、色
調整等の調整処理は、撮影前の画像、すなわち、画像保存部１２において記録媒体に記録
される前の画像を対象として行う他、画像が記録媒体に記録された後に、その記録媒体か
ら画像が再生された場合に、その画像を対象として行うこともできる。
【０１５６】
　以上、本発明を、画像（静止画や動画）を撮影する機能を有する撮影装置に適用した場
合について説明したが、本発明は、画像を撮影する機能を有しない画像処理装置、すなわ
ち、例えば、ディジタルカメラ等で撮影された画像を編集するアプリケーションソフトウ
ェア等にも適用可能である。
【０１５７】
　［本発明を適用したコンピュータの説明］
【０１５８】
　次に、上述した一連の処理は、ハードウェアにより行うこともできるし、ソフトウェア
により行うこともできる。一連の処理をソフトウェアによって行う場合には、そのソフト
ウェアを構成するプログラムが、汎用のコンピュータ等にインストールされる。
【０１５９】
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　そこで、図１０は、上述した一連の処理を実行するプログラムがインストールされるコ
ンピュータの一実施の形態の構成例を示している。
【０１６０】
　プログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体としてのハードディスク１０５
やROM１０３に予め記録しておくことができる。
【０１６１】
　あるいはまた、プログラムは、リムーバブル記録媒体１１１に格納（記録）しておくこ
とができる。このようなリムーバブル記録媒体１１１は、いわゆるパッケージソフトウエ
アとして提供することができる。ここで、リムーバブル記録媒体１１１としては、例えば
、フレキシブルディスク、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory)，MO(Magneto Optica
l)ディスク，DVD(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリ等がある。
【０１６２】
　なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体１１１からコンピュータに
インストールする他、通信網や放送網を介して、コンピュータにダウンロードし、内蔵す
るハードディスク１０５にインストールすることができる。すなわち、プログラムは、例
えば、ダウンロードサイトから、ディジタル衛星放送用の人工衛星を介して、コンピュー
タに無線で転送したり、LAN(Local Area Network)、インターネットといったネットワー
クを介して、コンピュータに有線で転送することができる。
【０１６３】
　コンピュータは、CPU(Central Processing Unit)１０２を内蔵しており、CPU１０２に
は、バス１０１を介して、入出力インタフェース１１０が接続されている。
【０１６４】
　CPU１０２は、入出力インタフェース１１０を介して、ユーザによって、入力部１０７
が操作等されることにより指令が入力されると、それに従って、ROM(Read Only Memory)
１０３に格納されているプログラムを実行する。あるいは、CPU１０２は、ハードディス
ク１０５に格納されたプログラムを、RAM(Random Access Memory)１０４にロードして実
行する。
【０１６５】
　これにより、CPU１０２は、上述したフローチャートにしたがった処理、あるいは上述
したブロック図の構成により行われる処理を行う。そして、CPU１０２は、その処理結果
を、必要に応じて、例えば、入出力インタフェース１１０を介して、出力部１０６から出
力、あるいは、通信部１０８から送信、さらには、ハードディスク１０５に記録等させる
。
【０１６６】
　なお、入力部１０７は、キーボードや、マウス、マイク等で構成される。また、出力部
１０６は、LCD(Liquid Crystal Display)やスピーカ等で構成される。
【０１６７】
　ここで、本明細書において、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、必ずしも
フローチャートとして記載された順序に沿って時系列に行われる必要はない。すなわち、
コンピュータがプログラムに従って行う処理は、並列的あるいは個別に実行される処理（
例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理）も含む。
【０１６８】
　また、プログラムは、１のコンピュータ（プロセッサ）により処理されるものであって
も良いし、複数のコンピュータによって分散処理されるものであっても良い。さらに、プ
ログラムは、遠方のコンピュータに転送されて実行されるものであっても良い。
【０１６９】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１７０】
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　１　撮影部，　２　レンズ，　３　絞り，　４　撮像素子，　５　レンズドライバ，　
６　システムコントローラ，　７　TG，　８　アナログ信号処理部，　９　A/D変換部，
　１０　ディジタル信号処理部，　１１　画像表示部，　１２　画像保存部，　１３　操
作部群，　２１　CPU，　２２　メモリ，　３１　特定操作部，　１０１　バス，　１０
２　CPU，　１０３　ROM，　１０４　RAM，　１０５　ハードディスク，　１０６　出力
部，　１０７　入力部，　１０８　通信部，　１０９　ドライブ，　１１０　入出力イン
タフェース，　１１１　リムーバブル記録媒体

【図１】 【図２】



(21) JP 2011-114662 A 2011.6.9

【図３】 【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】
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