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(57)【要約】
【課題】特徴点が存在する可能性の高い小ブロックから
動きベクトルを取得することでき、ブレ補正を有効的に
機能させることができる。
【解決手段】アナログ信号処理部１５は、撮像センサ１
６に結像された映像を取り込み、所定の信号処理を施し
た後、表示部２５にスルー表示する。このとき、撮影対
象物の場所（画面上での位置）を指定させるために、動
きベクトル参照場所選択ユーザインターフェースを、ス
ルー画面上に半透過で表示する。制御部２０は、ユーザ
により指定された撮影対象物の場所に対応して設けられ
ている小ブロックを動きベクトルの参照ブロックとして
決定し、該参照ブロックに基づいてフレーム間の動きベ
クトルを算出する。そして、該動きベクトルに基づいて
切り取り位置を上下左右に移動させることでブレ補正を
行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を取得する映像取得手段と、
　映像全体の中に部分的に設けられた小ブロックを対象として動きベクトルを算出する動
きベクトル算出手段と、
　前記動きベクトル算出手段により算出された動きベクトルに基づいて、前記映像の切り
取り位置を変化させることでブレ補正を行うブレ補正手段と、
　映像全体の中に部分的に設けられた小ブロックのうち、利用者の指示操作に基づいて、
前記動きベクトル算出手段による動きベクトルの算出対象となる参照ブロックを決定する
決定手段と
　を備え、
　前記動きベクトル算出手段は、前記決定手段により決定された参照ブロックを対象とし
て動きベクトルを算出することを特徴とする動画処理装置。
【請求項２】
　前記映像取得手段により逐次取得される映像をモニタ画面上に逐次表示する映像表示手
段と、
　前記映像表示手段により映像が表示されているモニタ画面上に、前記動きベクトルの算
出対象として指定可能な小ブロックの位置を識別表示する識別表示手段と
　を備え、
　前記決定手段は、前記識別表示手段により小ブロックの位置が識別表示された状態での
利用者の指示操作に基づいて、前記動きベクトルの算出対象となる参照ブロックを決定す
ることを特徴とする請求項１記載の動画処理装置。
【請求項３】
　手ブレ補正を行って撮像した映像を録画・表示する動画撮影装置であって、
　映像を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により逐次撮像される映像を逐次表示する映像表示手段と、
　前記映像全体の中に配置された複数の小ブロックのうち、利用者によって指定された撮
影対象物の位置に配置された小ブロックを参照ブロックとして決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された参照ブロック毎に動きベクトルを算出する動きベクトル
算出手段と、
　前記動きベクトル算出手段によって算出された動きベクトルに基づいて、映像全体の時
間軸方向に対する動き量を検出する動き量検出手段と、
　前記動き量検出手段により検出される動き量に基づいて、前記映像の切り取り位置を変
化させることでブレ補正を行うブレ補正手段と
　を具備することを特徴とする動画撮影装置。
【請求項４】
　異なる撮影状況毎に少なくとも映像内の撮影対象物の位置を規定する定型フォームを記
憶する定型フォーム記憶手段と、
　前記定型フォーム記憶手段からいずれか１つの定型フォームを選択する選択手段とを具
備し、
　前記決定手段は、前記選択手段により選択された定型フォームで規定される撮影対象物
の位置に配置された小ブロックを参照ブロックとして決定することを特徴とする請求項３
記載の動画撮影装置。
【請求項５】
　映像内の撮影対象物を検知し、該検知した撮影対象物の位置に対応して配置されている
合焦領域を決定し、該合焦領域内で撮影対象物に合焦させる合焦手段を具備し、
　前記決定手段は、前記合焦手段によって合焦された撮影対象物の位置に配置された小ブ
ロックを参照ブロックとして決定することを特徴とする請求項３記載の動画撮影装置。
【請求項６】
　前記決定手段は、前記撮影対象物の位置に配置された小ブロックを細分化した極小ブロ
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ックを参照ブロックとして決定することを特徴とする請求項３ないし５のいずれかに記載
の動画撮影装置。
【請求項７】
　前記決定手段は、前記撮影対象物の位置に配置された小ブロックに加え、前記撮影対象
物の位置での参照ブロック密度が高くなるように、前記撮影対象物以外の領域に配置され
た小ブロックを前記参照ブロックとして決定することを特徴とする請求項３ないし５のい
ずれかに記載の動画撮影装置。
【請求項８】
　手ブレ補正を行って撮像した映像を表示する動画撮影プログラムであって、
　コンピュータに、
　映像を撮像する撮像機能、
　逐次撮像される映像を逐次表示する映像表示機能、
　前記映像全体の中に配置された複数の小ブロックのうち、利用者によって指定された撮
影対象物の位置に配置された小ブロックを参照ブロックとして決定する決定機能、
　前記決定された参照ブロック毎に動きベクトルを算出する動きベクトル算出機能、
　前記算出された動きベクトルに基づいて、映像全体の時間軸方向に対する動き量を検出
する動き量検出機能、
　前記検出された動き量に基づいて、前記映像の切り取り位置を変化させることでブレ補
正を行うブレ補正機能
　を実現させることを特徴とする動画撮影プログラム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手ブレ補正を行う動画処理装置、動画撮影装置および動画撮影プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、デジタルカメラでは、静止画に加え、動画撮影する機能が備えられている。
動画撮影における手ブレ補正には、大別して２種類がある。第１の手ブレ補正（機械式手
ぶれ補正）は、手ブレによるデジタルカメラ筐体の振動を検出する加速度／ジャイロセン
サからの出力信号に基づいて、撮像素子か、あるいはレンズを揺らして手ブレをキャンセ
ルする技術である。しかしながら、上述した機械式手ブレ補正では、レンズが大型化して
コストアップになるという問題がある。
【０００３】
　第２の手ブレ補正（電子式手ブレ補正）は、撮像素子から得られる映像全画角のうち、
一部の画角を切り取りながら撮影を行い、手ブレに呼応して切り取り位置を揺らしながら
記録する技術である（例えば、特許文献１参照）。該電子式手ブレ補正では、フレーム全
体の動きを求めるために、フレーム全体を細分化した小さなブロック（以下、小ブロック
という）毎に算出した複数の動きベクトルを用いる。複数の動きベクトルを用いることで
、動被写体成分などのブレ成分以外の動き成分を排除したフレームに最適な補正成分だけ
を算出することができる。
【０００４】
　しかしながら、全ての小ブロックの動きベクトルを算出することは、演算処理の負荷が
大きく困難である。そのため、動きベクトルを算出する小ブロックを選び出すことが必要
であり、特徴量（ある領域における特徴点の量）を検出して特徴量の多い小ブロックを選
択したり、小ブロックを固定位置に配置したりしている。
【０００５】
　動きベクトルを算出する小ブロック決定後、現フレームの画像データと１つ前のフレー
ムの画像データとの２つの画像データから、ブロックマッチング（差分二乗和の最小位置



(4) JP 2008-48152 A 2008.2.28

10

20

30

40

50

を求める方法）や、ＫＬＴ法（勾配法を用いた方法）などによって、小ブロックの動きベ
クトルを取得し、ＲＡＮＳＡＣ（Ｒａｎｄｏｍ　ｓａｍｐｌｅ　ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ）な
どによって、フレーム全体の動き量を算出する。
【０００６】
　そして、画像データ全体の何割か（８０％とか、９０％とか）を切り出し領域とし、前
のフレームから動いた分を戻すべく、算出した動き量の分だけをオフセットを付けて、切
り出し領域を拡大して、動画符号化回路や表示部に送り出す。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－２４８１７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した電子式手ブレ補正において、特徴量の検出は、ＨＡＲＲＩＳオペレータなどを
用いるため、演算を行う専用のハードウェアが必要となる。しかしながら、演算を行う専
用のハードウェアを搭載していない装置において、ソフトウェアで実現することは、演算
処理の負荷が大きく困難であるという問題がある。
【０００９】
　そのため、そのような装置においては、固定位置に配置した小ブロックを用いることが
一般的である。しかしながら、固定位置に配置した小ブロックを用いる場合には、特徴点
が小ブロック内に存在するとは限らないため、ブレ補正が有効的に機能しない場合も多い
という問題がある。
【００１０】
　そこで本発明は、専用のハードウェアを搭載していなくても、特徴点が存在する可能性
の高い領域から動きベクトルを取得することでき、ブレ補正を有効的に機能させることが
できる動画処理装置、動画撮影装置および動画撮影プログラムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的達成のため、請求項１記載の発明は、映像を取得する映像取得手段と、映像全
体の中に部分的に設けられた小ブロックを対象として動きベクトルを算出する動きベクト
ル算出手段と、前記動きベクトル算出手段により算出された動きベクトルに基づいて、前
記映像の切り取り位置を変化させることでブレ補正を行うブレ補正手段と、映像全体の中
に部分的に設けられた小ブロックのうち、利用者の指示操作に基づいて、前記動きベクト
ル算出手段による動きベクトルの算出対象となる参照ブロックを決定する決定手段とを備
え、前記動きベクトル算出手段は、前記決定手段により決定された参照ブロックを対象と
して動きベクトルを算出することを特徴とする。
【００１２】
　また、好ましい態様として、例えば請求項２記載のように、請求項１記載の動画処理装
置において、前記映像取得手段により逐次取得される映像をモニタ画面上に逐次表示する
映像表示手段と、前記映像表示手段により映像が表示されているモニタ画面上に、前記動
きベクトルの算出対象として指定可能な小ブロックの位置を識別表示する識別表示手段と
を備え、前記決定手段は、前記識別表示手段により小ブロックの位置が識別表示された状
態での利用者の指示操作に基づいて、前記動きベクトルの算出対象となる参照ブロックを
決定するようにしてもよい。
【００１３】
　また、請求項３、８記載の発明は、逐次撮像される映像を逐次表示する際に、映像全体
の中に配置された複数の小ブロックのうち、利用者によって指定された撮影対象物の位置
に配置された小ブロックを参照ブロックとして決定し、該参照ブロック毎に動きベクトル
を算出し、算出された動きベクトルに基づいて、映像全体の時間軸方向に対する動き量を
検出し、該動き量に基づいて映像の切り取り位置を変化させることでブレ補正を行うこと
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を特徴とする。
【００１４】
　また、好ましい態様として、例えば請求項４記載のように、請求項３記載の動画撮影装
置において、異なる撮影状況毎に少なくとも映像内の撮影対象物の位置を規定する定型フ
ォームを記憶する定型フォーム記憶手段と、前記定型フォーム記憶手段からいずれか１つ
の定型フォームを選択する選択手段とを具備し、前記決定手段は、前記選択手段により選
択された定型フォームで規定される撮影対象物の位置に配置された小ブロックを参照ブロ
ックとして決定するようにしてもよい。
【００１５】
　また、好ましい態様として、例えば請求項５記載のように、請求項３記載の動画撮影装
置において、映像内の撮影対象物を検知し、該検知した撮影対象物の位置に対応して配置
されている合焦領域を決定し、該合焦領域内で撮影対象物に合焦させる合焦手段を具備し
、前記決定手段は、前記合焦手段によって合焦された撮影対象物の位置に配置された小ブ
ロックを参照ブロックとして決定するようにしてもよい。
【００１６】
　また、好ましい態様として、例えば請求項６記載のように、請求項３ないし５のいずれ
かに記載の動画撮影装置において、前記決定手段は、前記撮影対象物の位置に配置された
小ブロックを細分化した極小ブロックを参照ブロックとして決定するようにしてもよい。
【００１７】
　また、好ましい態様として、例えば請求項７記載のように、請求項３ないし５のいずれ
かに記載の動画撮影装置において、前記決定手段は、前記撮影対象物の位置に配置された
小ブロックに加え、前記撮影対象物の位置での参照ブロック密度が高くなるように、前記
撮影対象物以外の領域に配置された小ブロックを前記参照ブロックとして決定するように
してもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、映像全体の中に部分的に設けられた小ブロックのうち、利用者の指示
操作に基づいて、前記動きベクトル算出手段による動きベクトルの算出対象となる参照ブ
ロックを決定し、決定された参照ブロックを対象として動きベクトルを算出し、該動きベ
クトルに基づいて、前記映像の切り取り位置を変化させることでブレ補正を行うようにし
たので、専用のハードウェアを搭載していなくても、特徴点が存在する可能性の高い領域
から動きベクトルを取得することでき、ブレ補正を有効的に機能させることができるとい
う利点が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００２０】
Ａ．第１実施形態
　図１は、本発明の第１実施形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
図において、画像取得部１０は、レンズ１１、シャッタ１２、ＬＰＦ１３からなる。レン
ズ１１は、通常の光学レンズであり、非球面レンズを重ねたレンズ群からなる。シャッタ
１２は、シャッタボタンが操作されると、制御部２０によって駆動されるドライバ１４に
より動作する、所謂メカニカルシャッタである。なお、デジタルカメラによっては、メカ
ニカルシャッタを備えない場合もあり、沈胴式のレンズ構造、メカニカルズームを搭載す
る機種の場合、これらの駆動制御もドライバ１４で行う。ＬＰＦ１３は、水晶ローパスフ
ィルタであり、モアレの発生を防ぐために搭載されている。
【００２１】
　次に、アナログ信号処理部１５は、撮像センサ（ＣＣＤ，ＣＭＯＳ）１６、サンプリン
グ／信号増幅処理部１７、Ａ／Ｄコンバータ１８からなる。撮像センサ１６は、被写体画
像（イメージ）を結像し、ＲＧＢの各色の光の強さを、電流値に変換する。サンプリング



(6) JP 2008-48152 A 2008.2.28

10

20

30

40

50

／信号増幅処理部１７は、ノイズや色むらを抑えるための相関二重サンプリング処理や信
号増幅処理を行う。Ａ／Ｄコンバータ１８は、アナログフロントエンドとも呼ばれ、サン
プリング・増幅したアナログ信号をデジタル信号に変換する（ＲＧＢ，ＣＭＹＧ各色につ
いて１２ｂｉｔデータに変換してバスラインに出力する）。
【００２２】
　次に、制御部（ＣＰＵ）２０は、後述するプログラムメモリ格納されるプログラムに従
ってデジタルカメラ１（撮像装置）の全体を制御する。特に、本第１実施形態では、被写
体である撮影対象物の場所の指定、指定された場所を中心に小ブロックを細分化して配置
、該小ブロックに基づいてフレーム間の動きベクトルの算出、該動きベクトルに基づく画
像全体の動き量の算出、動き量に基づく切り抜きオフセットの算出、オフセットに基づく
画像の切り抜き、切り出し領域の拡大などを行うようになっている。
【００２３】
　プレビューエンジン２２は、録画モード（記録モード、撮影モードともいう）において
、画像取得部１０、アナログ信号処理部１５を介して入力されたデジタルデータ、もしく
はシャッタ操作検出直後、イメージバッファ２６に格納されたデジタルデータ、および、
画像メモリ３１に格納されたデジタルデータを表示部２５に表示させるために間引き処理
を行う。Ｄ／Ａコンバータ２３は、プレビューエンジン２２により間引き処理されたデジ
タルデータを変換し、後段のドライバ２４に出力する。
【００２４】
　ドライバ２４は、後段の表示部２５に表示されるデジタルデータを一時記憶するバッフ
ァ領域を備え、キー操作部２７、制御部２０を介して入力された制御信号に基づいて表示
部２５を駆動させる。表示部２５は、カラーＴＦＴ液晶や、ＳＴＮ液晶などからなり、プ
レビュー画像や、撮影後の画像データ、設定メニューなどを表示する。
【００２５】
　イメージバッファ２６は、アナログ信号処理部１５、もしくはデジタル信号処理部２８
を介して入力され、デジタル信号処理部２８に渡すまで一時的に撮影直後のデジタルデー
タを格納する。キー操作部２７は、シャッタボタンや、記録／再生モード選択スライドス
イッチ、メニューボタン、十字キー（中央押しで決定）などからなる。特に、本第１実施
形態では、十字キーにより、被写体である対象物の場所を指定するようになっている。
【００２６】
　デジタル信号処理部２８は、アナログ信号処理部１５を介して入力されたデジタルデー
タに対して、ホワイトバランス処理、色処理、階調処理、輸郭強調、ＲＧＢ形式からＹＵ
Ｖ形式への変換、ＹＵＶ形式からＪＰＥＧ形式への変換を行う。画像圧縮／伸張処理部２
９は、デジタル信号処理部２８を介して入力されたデジタルデータをＪＰＥＧ方式に圧縮
符号化したり、モーションＪＰＥＧ形式の動画ファイルを生成したり、モーションＪＰＥ
Ｇ形式の動画ファイルをＭＰＥＧ形式の動画ファイルに変換したり、再生モードにおいて
は、ＪＰＥＧ形式、モーションＪＰＥＧ形式、あるいはＭＰＥＧ形式の動画ファイルを伸
張したりする。
【００２７】
　プログラムメモリ３０は、制御部２０にロードされる各種プログラムや、ベストショッ
ト機能におけるＥＶ値、色補正情報などを格納する。画像メモリ３１は、イメージバッフ
ァ２６に一時的に保持された画像データや、各種ファイル形式に変換されたデジタルデー
タ、動画データなどを格納する。カードＩ／Ｆ３２は、外部記録媒体３３とデジタルカメ
ラ本体との間のデータ交換を制御する。
【００２８】
　外部記録媒体３３は、コンパクトフラッシュ（登録商標）、メモリースティック、ＳＤ
カード等からなる着脱可能な記録媒体である。外部接続用Ｉ／Ｆ３４は、ＵＳＢコネクタ
ー用スロットなどからなり、パーソナルコンピュータなどと接続され、撮影した画像デー
タの転送などに用いられる。ＲＡＭ３５は、制御部（ＣＰＵ）２０の制御に必要な各種パ
ラメータや、夜景撮影時の各種パラメータ（ゲイン（ＩＳＯ感度）、絞り、シャッタスピ
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ード、画像合成のための閾値、重みなど）などを記憶する。
【００２９】
　次に、上述した第１実施形態の動作について説明する。ここで、図２は、本第１実施形
態によるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートである。また、図３ない
し図５は、本第１実施形態による、被写体である対象物の指定、小ブロックの配置、小ブ
ロックの細分化を説明するための模式図である。
【００３０】
　動画撮影モードにすると、アナログ信号処理部１５において、撮像センサ（ＣＣＤ，Ｃ
ＭＯＳ）１６に結像された映像を取り込み、所定の信号処理を施した後、表示部２５にス
ルー表示する（ステップＳ１０）。このとき、撮影対象物の場所（画面上での位置）を指
定させるために、図３に示すように、動きベクトル参照場所選択ユーザインターフェース
を、スルー画面上に半透過で表示する。図示の例では、画面を１２のブロックに分割して
指定させるようになっている。次に、十字キーにより撮影対象物がある場所をユーザに指
定させる（ステップＳ１２）。図示の例では、６番目の場所（ブロック）が指定されてい
る。該場所（ブロック）における、動きベクトル参照の小ブロック（斜線部分）は、図４
に示すように４つの小ブロックで構成されている。なお、指定可能な場所は、１箇所とは
限らず、複数箇所指定できるようにしてもよい。そして、ユーザにより指定された１また
は複数の場所に対応して設けられている小ブロックを動きベクトルを算出する際の参照ブ
ロックとして決定する（ステップＳ１４）。
【００３１】
　なお、このステップＳ１４では、予め画面全体に均等に配置された複数の小ブロックの
中からユーザの選択した場所に対応して設けられている小ブロックを、動きベクトルを算
出する際の参照ブロックとして決定しているが、図５（ａ）、（ｂ）に示すように、ユー
ザにより指定された場所を中心に、小ブロックに比べてより小さなブロック（以下、極小
ブロックという）に細分化し、該極小ブロックの各々を、動きベクトルを算出する際の参
照ブロックとしてもよい（ステップＳ１４ａ）。また、図５（ａ）、（ｃ）に示すように
、指定された場所における小ブロックの比重が他より大きくなるように、指定された場所
以外に対応して設けられている小ブロックを、動きベクトルを算出する際の参照ブロック
として上記極小ブロックに加えてもよい（ステップＳ１４ｂ）。このように、撮影対象物
がある場所をユーザに指定させることで、指定された場所に特徴点が存在する可能性が高
くなる。
【００３２】
　次に、上記参照ブロック（小ブロックまたは極小ブロック）を用いて、複数フレームを
バッファリングし、対象フレームと隣接フレームとの差分から動きベクトルを算出し（ス
テップＳ１６）、該動きベクトルから画像全体の動き量を算出する（ステップＳ１８）。
次に、動きベクトルに従って、画像切り抜きオフセット（切り抜き位置の前後左右へ調整
値）を算出し（ステップＳ２０）、切り取り画角で画像を切り抜き（ステップＳ２２）、
該画像を表示部２５の表示領域に拡大する（ステップＳ２４）。以降、撮影停止指示があ
るまで、表示部２５に表示するとともにエンコードした映像を記録する。
【００３３】
　上述した第１実施形態では、ユーザにより指定された場所に対応して設けられている小
ブロックを動きベクトルを算出する際の参照ブロックとするか、指定された場所を中心に
細分化した極小ブロックを参照ブロックとするか、あるいは、指定された場所における小
ブロックの比重が他より大きくなるように、上記極小ブロックに加え、指定された場所以
外に対応して設けられている小ブロックを参照ブロックとし、該参照ブロックに基づいて
フレーム間の動きベクトルを算出し、該動きベクトルに基づいて画像全体の動き量の算出
してブレ補正を行うようにしたので、専用のハードウェアを搭載していなくても、特徴点
が存在する可能性の高い小ブロックまたは極小ブロックから動きベクトルを取得すること
でき、ブレ補正を適切に、かつ有効的に機能させることができる。
【００３４】
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　また、撮影対象物の場所をユーザに指定させるようにしたので、動きベクトル算出時の
参照ブロックとして、特徴点が存在する可能性の高い領域をより正確に選択することがで
き、ブレ補正を適切に、かつ有効的に機能させることができる。
　また、小ブロックをより細分化した極小ブロックを、参照ブロックとしたので、より正
確に動きベクトル、動き量を算出することができる。
　また、指定された場所における小ブロックの比重が他より大きくなるように、上記極小
ブロックに加え、指定された場所以外に対応して設けられている小ブロックを参照ブロッ
クとしたので、より正確に動きベクトル、動き量を算出することができる。
【００３５】
Ｂ．第２実施形態
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。本第２実施形態では、撮影状況（屋外
、屋内、スポーツ、スナップ、夜景、ツーショットなど）に応じて、被写体である撮影対
象物の位置（画角内での位置）や、撮影パラメータ（シャッター速度、絞りなど）などが
予め設定された定型フォームを、ユーザに選択させ、選択された定型フォームにおける被
写体である撮影対象物の位置に対応する領域を、動きベクトル参照領域とすることを特徴
としている。
【００３６】
　次に、本第２実施形態の動作について説明する。図６は、本第２実施形態によるデジタ
ルカメラの動作を説明するためのフローチャートである。また、図７（ａ）～（ｃ）は、
本第２実施形態による、動きベクトル参照領域である小ブロックの決定方法を説明するた
めの模式図である。
【００３７】
　動画撮影モードにすると、アナログ信号処理部１５において、撮像センサ（ＣＣＤ，Ｃ
ＭＯＳ）１６に結像された映像を取り込み、所定の信号処理を施した後、表示部２５にス
ルー表示する（ステップＳ３０）。次に、ユーザに定型フォームを選択させる（ステップ
Ｓ３２）。なお、動画撮影モードにする前に定型フォームを選択しておいてもよい。次に
、選択された定型フォームに対応して予め決められた小ブロックを動きベクトルを算出す
る際の参照ブロックとして決定する（ステップＳ３４）。
【００３８】
　なお、この場合、各定型フォームは、該定型フォームに対応する各小ブロックの画面全
体における絶対位置を規定し、定型フォームの選択だけで動きベクトルの参照ブロックが
決定されるものとしてもよいし、各定型フォームは、各小ブロックの相対的な位置を規定
し、ユーザが指定した画面上の位置に該定型フォームで規定される各小ブロックを配置す
ることで動きベクトルの参照ブロックが決定されるようにしてもよい。
【００３９】
　定型フォームと小ブロックの配置との関係を図７（ａ）～（ｃ）に示す。なお、撮影対
象物は、１箇所とは限らず、複数箇所あってもよい。このように、定型フォームにおける
撮影対象物の位置に対応する小ブロックを用いることで、該小ブロックに特徴点が存在す
る可能性が高くなる。
【００４０】
　次に、決定した参照ブロックを用いて、複数フレームをバッファリングし、対象フレー
ムと隣接フレームとの差分から動きベクトルを算出し（ステップＳ３６）、該動きベクト
ルから画像全体の動き量を算出する（ステップＳ３８）。次に、動きベクトルに従って、
画像切り抜きオフセット（切り抜き位置の前後左右へ調整値）を算出し（ステップＳ４０
）、切り取り画角で画像を切り抜き（ステップＳ４２）、該画像を表示部２５の表示領域
に拡大する（ステップＳ４４）。以降、撮影停止指示があるまで、表示部２５に表示する
とともにエンコードした映像を記録する。
【００４１】
　上述した第２実施形態では、ユーザにより選択された、撮影状況毎に用意された定型フ
ォームに対応して予め決められた小ブロックを動きベクトル算出時の参照ブロックとして
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決定し、該参照ブロックに基づいてフレーム間の動きベクトルを算出し、該動きベクトル
に基づいて画像全体の動き量の算出してブレ補正を行うようにしたので、専用のハードウ
ェアを搭載していなくても、特徴点が存在する可能性の高い領域から動きベクトルを取得
することでき、ブレ補正を適切に、かつ有効的に機能させることができる。
【００４２】
Ｃ．第３実施形態
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。本第３実施形態では、マルチエリアＡ
Ｆ（オートフォーカス）によって取得した合焦領域を中心に小ブロックを細分化して配置
するか、または合焦領域の小ブロックの比重を調整して配置し、これら小ブロックを用い
て動きベクトルを算出し、フレーム全体の動き量を算出することを特徴としている。
【００４３】
　次に、上述した第３実施形態の動作について説明する。ここで、図８は、本第３実施形
態によるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートである。また、図９は、
本第３実施形態による、小ブロックの配置を説明するための模式図である。
【００４４】
　動画撮影モードにすると、アナログ信号処理部１５において、撮像センサ（ＣＣＤ，Ｃ
ＭＯＳ）１６に結像された映像を取り込み、所定の信号処理を施した後、表示部２５にス
ルー表示する（ステップＳ５０）。次に、撮影開始の操作が行われたか判断し（ステップ
Ｓ５２）、撮影開始の操作が行われると、マルチエリアＡＦ処理を行う（ステップＳ５４
）。マルチエリアＡＦ処理では、図９（ａ）に示すように、撮影対象物を検知し、該検知
した撮影対象物に合焦させるべく、撮影対象物がある場所に対応する位置に配置されてい
る合焦領域を選択し、該合焦領域でコントラスト法などにより撮影対象物に合焦させる。
【００４５】
　次に、図９（ｂ）に示すように、合焦領域を中心に小ブロック（斜線部分）を配置し、
該小ブロックを動きベクトルを算出する際の参照ブロックとして決定する（ステップＳ５
６）。なお、前述した第１実施形態と同様に、図５（ａ）、（ｃ）に示すように、合焦領
域の小ブロックに加え、合焦領域の小ブロックの比重が大きくなるように、合焦領域以外
の小ブロックを、動きベクトルを算出する際の参照ブロックとして決定してもよい（ステ
ップＳ５６ｂ）。このように、合焦領域を中心に配置した小ブロックを参照ブロックとす
るか、または合焦領域の小ブロックの比重が大きくなるように、上記参照ブロックに加え
た、合焦領域以外に配置した小ブロックを参照ブロックとし、これら参照ブロックを用い
て動きベクトルを算出し、フレーム全体の動き量を算出することで、該参照ブロックに特
徴点が存在する可能性が高くなる。
【００４６】
　次に、上記参照ブロックを用いて、複数フレームをバッファリングし、対象フレームと
隣接フレームとの差分から動きベクトルを算出し（ステップＳ５８）、該動きベクトルか
ら画像全体の動き量を算出する（ステップＳ６０）。次に、動きベクトルに従って、画像
切り抜きオフセット（切り抜き位置の前後左右へ調整値）を算出し（ステップＳ６２）、
切り取り画角で画像を切り抜き（ステップＳ６４）、該画像を表示部２５の表示領域に拡
大する（ステップＳ６６）。以降、撮影停止指示があるまで、表示部２５に表示するとと
もにエンコードした映像を記録する。
【００４７】
　上述した第３実施形態では、マルチエリアＡＦ（オートフォーカス）によって取得した
合焦領域を中心に配置した小ブロックを、動きベクトルの参照ブロックとするか、あるい
は合焦領域の小ブロックの比重が大きくなるように、合焦領域における小ブロックに加え
、合焦領域以外に配置した小ブロックを参照ブロックとし、これら参照ブロックを用いて
動きベクトルを算出し、該動きベクトルに基づいてフレーム全体の動き量を算出してブレ
補正を行うようにしたので、専用のハードウェアを搭載していなくても、特徴点が存在す
る可能性の高い領域から動きベクトルを取得することでき、ブレ補正を適切に、かつ有効
的に機能させることができる。
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　また、合焦領域における小ブロックに加え、合焦領域における小ブロックの比重が他よ
り大きくなるように、合焦領域以外に対応して設けられている小ブロックを参照ブロック
としたので、より正確に動きベクトル、動き量を算出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の第１実施形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図２】本第１実施形態によるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図３】本第１実施形態による被写体である対象物の指定を説明するための模式図である
。
【図４】本第１実施形態による細分化された小ブロックの配置を説明するための模式図で
ある。
【図５】本第１実施形態による小ブロックの細分化を説明するための模式図である。
【図６】本第２実施形態によるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図７】本第２実施形態による、動きベクトル参照領域である小ブロックの決定方法を説
明するための模式図である。
【図８】本第３実施形態によるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図９】本第３実施形態による、小ブロックの配置を説明するための模式図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　デジタルカメラ
　１０　画像取得部
　１１　レンズ
　１２　シャッタ
　１３　ＬＰＦ
　１４　ドライバ
　１５　アナログ信号処理部
　１６　撮像センサ
　１７　サンプリング／信号増幅処理部
　１８　Ａ／Ｄコンバータ
　１９　フラッシュ
　２０　制御部
　２２　プレビューエンジン
　２３　Ｄ／Ａコンバータ
　２４　ドライバ
　２５　表示部
　２６　イメージバッファ
　２７　キー操作部
　２８　デジタル信号処理部
　２９　画像圧縮／伸張処理部
　３０　プログラムメモリ
　３１　画像メモリ
　３２　カードＩ／Ｆ
　３３　外部記録媒体
　３４　外部接続用Ｉ／Ｆ
　３５　ＲＡＭ



(11) JP 2008-48152 A 2008.2.28

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(12) JP 2008-48152 A 2008.2.28

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

