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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる露出条件により生成された複数の画像を構成する基準画像および他の画像に含ま
れる動体に対応する前記基準画像における領域の画像を動体画像として前記動体画像が当
該他の画像の露出レベルとなるように前記動体画像を変換して前記他の画像毎の露出レベ
ル変換動体画像を生成する変換部と、
　前記生成された露出レベル変換動体画像を当該生成の際に基準となった露出レベルに対
応する前記他の画像における当該露出レベル変換動体画像に対応する領域に置換して前記
他の画像毎の置換画像を生成する置換部と、
　前記他の画像毎に生成された置換画像および前記基準画像を合成して合成画像を生成す
る合成部と
を具備する画像処理装置。
【請求項２】
　前記複数の画像に関するＩＳＯ感度および露出差に基づいて前記合成画像を生成するか
否かを判定する判定部をさらに具備する請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記判定部は、前記複数の画像に関するＩＳＯ感度が所定基準よりも低く、かつ、前記
複数の画像に関する露出差が所定基準よりも小さい場合には前記合成画像を生成すると判
定する請求項２記載の画像処理装置。
【請求項４】
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　前記複数の画像に含まれる特定対象物を検出する特定対象物検出部と、
　前記特定対象物検出部による検出結果に基づいて前記合成画像を生成するか否かを判定
する判定部と
をさらに具備する請求項１記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記特定対象物検出部は、前記特定対象物として人物の顔を検出し、
　前記判定部は、前記複数の画像から人物の顔が検出された場合には前記合成画像を生成
すると判定する
請求項４記載の画像処理装置。
【請求項６】
　同一の対象物を前記異なる露出条件により複数回連続して撮像することにより前記複数
の画像を生成する撮像部をさらに具備する請求項１記載の画像処理装置。
【請求項７】
　複数の撮像モードのうちから被写体に応じた撮像モードを設定するモード設定部と、
　前記設定された撮像モードが特定撮像モードであるか否かに基づいて前記合成画像を生
成するか否かを判定する判定部と
をさらに具備する請求項６記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記特定撮像モードは、前記被写体のうち注目被写体として動体の撮像を目的とする撮
像モードであり、
　前記判定部は、前記設定された撮像モードが前記特定撮像モードである場合には前記合
成画像を生成すると判定する
請求項７記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記合成画像を生成させるための指示操作を受け付ける操作受付部と、
　前記指示操作が受け付けられたか否かに基づいて前記合成画像を生成するか否かを判定
する判定部と
をさらに具備する請求項１記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記変換部は、前記基準画像が前記他の画像の露出レベルとなるように前記基準画像を
変換して当該他の画像に係る露出レベル変換画像を生成し、前記生成された露出レベル変
換画像と当該他の画像とに含まれる動体に対応する当該露出レベル変換画像における領域
の画像を抽出して当該他の画像に係る前記露出レベル変換動体画像を生成する請求項１記
載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記基準画像および前記他の画像を比較することにより前記複数の画像に含まれる動体
を検出する動体検出部と、
　前記動体検出部による動体検出結果に基づいて前記合成画像を生成するか否かを判定す
る判定部と
をさらに具備する請求項１記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記判定部は、前記複数の画像から動体が検出された場合には前記合成画像を生成する
と判定し、前記複数の画像から動体が検出されない場合には前記合成画像を生成しないと
判定し、
　前記合成部は、前記合成画像を生成しないと判定された場合には前記複数の画像を合成
して合成画像を生成する
請求項１１記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記基準画像に基づいて前記合成画像を生成する際における画素毎の合成比率を示す合
成マップを生成する合成マップ生成部をさらに具備し、
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　前記合成部は、前記生成された合成マップに基づいて前記他の画像毎に生成された置換
画像および前記基準画像を合成して前記合成画像を生成する
請求項１記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　異なる露出条件により生成された複数の画像を構成する基準画像および他の画像に含ま
れる動体に対応する前記基準画像における領域の画像を動体画像として前記動体画像が当
該他の画像の露出レベルとなるように前記動体画像を変換して前記他の画像毎の露出レベ
ル変換動体画像を生成する変換手順と、
　前記生成された露出レベル変換動体画像を当該生成の際に基準となった露出レベルに対
応する前記他の画像における当該露出レベル変換動体画像に対応する領域に置換して前記
他の画像毎の置換画像を生成する置換手順と、
　前記他の画像毎に生成された置換画像および前記基準画像を合成して合成画像を生成す
る合成手順と
を具備する画像処理方法。
【請求項１５】
　異なる露出条件により生成された複数の画像を構成する基準画像および他の画像に含ま
れる動体に対応する前記基準画像における領域の画像を動体画像として前記動体画像が当
該他の画像の露出レベルとなるように前記動体画像を変換して前記他の画像毎の露出レベ
ル変換動体画像を生成する変換手順と、
　前記生成された露出レベル変換動体画像を当該生成の際に基準となった露出レベルに対
応する前記他の画像における当該露出レベル変換動体画像に対応する領域に置換して前記
他の画像毎の置換画像を生成する置換手順と、
　前記他の画像毎に生成された置換画像および前記基準画像を合成して合成画像を生成す
る合成手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置に関し、特に、複数の画像を用いて画像合成処理を行う画像処
理装置および画像処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、人物や動物等の被写体を撮像して画像データを生成し、この画像データを画像コ
ンテンツとして記録するデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ（例えば、カメラ
一体型レコーダ）等の撮像装置が普及している。また、被写体に応じた適切な露出制御を
自動で行うことにより、適切な撮像画像を生成する撮像装置が提案されている。
【０００３】
　ここで、例えば、明暗の差が大きいシーン（例えば、逆光シーン）について、露出制御
により撮像動作を行う場合には、撮像装置が備える撮像素子のダイナミックレンジが不足
することが想定される。このように撮像素子のダイナミックレンジが不足する場合には、
撮像画像における明るい部分が飽和して白トビが生じたり、撮像画像における暗い部分で
黒つぶれが生じたりすることがある。
【０００４】
　そこで、異なる露光時間の撮像処理により生成される長時間露光画像および短時間露光
画像を合成することにより、ダイナミックレンジが拡張された合成画像を生成する撮像装
置が提案されている。しかしながら、合成画像の生成時に用いられる合成対象画像に動体
が含まれている場合には、移動前後の動体がともに含まれる合成画像が生成され、この合
成画像が不自然な画像となるおそれがある（いわゆる、多重露光）。
【０００５】
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　そこで、長時間露光画像と、これと短時間露光画像との露光比が乗算された短時間露光
画像との差分を算出し、この差分が所定レベルを越えたか否かに応じて、合成画像の生成
に用いられる画像を切り替える撮像装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）
。この撮像装置は、例えば、その差分が所定レベルを越えた場合には、短時間露光画像お
よび長時間露光画像に画像のズレがあると判断し、その差分の極性に応じて合成対象画像
を切り替える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１０１３４７号公報（図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述の従来技術によれば、合成画像の生成時に用いられる合成対象画像に動体が含まれ
ている場合でも、その動体領域における動体の残像や不連続点の発生を防止することがで
きる。
【０００８】
　しかしながら、上述の従来技術では、動体領域において、２つの画像の差分が所定レベ
ルを越えた場合には、その差分の極性に応じて、長時間露光画像と、露光比が乗算された
短時間露光画像とを合成対象画像として切り替える。このため、移動前後の動体の残像や
不連続点の発生を防止することができるが、その合成対象画像の切替境界付近では、長時
間露光画像と、露光比が乗算された短時間露光画像とが混在して画像の連続性が悪くなり
、不自然な合成画像となるおそれがある。
【０００９】
　そこで、動体が含まれる画像についてダイナミックレンジが拡張された合成画像を生成
する場合には、その動体を考慮した適切な合成画像を生成することが重要である。
【００１０】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、動体が含まれる画像についてダ
イナミックレンジが拡張された合成画像を生成する場合にその動体を考慮した適切な合成
画像を生成することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、異なる
露出条件により生成された複数の画像を構成する基準画像および他の画像に含まれる動体
に対応する上記基準画像における領域の画像を動体画像として上記動体画像が当該他の画
像の露出レベルとなるように上記動体画像を変換して上記他の画像毎の露出レベル変換動
体画像を生成する変換部と、上記生成された露出レベル変換動体画像を当該生成の際に基
準となった露出レベルに対応する上記他の画像における当該露出レベル変換動体画像に対
応する領域に置換して上記他の画像毎の置換画像を生成する置換部と、上記他の画像毎に
生成された置換画像および上記基準画像を合成して合成画像を生成する合成部とを具備す
る画像処理装置および画像処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログ
ラムである。これにより、動体画像が他の画像の露出レベルとなるようにその動体画像を
変換して他の画像毎の露出レベル変換動体画像を生成し、この生成された露出レベル変換
動体画像をその生成の際に基準となった露出レベルに対応する他の画像におけるその露出
レベル変換動体画像に対応する領域に置換して他の画像毎の置換画像を生成し、他の画像
毎に生成された置換画像および基準画像を合成して合成画像を生成するという作用をもた
らす。
【００１２】
　また、この第１の側面において、上記複数の画像に関するＩＳＯ感度および露出差に基
づいて上記合成画像を生成するか否かを判定する判定部をさらに具備するようにしてもよ
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い。これにより、複数の画像に関するＩＳＯ感度および露出差に基づいて、合成画像を生
成するか否かを判定するという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記判定部は、上記複数の画像に関するＩＳＯ感度が
所定基準よりも低く、かつ、上記複数の画像に関する露出差が所定基準よりも小さい場合
には上記合成画像を生成すると判定するようにしてもよい。これにより、複数の画像に関
するＩＳＯ感度が所定基準よりも低く、かつ、複数の画像に関する露出差が所定基準より
も小さい場合には、合成画像を生成すると判定するという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記複数の画像に含まれる特定対象物を検出する特定
対象物検出部と、上記特定対象物検出部による検出結果に基づいて上記合成画像を生成す
るか否かを判定する判定部とをさらに具備するようにしてもよい。これにより、複数の画
像に含まれる特定対象物を検出し、この検出結果に基づいて、合成画像を生成するか否か
を判定するという作用をもたらす。
【００１５】
　また、この第１の側面において、上記特定対象物検出部は、上記特定対象物として人物
の顔を検出し、上記判定部は、上記複数の画像から人物の顔が検出された場合には上記合
成画像を生成すると判定するようにしてもよい。これにより、複数の画像から人物の顔が
検出された場合には、合成画像を生成すると判定するという作用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、同一の対象物を上記異なる露出条件により複数回連続
して撮像することにより上記複数の画像を生成する撮像部をさらに具備するようにしても
よい。これにより、同一の対象物を異なる露出条件により複数回連続して撮像することに
より複数の画像を生成するという作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第１の側面において、複数の撮像モードのうちから被写体に応じた撮像モー
ドを設定するモード設定部と、上記設定された撮像モードが特定撮像モードであるか否か
に基づいて上記合成画像を生成するか否かを判定する判定部とをさらに具備するようにし
てもよい。これにより、複数の撮像モードのうちから被写体に応じた撮像モードを設定し
、この設定された撮像モードが特定撮像モードであるか否かに基づいて、合成画像を生成
するか否かを判定するという作用をもたらす。
【００１８】
　また、この第１の側面において、上記特定撮像モードは、上記被写体のうち注目被写体
として動体の撮像を目的とする撮像モードであり、上記判定部は、上記設定された撮像モ
ードが上記特定撮像モードである場合には上記合成画像を生成すると判定するようにして
もよい。これにより、設定された撮像モードが特定撮像モードである場合には、合成画像
を生成すると判定するという作用をもたらす。
【００１９】
　また、この第１の側面において、上記合成画像を生成させるための指示操作を受け付け
る操作受付部と、上記指示操作が受け付けられたか否かに基づいて上記合成画像を生成す
るか否かを判定する判定部とをさらに具備するようにしてもよい。これにより、他の画像
毎に生成された置換画像および基準画像を合成して合成画像を生成させるための指示操作
が受け付けられたか否かに基づいて、合成画像を生成するか否かを判定するという作用を
もたらす。
【００２０】
　また、この第１の側面において、上記変換部は、上記基準画像が上記他の画像の露出レ
ベルとなるように上記基準画像を変換して当該他の画像に係る露出レベル変換画像を生成
し、上記生成された露出レベル変換画像と当該他の画像とに含まれる動体に対応する当該
露出レベル変換画像における領域の画像を抽出して当該他の画像に係る上記露出レベル変
換動体画像を生成するようにしてもよい。これにより、基準画像が他の画像の露出レベル
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となるように基準画像を変換して当該他の画像に係る露出レベル変換画像を生成し、この
生成された露出レベル変換画像と当該他の画像とに含まれる動体に対応するその露出レベ
ル変換画像における領域の画像を抽出して当該他の画像に係る露出レベル変換動体画像を
生成するという作用をもたらす。
【００２１】
　また、この第１の側面において、上記基準画像および上記他の画像を比較することによ
り上記複数の画像に含まれる動体を検出する動体検出部と、上記動体検出部による動体検
出結果に基づいて上記合成画像を生成するか否かを判定する判定部とをさらに具備するよ
うにしてもよい。これにより、基準画像および他の画像を比較することにより複数の画像
に含まれる動体を検出し、この動体検出結果に基づいて合成画像を生成するか否かを判定
するという作用をもたらす。
【００２２】
　また、この第１の側面において、上記判定部は、上記複数の画像から動体が検出された
場合には上記合成画像を生成すると判定し、上記複数の画像から動体が検出されない場合
には上記合成画像を生成しないと判定し、上記合成部は、上記合成画像を生成しないと判
定された場合には上記複数の画像を合成して合成画像を生成するようにしてもよい。これ
により、複数の画像から動体が検出された場合には、他の画像毎に生成された置換画像お
よび基準画像を合成して合成画像を生成すると判定し、複数の画像から動体が検出されな
い場合にはその合成画像を生成しないと判定し、その合成画像を生成しないと判定された
場合には、複数の画像を合成して合成画像を生成するという作用をもたらす。
【００２３】
　また、この第１の側面において、上記基準画像に基づいて上記合成画像を生成する際に
おける画素毎の合成比率を示す合成マップを生成する合成マップ生成部をさらに具備し、
上記合成部は、上記生成された合成マップに基づいて上記他の画像毎に生成された置換画
像および上記基準画像を合成して上記合成画像を生成するようにしてもよい。これにより
、基準画像に基づいて合成マップを生成し、この生成された合成マップに基づいて合成画
像を生成するという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、動体が含まれる画像についてダイナミックレンジが拡張された合成画
像を生成する場合にその動体を考慮した適切な合成画像を生成することができるという優
れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の機能構成例を示すブロック
図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における合成マップ生成部１７１による合成マップの
生成時に用いられる入力輝度および合成比の関係を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における画像合成部１７０による画像合成処理の流れ
を模式的に示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による画像合成処理の流れを
模式的に示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態における動体処理判定部１６０による動体処理の要否
を判定する際における判定基準を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００を用いて撮像画像を生成する
場合における撮影シーンを簡略化して示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態における動体領域抽出部１７２による動体検出処理の
流れを模式的に示す図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態における顔検出部１５０による動体検出処理の流れを
模式的に示す図である。
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【図９】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による合成画像生成処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による合成画像生成処理の
処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による合成画像生成処理の
処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による合成画像生成処理の
処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第２の実施の形態における合成マップ生成部１７１による合成マップ
の生成時に用いられる入力輝度および合成比の関係を示す図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態における画像合成部１７０による画像合成処理の流
れを模式的に示す図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態における画像合成部１７０による画像合成処理の流
れを模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（合成画像生成制御：露出条件が異なる２つの画像について動体
領域を考慮して合成画像を生成する例）
　２．第２の実施の形態（合成画像生成制御：露出条件が異なる３以上の画像について動
体領域を考慮して合成画像を生成する例）
【００２７】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［撮像装置の構成例］
　図１は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の機能構成例を示すブロッ
ク図である。撮像装置１００は、操作受付部１１０と、感度設定部１２１と、露出差設定
部１２２と、露出モード設定部１２３と、撮像部１３０とを備える。また、撮像装置１０
０は、画像処理部１４０と、顔検出部１５０と、動体処理判定部１６０と、画像合成部１
７０と、記録制御部１８０と、画像記憶部１９０とを備える。撮像装置１００は、例えば
、被写体を撮像して画像データを生成し、この画像データを画像コンテンツとして記録媒
体に記録することが可能なデジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ（例えば、カメ
ラ一体型レコーダ）等により実現される。
【００２８】
　操作受付部１１０は、ユーザによって操作された操作入力の内容を受け付ける操作受付
部であり、受け付けられた操作入力の内容に応じた操作信号を各部に供給する。操作受付
部１１０は、例えば、シャッターボタン、操作ボタン、操作ダイヤル、タッチパネル等の
操作部材に対応する。
【００２９】
　感度設定部１２１は、操作受付部１１０により受け付けられたユーザからのＩＳＯ感度
（撮影ＩＳＯ感度）の設定操作に応じて、ＩＳＯ感度の設定を行うものであり、その設定
内容を撮像部１３０および動体処理判定部１６０に供給する。なお、ＩＳＯ感度は、その
数値が大きくなるに応じて高感度になる。また、一般に、ＩＳＯ感度の設定内容を大きい
数値（高感度）とすることにより、暗い場所において比較的速いシャッター速度でも撮影
が可能となるが、ノイズが多くなる。
【００３０】
　露出差設定部１２２は、操作受付部１１０により受け付けられたユーザからの露出差の
設定操作に応じて、露出差の設定を行うものであり、その設定内容を撮像部１３０、画像
処理部１４０および動体処理判定部１６０に供給する。この露出差は、アンダー露出画像
およびオーバー露出画像間の露出の差分を意味する。ここで、アンダー露出画像およびオ



(8) JP 5445235 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

ーバー露出画像は、異なる露出条件で撮像部１３０により連続して生成される撮像画像で
ある。具体的には、アンダー露出画像は、例えば、露光時間が相対的に短い撮像画像（短
時間露光画像）であり、同一の撮影シーンに対して被写体の明部を重視する画像である。
これに対して、オーバー露出画像は、例えば、露光時間が相対的に長い撮像画像（長時間
露光画像）であり、同一の撮影シーンに対して被写体の暗部を重視する画像である。すな
わち、アンダー露出画像には、ハイライトの階調が適切に再現される画像領域が含まれ、
オーバー露出画像には、シャドーの階調が適切に再現される画像領域が含まれることにな
る。このため、アンダー露出画像およびオーバー露出画像を合成することにより、ハイラ
イトおよびシャドーの階調が再現された合成画像を生成することができ、ダイナミックレ
ンジを拡張することができる。なお、露出差の設定方法として、例えば、露出差をＥＶ（
Exposure Value：露出値）単位でユーザが指定する設定方法を用いることができる。また
、撮像部１３０が自動的に適切な露出差を算出する設定方法を用いるようにしてもよい。
【００３１】
　露出モード設定部１２３は、操作受付部１１０により受け付けられたユーザからの露出
モードの設定操作に応じて、露出モードの設定を行うものであり、その設定内容を撮像部
１３０および動体処理判定部１６０に供給する。この露出モードは、露出制御の方法を選
択するための撮像モードである。例えば、絞り優先モード、シャッタースピード優先モー
ド、マニュアル露出モード、プログラムモード、シーンモード等の撮像モードをユーザの
好みに応じて選択することが可能である。なお、絞り優先モードは、絞り値を設定して輝
度に応じて適切なシャッタースピードを設定する露出モードであり、プログラムモードは
、自動的に輝度に応じた最適な制御を行う露出モードである。また、シーンモードは、特
定のシーンに応じた制御を行うシーンモードであり、例えば、ポートレートモード、スポ
ーツモード、ペットモード、夕景モード、夜景モードを設定することができる。なお、露
出モード設定部１２３は、特許請求の範囲に記載のモード設定部の一例である。
【００３２】
　撮像部１３０は、感度設定部１２１、露出差設定部１２２、露出モード設定部１２３の
設定内容に基づいて、露出条件が異なる複数の撮像画像（アンダー露出画像およびオーバ
ー露出画像）を生成するものである。すなわち、撮像部１３０は、露出差設定部１２２の
設定内容に基づく異なる露出条件により、同一の被写体を２回連続して撮像することによ
り、アンダー露出画像およびオーバー露出画像を生成する。例えば、撮像部１３０は、操
作受付部１１０により静止画記録の指示操作（例えば、シャッターボタンの押下操作）が
受け付けられた場合には、１組のアンダー露出画像およびオーバー露出画像を生成する。
この場合には、例えば、アンダー露出画像、オーバー露出画像の順序で生成することがで
きる。また、例えば、撮像部１３０は、操作受付部１１０により動画記録の指示操作（例
えば、録画ボタンの押下操作）が受け付けられた場合には、所定のフレームレートで、ア
ンダー露出画像およびオーバー露出画像を順次生成する。この場合には、例えば、アンダ
ー露出画像、オーバー露出画像の順序で順次生成することができる。そして、撮像部１３
０は、生成された撮像画像（アンダー露出画像およびオーバー露出画像）を画像処理部１
４０および顔検出部１５０に供給する。
【００３３】
　具体的には、撮像部１３０は、レンズを介して入射された被写体の光を電気信号に変換
する撮像素子と、この撮像素子の出力信号を処理してデジタルの画像信号（画像データ）
を生成する信号処理部とを備える。すなわち、撮像部１３０において、レンズを介して入
射された被写体の光学像が撮像素子の撮像面に結像され、この状態で撮像素子が撮像動作
を行い、信号処理部が撮像信号に対して信号処理を行うことにより、デジタルの画像信号
が生成される。そして、生成されたデジタルの画像信号が、画像処理部１４０および顔検
出部１５０に供給される。なお、撮像素子として、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Dev
ice）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）を用いることができる。
【００３４】
　画像処理部１４０は、撮像部１３０から供給された画像信号（デジタル画像信号）に対
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して、補間処理やホワイトバランス等の色・階調処理等の各種画像処理を行うものである
。また、画像処理部１４０は、露出差設定部１２２により設定された露出差に応じて、基
準画像に対して露出レベル変換処理を行い、露出レベル変換画像を生成する。例えば、画
像処理部１４０は、露出差設定部１２２により設定された露出差に応じて、アンダー露出
画像に対してゲインアップ処理（増感現像処理）を行い、ゲインアップ画像を生成する。
そして、画像処理部１４０は、各種画像処理が施された画像信号（撮像画像）を画像合成
部１７０に出力する。
【００３５】
　顔検出部１５０は、撮像部１３０から供給された画像信号（デジタル画像信号）を解析
することによりその撮像画像に含まれる人物の顔を検出するものであり、この検出結果を
動体処理判定部１６０に出力する。この顔の検出結果として、顔検出部１５０は、例えば
、顔の検出の有無、撮像画像における顔の位置およびサイズを含む顔情報を動体処理判定
部１６０に出力する。なお、画像に含まれる顔の検出方法として、例えば、顔の輝度分布
情報が記録されているテンプレートと検出対象画像とのマッチングによる顔検出方法（例
えば、特開２００４－１３３６３７参照。）を用いることができる。また、検出対象画像
に含まれる肌色の部分や人間の顔の特徴量に基づいた顔検出方法を用いることができる。
これらの顔検出方法により、撮像画像における人物の顔の位置およびサイズを求めること
ができる。なお、顔検出部１５０は、特許請求の範囲に記載の対象物検出部の一例である
。
【００３６】
　動体処理判定部１６０は、ＨＤＲ（high dynamic range）合成処理を行う際に、動体処
理を行うか否かを判定するものであり、この判定結果を画像合成部１７０に出力する。具
体的には、動体処理判定部１６０は、操作受付部１１０、感度設定部１２１、露出差設定
部１２２、露出モード設定部１２３、顔検出部１５０および動体領域抽出部１７２からの
情報に基づいて、動体処理を行うか否かを判定する。例えば、動体処理判定部１６０は、
感度設定部１２１および露出差設定部１２２による設定内容が一定基準の範囲（例えば、
図５に示す動体処理優先領域２１０）内であるか否かに基づいて動体処理の要否を判定す
る。また、例えば、動体処理判定部１６０は、顔検出部１５０により顔が検出されたか否
かに基づいて動体処理の要否を判定する。また、例えば、動体処理判定部１６０は、露出
モード設定部１２３の設定内容に基づいて動体処理の要否を判定する。また、例えば、動
体処理判定部１６０は、操作受付部１１０により受け付けられた操作内容に基づいて動体
処理の要否を判定する。これらの動体処理の要否判定については、図５等を参照して詳細
に説明する。なお、動体処理判定部１６０は、特許請求の範囲に記載の判定部の一例であ
る。
【００３７】
　画像合成部１７０は、画像処理部１４０から出力された撮像画像（アンダー露出画像お
よびオーバー露出画像）についてＨＤＲ合成処理を行うことによりＨＤＲ合成画像を生成
するものであり、生成されたＨＤＲ合成画像を記録制御部１８０に出力する。具体的には
、画像合成部１７０は、合成マップ生成部１７１と、動体領域抽出部１７２と、動体領域
置換部１７３と、ＨＤＲ合成部１７４とを備える。
【００３８】
　合成マップ生成部１７１は、画像処理部１４０から出力された撮像画像（アンダー露出
画像およびオーバー露出画像）について各撮像画像間における各画素の合成比を決定する
ための合成マップを生成するものである。具体的には、合成マップ生成部１７１は、画像
処理部１４０から出力された撮像画像のうち基準画像（例えば、アンダー露出画像）に基
づいて合成マップを生成する。そして、合成マップ生成部１７１は、生成された合成マッ
プをＨＤＲ合成部１７４に出力する。なお、合成マップの生成方法については、図２を参
照して詳細に説明する。
【００３９】
　動体領域抽出部１７２は、画像処理部１４０から出力された撮像画像を解析して、これ
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らの画像に含まれる動体を検出し、この検出された動体を含む領域（動体領域）に対応す
る画像（動体画像）を露出レベル変換画像から抽出するものである。例えば、動体領域抽
出部１７２は、画像処理部１４０から出力された撮像画像（ゲインアップ画像およびオー
バー露出画像）を解析して、これらの画像に含まれる動体を検出する。そして、この検出
された動体を含む領域（動体領域）に対応する動体画像を露出レベル変換画像（ゲインア
ップ画像）から抽出する。そして、動体領域抽出部１７２は、抽出された動体領域に含ま
れる画像（露出レベル変換動体画像）を動体領域置換部１７３に出力する。また、動体領
域抽出部１７２は、画像処理部１４０から出力された撮像画像から動体が検出された場合
には、その旨を動体処理判定部１６０に出力する。なお、この動体検出方法については、
図３、図４、図７および図８を参照して詳細に説明する。また、動体領域抽出部１７２は
、特許請求の範囲に記載の動体検出部の一例である。
【００４０】
　このように、画像処理部１４０および動体領域抽出部１７２は、複数の撮像画像を構成
する基準画像および他の画像に含まれる動体に対応する基準画像における動体画像が、他
の画像の露出レベルとなるようにその動体画像を変換する。そして、他の画像毎の露出レ
ベル変換動体画像を生成する。すなわち、画像処理部１４０および動体領域抽出部１７２
は、特許請求の範囲に記載の変換部の一例である。
【００４１】
　動体領域置換部１７３は、動体領域抽出部１７２から出力された動体画像（露出レベル
変換動体画像）を、基準画像以外の他の撮像画像（例えば、オーバー露出画像）における
動体領域に置換するものである。そして、動体領域置換部１７３は、その動体画像が置換
された画像（動体領域置換画像）をＨＤＲ合成部１７４に出力する。なお、この動体領域
置換方法については、図４を参照して詳細に説明する。また、動体領域置換部１７３は、
特許請求の範囲に記載の置換部の一例である。
【００４２】
　ＨＤＲ合成部１７４は、合成マップ生成部１７１から出力された合成マップに基づいて
、画像処理部１４０から出力された撮像画像（アンダー露出画像およびオーバー露出画像
）についてハイダイナミックレンジ合成処理を行うものである。例えば、ＨＤＲ合成部１
７４は、画像処理部１４０から出力された基準画像（例えば、アンダー露出画像）と、動
体領域置換部１７３から出力された動体領域置換画像との各画素を合成マップ生成部１７
１から出力された合成マップに従って合成する。そして、ＨＤＲ合成部１７４は、基準画
像および動体領域置換画像の各画素の合成によりＨＤＲ合成画像を生成する。そして、Ｈ
ＤＲ合成部１７４は、生成されたＨＤＲ合成画像（ハイダイナミックレンジ合成画像）を
記録制御部１８０に出力する。なお、この画像合成方法については、図３および図４を参
照して詳細に説明する。また、生成されたＨＤＲ合成画像については、例えば、動画記録
中または静止画の記録動作待機中に、その全部または一部をモニタリング画像として表示
部（図示せず）に表示させることができる。なお、ＨＤＲ合成部１７４は、特許請求の範
囲に記載の合成部の一例である。
【００４３】
　記録制御部１８０は、操作受付部１１０により受け付けられた操作入力に応じて、ＨＤ
Ｒ合成部１７４から出力された合成画像を画像ファイル（画像コンテンツ）として画像記
憶部１９０に記録させるものである。例えば、記録制御部１８０は、操作受付部１１０に
より静止画記録の指示操作が受け付けられた場合には、ＨＤＲ合成部１７４から出力され
た合成画像を静止画ファイル（静止画コンテンツ）として画像記憶部１９０に記録させる
。この記録時に、撮像時における日時情報等の属性情報（例えば、Ｅｘｉｆ（Exchangeab
le image file format）等の情報）が画像ファイルに記録される。なお、静止画記録の指
示操作は、例えば、シャッターボタンの押下操作により行われる。また、例えば、記録制
御部１８０は、操作受付部１１０により動画記録の指示操作が受け付けられた場合には、
ＨＤＲ合成部１７４から所定のフレームレートで出力される合成画像を動画ファイル（動
画コンテンツ）として画像記憶部１９０に記録させる。なお、動画記録の指示操作は、例
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えば、録画ボタンの押下操作により行われる。
【００４４】
　画像記憶部１９０は、記録制御部１８０の制御に基づいて、ＨＤＲ合成部１７４により
合成されたＨＤＲ合成画像を画像ファイル（画像コンテンツ）として記憶するものである
。なお、画像記憶部１９０として、例えば、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のディ
スクやメモリカード等の半導体メモリ等のリムーバブルな記録媒体（１または複数の記録
媒体）を用いることができる。また、これらの記録媒体は、撮像装置１００に内蔵するよ
うにしてもよく、撮像装置１００から着脱可能とするようにしてもよい。
【００４５】
　このように、撮像装置１００は、露出を変化させて複数回の連続撮影を行い、この撮影
により生成された複数枚の撮像画像について合成処理を行うことにより、ハイライトから
シャドーまでの見かけ上のダイナミックレンジが拡張された画像を生成する。
【００４６】
　なお、本発明の第１の実施の形態では、アンダー露出画像を基準画像とする例について
説明する。
【００４７】
　［合成マップの生成例］
　図２は、本発明の第１の実施の形態における合成マップ生成部１７１による合成マップ
の生成時に用いられる入力輝度および合成比の関係を示す図である。なお、この合成比は
、アンダー露出画像およびオーバー露出画像の合成比（２つの画像の合計で１００％）で
ある。
【００４８】
　図２に示すグラフにおいて、横軸は、ＨＤＲ合成の対象となるアンダー露出画像を構成
する画素の輝度（入力輝度）を示し、縦軸は、アンダー露出画像およびオーバー露出画像
（または動体領域置換画像）をＨＤＲ合成する際に用いられる合成比を示す。このグラフ
における直線２００により、入力輝度に応じた合成比を決定することができる。
【００４９】
　例えば、入力輝度が比較的低い値である場合（暗い場合）には、アンダー露出画像の合
成比は低い値となり、オーバー露出画像の合成比は高い値となる。一方、入力輝度が高い
値である場合（明るい場合）には、アンダー露出画像の合成比は高い値となり、オーバー
露出画像の合成比は低い値となる。
【００５０】
　ここで、合成マップ生成部１７１が合成マップを生成する場合について説明する。この
場合には、合成マップ生成部１７１が、図２に示すグラフを用いて、画像処理部１４０か
ら出力されたアンダー露出画像を構成する画素の輝度に応じて、その画素の合成比を決定
する。このように、合成マップ生成部１７１が、アンダー露出画像を構成する各画素につ
いて合成比を決定し、その決定された各画像の合成比により合成マップを生成する。
【００５１】
　このように生成された合成マップは、アンダー露出画像およびオーバー露出画像をＨＤ
Ｒ合成する際に用いられる。すなわち、ＨＤＲ合成の対象となる各画像を構成する画素毎
の合成比を用いて、その対象となる各画像が画素毎に合成される。なお、この合成方法に
ついては、図３および図４を参照して詳細に説明する。
【００５２】
　［露出条件が異なる２つの画像の合成例］
　図３は、本発明の第１の実施の形態における画像合成部１７０による画像合成処理の流
れを模式的に示す図である。図３（ａ）には、空および地面を構図に含み、その地面上に
立っている人物３００を含むアンダー露出画像３１０およびオーバー露出画像３２０を簡
略化して示す。ここで、アンダー露出画像３１０およびオーバー露出画像３２０は、撮像
部１３０により異なる露出条件で連続して撮像された画像である。また、これらの画像は
、人物３００の左腕（アンダー露出画像３１０における左腕３０１、オーバー露出画像３
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２０における左腕３０２）が動いている状態で撮像された画像であるものとする。このた
め、アンダー露出画像３１０およびオーバー露出画像３２０を比較した場合には、人物３
００の左腕が各画像において異なる位置に移動するため、その左腕が動体として認識され
る。
【００５３】
　具体的には、アンダー露出画像３１０は、空の階調（高輝度部分）は再現されているが
、人物３００は暗めとなり、アンダー露出画像３１０における下部（地面領域）の低輝度
部分の階調は再現できていない。また、オーバー露出画像３２０は、オーバー露出画像で
あり、空の階調は白とびしており再現できていないが、人物３００は適正露出となり、オ
ーバー露出画像３２０における下部（地面領域）の低輝度部分の階調も再現できている。
【００５４】
　また、合成マップ生成部１７１は、アンダー露出画像３１０（基準画像）について合成
マップを生成する。合成マップ生成部１７１は、例えば、図２に示すグラフを用いて、ア
ンダー露出画像３１０を構成する各画素の輝度に基づいて各画素の合成比を決定して、ア
ンダー露出画像３１０に関する合成マップを生成する。
【００５５】
　図３（ｂ）には、アンダー露出画像３１０およびオーバー露出画像３２０をＨＤＲ合成
して生成されたＨＤＲ合成画像を簡略化して示す。具体的には、ＨＤＲ合成部１７４が、
合成マップ生成部１７１により生成された合成マップに従って、画像処理部１４０から出
力されたアンダー露出画像３１０およびオーバー露出画像３２０を合成してＨＤＲ合成画
像３３０を生成する。すなわち、ＨＤＲ合成部１７４は、合成マップ生成部１７１により
生成された合成マップを構成する画素毎の合成比に従って、アンダー露出画像３１０およ
びオーバー露出画像３２０について画素単位で合成処理を行い、ＨＤＲ合成画像３３０を
生成する。
【００５６】
　ここで、図３（ｂ）に示すように、動体が含まれているアンダー露出画像３１０および
オーバー露出画像３２０について、合成マップ生成部１７１により生成された合成マップ
に従って合成処理を行う場合には、その動体が二重となって合成されることになる。具体
的には、アンダー露出画像３１０に含まれる左腕３０１と、オーバー露出画像３２０に含
まれる左腕３０２とが、ＨＤＲ合成画像３３０として合成されることになるため、ＨＤＲ
合成画像３３０には、人物３００の左腕の遷移が含まれることになる。このため、生成さ
れるＨＤＲ合成画像３３０が、不自然な画像となるおそれがある。そこで、本発明の第１
の実施の形態では、動体を含む画像については、動体領域を考慮した動体処理を行った後
にＨＤＲ合成処理を行う。この合成例については、図４を参照して詳細に説明する。
【００５７】
　［動体領域を考慮した画像の合成例］
　図４は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による画像合成処理の流れ
を模式的に示す図である。図４（ａ）には、空および地面を構図に含み、その地面上に立
っている人物３００を含むアンダー露出画像３１０およびオーバー露出画像３２０を簡略
化して示す。また、アンダー露出画像３１０において、人物３００の左腕（図３（ａ）に
示す左腕３０１）の移動前の領域を動体領域３０３で示し、その移動後の領域を動体領域
３０４で示す。同様に、オーバー露出画像３２０において、人物３００の左腕（図３（ａ
）に示す左腕３０２）の移動前の領域を動体領域３０５で示し、その移動後の領域を動体
領域３０６で示す。なお、動体領域３０３乃至３０６についてはその輪郭を太線で示す。
また、アンダー露出画像３１０およびオーバー露出画像３２０は、動体領域３０３乃至３
０６を表す太線を付加した点以外は、図３（ａ）に示すアンダー露出画像３１０およびオ
ーバー露出画像３２０と同一である。
【００５８】
　図４（ｂ）には、アンダー露出画像３１０の露出レベルを増加（ゲインアップ）させて
生成されたゲインアップ画像３１１を簡略化して示す。図４（ｂ）に示すように、撮像部
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１３０により生成されたアンダー露出画像３１０について、画像処理部１４０が、アンダ
ー露出画像３１０およびオーバー露出画像３２０間の露出差だけ露出レベルを増加させる
ことによりゲインアップ画像３１１を生成する。このように、アンダー露出画像３１０に
ついてゲインアップ処理を施すことにより、画像全体の露光がオーバー露出画像３２０と
同等の明るさとなるゲインアップ画像３１１を生成することができる。ただし、ゲインア
ップ画像３１１については、ゲインアップ処理のため、アンダー露出画像３１０およびオ
ーバー露出画像３２０と比較するとノイズが目立つことになる。また、ゲインアップ画像
３１１において、図４（ａ）に示すアンダー露出画像３１０における動体領域３０３およ
び３０４に対応する領域を同一の符号（動体領域３０３および３０４）で示す。
【００５９】
　図４（ｃ）には、ゲインアップ画像３１１における動体領域３０３および３０４に含ま
れる画像を、オーバー露出画像３２０における動体領域３０５および３０６に置換して生
成された動体領域置換画像３２１を簡略化して示す。
【００６０】
　このように動体領域置換画像を生成する場合には、動体領域抽出部１７２が置換対象と
なる動体領域を特定する。具体的には、動体領域抽出部１７２が、アンダー露出画像３１
０（ゲインアップ画像３１１）およびオーバー露出画像３２０に含まれる動体（人物３０
０の左腕３０１および３０２）を検出する。
【００６１】
　ここで、動体検出方法について説明する。例えば、同一の露出レベルとされたゲインア
ップ画像およびオーバー露出画像を比較することにより動体を検出する検出方法を用いる
ことができる。具体的には、ゲインアップ画像３１１およびオーバー露出画像３２０の比
較により各画像における各画素値の差分値を画素毎に算出し、この算出された各画素の差
分値が一定値以上である領域を動体領域として検出する検出方法を用いることができる。
また、他の動体検出方法を用いるようにしてもよい。この他の動体検出方法については、
図７および図８を参照して詳細に説明する。さらに、上述した動体検出方法とともに他の
動体検出方法を組み合わせて動体検出を行うようにしてもよい。
【００６２】
　これらの検出方法による検出結果に基づいて、動体領域抽出部１７２が、ゲインアップ
画像３１１における動体領域（その検出された動体を含む領域）３０３および３０４を特
定する。続いて、動体領域抽出部１７２は、ゲインアップ画像３１１からその特定された
動体領域３０３および３０４に含まれる画像を抽出して動体領域置換部１７３に出力する
。続いて、動体領域置換部１７３は、動体領域抽出部１７２により抽出された動体領域３
０３および３０４に含まれる画像を、オーバー露出画像３２０における動体領域３０５お
よび３０６に置換（例えば、完全置換）して動体領域置換画像３２１を生成する。このよ
うに置換処理を行うことにより、ＨＤＲ合成処理の対象となるアンダー露出画像３１０お
よびオーバー露出画像（動体領域置換画像３２１）における動体が略同一となる。そして
、動体領域置換部１７３は、生成された動体領域置換画像３２１をＨＤＲ合成部１７４に
出力する。
【００６３】
　このようにゲインアップ画像における動体領域に含まれる画像を、オーバー露出画像に
おける動体領域に置換して動体領域置換画像を生成する動体処理を行う。この動体処理に
より生成された動体領域置換画像とアンダー露出画像とについてＨＤＲ合成処理を行うこ
とにより、合成画像における動体が二重写りとなることを阻止することができる。
【００６４】
　図４（ｄ）には、アンダー露出画像３１０および動体領域置換画像３２１をＨＤＲ合成
して生成されたＨＤＲ合成画像３４０を簡略化して示す。具体的には、ＨＤＲ合成部１７
４が、合成マップ生成部１７１により生成された合成マップに従って、画像処理部１４０
からのアンダー露出画像３１０と、動体領域置換部１７３からの動体領域置換画像３２１
とを合成してＨＤＲ合成画像３４０を生成する。すなわち、ＨＤＲ合成部１７４は、合成
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マップ生成部１７１により生成された合成マップを構成する画素毎の合成比に従って、ア
ンダー露出画像３１０および動体領域置換画像３２１について画素単位で合成処理を行い
、ＨＤＲ合成画像３４０を生成する。この合成時に用いられる合成マップは、図３（ｂ）
に示すＨＤＲ合成画像３３０の合成時に用いられる合成マップと同一である。また、ＨＤ
Ｒ合成画像３４０には、人物の左腕３０１および３０２に対応する動体領域３０７および
３０８が含まれる。なお、動体領域３０７には、人物３００の左腕３０１に対応する画像
が含まれるが、動体領域３０８には、人物３００の左腕３０２に対応する画像が含まれな
い。
【００６５】
　このように、動体を含むアンダー露出画像３１０および動体領域置換画像３２１につい
て、合成マップ生成部１７１により生成された合成マップに従って合成処理を行うことに
より、その動体が二重とならないＨＤＲ合成画像３４０を生成することができる。具体的
には、図４（ｃ）に示すように、ゲインアップ画像３１１における動体領域３０３および
３０４に含まれる画像を、オーバー露出画像３２０における動体領域３０５および３０６
に置換して動体領域置換画像３２１を生成する。この動体領域置換画像３２１には、ゲイ
ンアップ画像３１１における動体領域３０３に含まれる画像（図３（ａ）に示すアンダー
露出画像３１０における左腕３０１）のみが動体として含まれる。このため、アンダー露
出画像３１０およびオーバー露出画像（動体領域置換画像３２１）における動体が略同一
となり、自然な画像となるＨＤＲ合成画像３４０を生成することができる。また、このよ
うに合成処理を行うため、動体領域の境界付近の画像および動体領域に含まれる画像につ
いても滑らかな画像とすることができる。
【００６６】
　このように、二重写りのないＨＤＲ合成画像３４０を生成することができる。ただし、
ＨＤＲ合成の対象となる動体領域置換画像３２１における動体領域３０３および３０４に
含まれる画像は、ゲインアップ画像３１１から抽出されたものであるため、ゲインアップ
に起因するノイズが発生する。すなわち、ＨＤＲ合成画像３４０における動体領域３０７
および３０８にはノイズが含まれることになる。しかしながら、ＩＳＯ感度が低く、露出
差が小さい場合には、これらのノイズは目立たないと想定される。また、動体があまり目
立たない被写体である場合等には、ノイズの発生よりも動体処理を優先すべきであると考
えられる。そこで、以下では、撮像装置１００における設定内容等に基づいて、動体処理
を行うか否かを切り替える例について説明する。
【００６７】
　なお、動体画像の置換方法については、上述したように、アンダー露出画像をゲインア
ップした画像（ゲインアップ画像）における動体画像を、この動体画像に対応するオーバ
ー露出画像における領域（動体領域）に置換する方法を用いることができる。この置換方
法では、例えば、完全置換を行う。また、他の置換方法として、オーバー露出画像および
ゲインアップ画像における各画素の差分値に応じて、ゲインアップ画像における動体画像
の置換比率を変化させる置換方法を用いることができる。この置換方法では、例えば、そ
の各画素の差分値に応じた合成比率により、オーバー露出画像における動体領域に、ゲイ
ンアップ画像における動体画像を置換する。また、他の置換方法を用いるようにしてもよ
い。
【００６８】
　また、画像合成方法については、上述したように、合成マップに従って合成処理を行う
ことによりＨＤＲ合成画像を生成する例について説明したが、この画像合成方法に限定さ
れるものではなく、他の画像合成方法を用いるようにしてもよい。
【００６９】
　また、この例では、アンダー露出画像を基準画像とする例を示したが、オーバー露出画
像を基準画像とするようにしてもよい。また、基準画像の指定をユーザ操作により行うよ
うにしてもよい。
【００７０】
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　［露出差およびＩＳＯ感度に基づく動体処理の要否判定例］
　図５は、本発明の第１の実施の形態における動体処理判定部１６０による動体処理の要
否を判定する際における判定基準を示す図である。図５では、ＨＤＲ合成処理の対象とな
るアンダー露出画像およびオーバー露出画像間の露出差とＩＳＯ感度とを判定基準とする
場合における露出差およびＩＳＯ感度の関係例を示す。図５に示すグラフにおいて、横軸
は、感度設定部１２１により設定されたＩＳＯ感度を示し、縦軸は、露出差設定部１２２
により設定された露出差を示す。
【００７１】
　ここで、動体処理判定部１６０が動体処理の要否を判定する場合には、感度設定部１２
１および露出差設定部１２２による設定内容が、図５に示す動体処理優先領域２１０（点
線の矩形により特定される領域）に含まれるか否かを判断する。そして、感度設定部１２
１および露出差設定部１２２による設定内容が、動体処理優先領域２１０に含まれる場合
には、動体処理判定部１６０が動体処理を行うと判定する。一方、感度設定部１２１およ
び露出差設定部１２２による設定内容が、動体処理優先領域２１０に含まれない場合には
、動体処理判定部１６０が動体処理を行わないと判定する。すなわち、その設定内容が、
動体処理優先領域２１０以外の領域（例えば、ノイズレス優先領域）に含まれる場合には
、動体処理を行わないと判定される。そして、動体処理判定部１６０は、その判定結果を
動体領域抽出部１７２、動体領域置換部１７３およびＨＤＲ合成部１７４に出力する。
【００７２】
　例えば、動体処理優先領域２１０として、ＩＳＯ感度が１６００以内、かつ、露出差が
３ＥＶ以内と設定することができる。すなわち、感度設定部１２１により比較的低いＩＳ
Ｏ感度が設定され、かつ、露出差設定部１２２により比較的小さい露出差が設定された場
合には、動体処理判定部１６０が動体処理を行うと判定する。
【００７３】
　このように、比較的低いＩＳＯ感度が設定され、かつ、比較的小さい露出差が設定され
た場合にのみ動体処理を行い、この動体処理により生成された動体領域置換画像を用いて
ＨＤＲ合成画像を生成する。これにより、ＨＤＲ合成画像における動体領域に含まれるノ
イズ量が気になる程度に増加すると想定される場合には、動体処理を行わずにＨＤＲ合成
画像を生成してノイズレスを優先させる。一方、ＨＤＲ合成画像における動体領域に含ま
れるノイズ量が気になるほどは存在しないと想定される場合には、動体処理により生成さ
れた動体領域置換画像を用いてＨＤＲ合成画像を生成して、二重写りを防止することを優
先させる。これにより、ノイズ量の増減に応じて、適切なＨＤＲ合成画像を生成すること
ができる。
【００７４】
　なお、図５に示す動体処理優先領域２１０は、説明の容易のため、簡略化した一例を示
すものであり、これ以外の値に対応する領域を動体処理優先領域として設定して用いるよ
うにしてもよい。また、これらの値をユーザ操作により設定するようにしてもよい。
【００７５】
　［顔検出結果に基づく動体処理の要否判定例］
　次に、顔検出部１５０による顔検出結果に基づいて動体処理の要否を判定する例につい
て説明する。例えば、撮像画像に人物の顔が含まれている場合には、その人物の体の一部
が動くことにより、その部分が動体となる確率が高いと想定される。このため、顔検出部
１５０により顔が検出された場合には、動体処理判定部１６０が動体処理を行うと判定す
る。一方、顔検出部１５０により顔が検出されない場合には、動体処理判定部１６０が動
体処理を行わないと判定する。そして、動体処理判定部１６０は、その判定結果を動体領
域抽出部１７２、動体領域置換部１７３およびＨＤＲ合成部１７４に出力する。
【００７６】
　このように、顔検出部１５０による顔検出結果に基づいて動体処理の要否を判定するこ
とにより、動体処理の必要性を考慮してＨＤＲ合成画像を生成することができる。
【００７７】
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　［露出モードの設定内容に基づく動体処理の要否判定例］
　次に、露出モード設定部１２３の設定内容に基づいて動体処理の要否を判定する例につ
いて説明する。例えば、注目被写体として主に動体を対象となる露出モード（特定撮像モ
ード）が設定されている場合には、撮像画像に動体が含まれる確率が高いと想定される。
この特定撮像モードは、例えば、スポーツモード、ポートレートモード、ペットモードと
することができる。すなわち、露出モード設定部１２３により特定撮像モードが設定され
ている場合には、動体処理判定部１６０が動体処理を行うと判定する。一方、露出モード
設定部１２３により特定撮像モードが設定されていない場合には、動体処理判定部１６０
が動体処理を行わないと判定する。そして、動体処理判定部１６０は、その判定結果を動
体領域抽出部１７２、動体領域置換部１７３およびＨＤＲ合成部１７４に出力する。
【００７８】
　このように、露出モード設定部１２３による特定撮像モード設定の要否に基づいて動体
処理の要否を判定することにより、動体処理の必要性を考慮してＨＤＲ合成画像を生成す
ることができる。
【００７９】
　なお、この特定撮像モード設定の要否と、上述した顔検出結果と、上述した露出差およ
びＩＳＯ感度に基づく動体処理の判定結果とに基づいて、動体処理判定部１６０が動体処
理の要否を判定するようにしてもよい。例えば、感度設定部１２１および露出差設定部１
２２による設定内容が、図５に示す動体処理優先領域２１０に含まれるとともに、顔検出
部１５０により顔が検出された場合にのみ、動体処理を行うと判定するようにすることが
できる。また、感度設定部１２１および露出差設定部１２２による設定内容が、図５に示
す動体処理優先領域２１０に含まれるとともに、露出モード設定部１２３により特定撮像
モードが設定されている場合にのみ、動体処理を行うと判定するようにしてもよい。また
、これらの判定基準をユーザの好みに応じて変更することができるように、その判定基準
をユーザ操作により変更可能とするようにしてもよい。
【００８０】
　［ユーザ操作に基づく動体処理の要否判定例］
　次に、操作受付部１１０により受け付けられた操作内容に基づいて動体処理の要否を判
定する例について説明する。例えば、動体処理を行う旨の指示操作（例えば、動体処理Ｈ
ＤＲモードの設定操作）が操作受付部１１０により受け付けられた場合には、ユーザによ
り動体処理が優先されていると想定される。このため、その旨の指示操作が操作受付部１
１０により受け付けられた場合には、動体処理判定部１６０が動体処理を行うと判定する
。一方、その旨の指示操作が操作受付部１１０により受け付けられていない場合には、動
体処理判定部１６０が動体処理を行わないと判定する。そして、動体処理判定部１６０は
、その判定結果を動体領域抽出部１７２、動体領域置換部１７３およびＨＤＲ合成部１７
４に出力する。
【００８１】
　このように、動体処理を行う旨の指示操作の有無に基づいて動体処理の要否を判定する
ことができる。これにより、ユーザによる動体処理の必要性（動体処理が優先か、ノイズ
レスが優先か）を考慮してＨＤＲ合成画像を生成することができる。
【００８２】
　なお、動体処理判定部１６０による動体処理の要否の判定結果を、撮像装置１００に備
えられる表示部（図示せず）に表示するようにしてもよい。例えば、動体処理を行うこと
が動体処理判定部１６０により判定された場合には、その旨を示す標識（例えば、その旨
を表す動体処理アイコン）を表示部に表示させることができる。例えば、静止画の記録指
示操作が行われて静止画の記録処理が終了した後に、一定期間、その記録処理により記録
された静止画を自動的に表示させる場合に、上述した標識を静止画とともに表示部に表示
させることができる。これにより、動体処理により生成された動体領域置換画像を用いて
ＨＤＲ合成画像を生成したことを、ユーザが容易に把握することができる。
【００８３】



(17) JP 5445235 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

　［動体処理が必要な撮影シーン例］
　図６は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００を用いて撮像画像を生成す
る場合における撮影シーンを簡略化して示す図である。
【００８４】
　図６（ａ）には、開けられた窓を背景にして、室内にいる人物（窓際の人物）を被写体
として撮影する場合における撮影シーンの一例を示す。図６（ａ）に示す例は、窓の外で
は日差しが強く、窓に囲まれた領域内は比較的明るいのに対し、窓に囲まれた領域以外の
室内は比較的暗いシーンであるものとする。また、窓際の人物の左腕が移動して動体とし
て認識されるものとする。
【００８５】
　図６（ｂ）には、山を背景にして立っている人物を被写体として撮影する場合における
撮影シーンの一例を示す。図６（ｂ）に示す例は、山を背景にして立っている人物が逆光
状態であるため、背景は比較的明るいのに対し、人物に対応する領域は比較的暗くなって
いるシーンであるものとする。また、逆光状態の人物の右腕が移動して動体として認識さ
れるものとする。
【００８６】
　図６（ｃ）には、夕景の山を被写体として撮影する場合における撮影シーンの一例を示
す。図６（ｃ）に示す例は、夕景であるため、太陽付近は比較的明るいのに対し、太陽以
外の他の領域は比較的暗くなっているシーンであるものとする。また、山の手前の地面に
存在する犬が移動して動体として認識されるものとする。
【００８７】
　これらの各撮影シーンは、明暗の差が大きいシーンであるため、撮像装置１００が備え
る撮像素子のダイナミックレンジが不足することが想定される。このため、上述したよう
にＨＤＲ合成処理により、ダイナミックレンジが拡張されたＨＤＲ合成画像を生成するこ
とができる。また、これらの各撮影シーンには、動体（図６（ａ）および（ｂ）に示す人
物の腕、図６（ｃ）に示す犬）が含まれている。このため、これらの各撮影シーンについ
ては、上述した動体処理を行うことにより、その動体が含まれる領域（動体領域）におい
て、その動体が二重写りすることを防止することができる。また、上述した動体処理を行
った後にＨＤＲ合成処理を行うため、動体領域の境界付近の画像および動体領域に含まれ
る画像についても滑らかな画像とすることができ、その動体を考慮した適切なＨＤＲ合成
画像を生成することができる。
【００８８】
　［動体検出の変形例］
　図７は、本発明の第１の実施の形態における動体領域抽出部１７２による動体検出処理
の流れを模式的に示す図である。なお、図７に示す例は、上述した動体検出処理の変形例
であるため、共通する部分についての説明の一部を省略する。
【００８９】
　図７（ａ）には、空および地面を構図に含み、その地面上に立っている人物３００を含
む画像３５０および３６０を簡略化して示す。なお、画像３５０は、図４（ｂ）に示すゲ
インアップ画像３１１に対応し、画像３６０は、図４（ａ）（図３（ａ））に示すオーバ
ー露出画像３２０に対応するものとする。また、図７に示す例では、説明の容易のため、
画像に付す色を省略して示す。
【００９０】
　ここで、動体検出方法について説明する。上述したように、同一の露出レベルとされた
ゲインアップ画像およびオーバー露出画像を比較することにより動体を検出することがで
きる。具体的には、画像（ゲインアップ画像）３５０および画像（オーバー露出画像）３
６０の比較により各画像における各画素値の差分値を画素毎に算出し、この算出された各
画素の差分値が一定値以上である領域を動体領域として検出する。この場合に、例えば、
動体領域内に含まれる領域であるにもかかわらず、その領域を構成する各画素の差分値が
一定値未満となり、その領域が動体領域として検出されないことが想定される。
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【００９１】
　例えば、画像（ゲインアップ画像）３５０における人物３００の左腕３０１に対応する
領域に含まれる領域３５１の各画素の差分値が一定値未満であるものとする。また、画像
（オーバー露出画像）３６０における人物３００の左腕３０２に対応する領域に含まれる
領域３６１の各画素の差分値が一定値未満であるものとする。この場合には、上述した動
体検出処理では、画像３５０における領域３５１と、画像３６０における領域３６１とが
動体領域として検出されない。
【００９２】
　そこで、この例では、２つの画像の比較により算出された各画素の差分値が一定値以上
である領域内に、各画素の差分値が一定値未満となる領域が存在する場合において、この
領域が一定条件を満たす場合には、この領域を動体領域として検出する。例えば、その一
定値以上である領域が閉じられた領域であり、その一定値未満となる領域のサイズが一定
サイズ未満である場合をその一定条件とすることができる。
【００９３】
　例えば、図７（ａ）に示す画像３５０における領域３５１のサイズと、画像３６０にお
ける領域３６１のサイズとは、一定サイズ未満であるものとする。また、領域３５１を含
む領域（左腕３０１に対応する領域）は、閉じられた領域であり、領域３６１を含む領域
（左腕３０２に対応する領域）は、閉じられた領域である。このため、領域３５１および
３６１は、上述した一定条件を満たすため、動体領域として検出される。
【００９４】
　図７（ｂ）には、動体領域抽出部１７２による動体領域の検出結果を模式的に示す。図
７（ｂ）では、動体領域抽出部１７２による動体領域の検出結果として、画像３５０およ
び画像３６０の比較により検出された動体領域を、画像３７０において太線の輪郭（動体
領域３７１および３７２）により囲んで示す。なお、画像３７０において、図７（ａ）に
示す領域３５１および３６１に対応する輪郭を点線で示す。
【００９５】
　このように、２つの画像の比較により算出された各画素の差分値が一定値以上でない領
域であっても、一定条件を満たす場合には、動体領域として検出することができる。これ
により、動体検出の精度を向上させることができるため、ＨＤＲ合成画像をさらに適切に
生成することができる。
【００９６】
　［顔検出結果を用いた動体検出例］
　以上では、動体領域抽出部１７２により動体を検出する例を示した。ここで、例えば、
撮像画像に顔が含まれている場合には、顔検出部１５０によりその顔が検出される。また
、その顔が移動している場合でも、その移動後の顔が顔検出部１５０により順次検出され
る。そこで、動体が顔である場合には、顔検出部１５０による顔検出結果を用いて、動体
検出を行うことができる。以下では、顔検出結果を用いて動体検出を行う例を示す。
【００９７】
　図８は、本発明の第１の実施の形態における顔検出部１５０による動体検出処理の流れ
を模式的に示す図である。図８（ａ）乃至（ｄ）に示す画像４１１乃至４１４は、撮像部
１３０により連続して生成された撮像画像（基準画像（例えば、アンダー露出画像））で
あり、移動する人物４００が含まれているものとする。また、画像４１１乃至４１４にお
いて、人物４００の顔４０１が顔検出部１５０により順次検出されるものとする。なお、
図８（ａ）乃至（ｄ）に示す画像４１１乃至４１４は、説明の容易のため、人物４００の
移動量を比較的大きくして示す。
【００９８】
　ここで、顔検出結果に基づく動体検出方法について説明する。上述したように、顔検出
部１５０により顔が検出された場合には、検出処理の対象となった画像における顔情報（
その顔の位置およびサイズ）が検出される。そこで、顔検出部１５０は、顔が検出された
場合にはその顔に関する顔情報を保持する。そして、顔検出部１５０は、次の顔検出処理
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の対象となる画像から顔が検出された場合には、その顔に関する顔情報と、保持されてい
る顔情報とを比較する。この比較により、顔領域の移動の有無を判断することができる。
【００９９】
　例えば、画像４１１において、顔検出部１５０により人物４００の顔４０１が検出され
た場合には、画像４１１における顔情報（顔４０１の位置およびサイズ（図４（ａ）では
、点線の矩形４２１で示す））が検出される。このため、顔検出部１５０は、顔４０１に
関する顔情報（点線の矩形４２１）を保持する。続いて、顔検出部１５０は、次の顔検出
処理の対象となる画像４１２から顔４０１が検出されるため、この顔４０１に関する顔情
報（図４（ｂ）では、点線の矩形４２２で示す）と、保持されている顔情報（点線の矩形
４２１）とを比較する。この比較により、矢印４３２に示すように、顔領域が移動してい
ることが判定されるため、顔検出部１５０は、人物４００の顔４０１を動体として判定す
る。そして、顔検出部１５０は、その判定結果を動体検出情報（例えば、顔４０１の移動
前後の位置およびサイズ（点線の矩形４２１および４２２））として、動体処理判定部１
６０および動体領域抽出部１７２に出力する。この動体検出情報を用いて、動体処理判定
部１６０および動体領域抽出部１７２は、上述した各処理を行うことができる。また、以
降も同様に、画像４１３および４１４について顔検出部１５０による動体検出処理が行わ
れる。なお、この例では、動体の検出対象として顔を例にして説明したが、他の対象物（
例えば、人物の胴体部分）についても画像認識処理により順次検出して、動体検出を行う
ことができる。また、例えば、Ｌｕｃａｓ－Ｋａｎａｄｅ法やブロックマッチング法等を
用いて動体検出を行うようにしてもよい。なお、顔検出部１５０は、特許請求の範囲に記
載の動体検出部の一例である。
【０１００】
　また、動体領域抽出部１７２は、上述したゲインアップ画像およびオーバー露出画像の
比較による動体検出結果と、顔検出部１５０からの動体検出結果とを比較することにより
、動体検出の精度を向上させることができる。
【０１０１】
　［撮像装置の動作例］
　図９は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による合成画像生成処理の
処理手順の一例を示すフローチャートである。この例では、ＩＳＯ感度および露出差の設
定内容が一定基準の範囲内であるか否かに基づいて動体処理の要否を判定する例を示す。
また、この例では、ユーザ操作に基づいて静止画を記録する場合における合成画像生成例
を示す。
【０１０２】
　最初に、静止画の記録指示操作（例えば、シャッターボタンの押下操作）が行われたか
否かが判断され（ステップＳ９０１）、その記録指示操作が行われていない場合には、監
視を継続して行う。一方、静止画の記録指示操作が行われた場合には（ステップＳ９０１
）、撮像部１３０が、露出条件が異なる複数の撮像画像（アンダー露出画像およびオーバ
ー露出画像）を生成する（ステップＳ９０２）。
【０１０３】
　続いて、画像処理部１４０が、生成された撮像画像について各種画像処理を行う（ステ
ップＳ９０３）。続いて、画像処理部１４０が、露出差設定部１２２により設定された露
出差に応じて、基準画像に対して露出レベル変換処理を行い、露出レベル変換画像を生成
する（ステップＳ９０４）。例えば、画像処理部１４０は、露出差設定部１２２により設
定された露出差に応じて、アンダー露出画像に対してゲインアップ処理を行い、ゲインア
ップ画像を生成する（ステップＳ９０４）。
【０１０４】
　続いて、合成マップ生成部１７１が、基準画像に基づいて撮像画像（アンダー露出画像
およびオーバー露出画像）に関する合成マップを生成する（ステップＳ９０５）。続いて
、動体領域抽出部１７２が、撮像画像（ゲインアップ画像およびオーバー露出画像）を解
析して、これらの画像に動体が含まれるか否かを判断する（ステップＳ９０６）。そして
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、撮像画像に動体が含まれている場合には（ステップＳ９０６）、動体処理判定部１６０
が、感度設定部１２１および露出差設定部１２２による設定内容が一定基準の範囲内であ
るか否かを判断する（ステップＳ９０７）。その設定内容が一定基準の範囲内でない場合
には（ステップＳ９０７）、ステップＳ９１１に進む。一方、その設定内容が一定基準の
範囲内である場合には（ステップＳ９０７）、動体領域抽出部１７２が、検出された動体
を含む領域（動体領域）に含まれる画像（動体画像）を露出レベル変換画像から抽出する
（ステップＳ９０８）。例えば、動体領域抽出部１７２が、動体画像をゲインアップ画像
から抽出する（ステップＳ９０８）。なお、ステップＳ９０４およびＳ９０８は、特許請
求の範囲に記載の変換手順の一例である。
【０１０５】
　続いて、動体領域置換部１７３が、動体画像を、基準画像以外の他の撮像画像における
動体領域に置換して動体領域置換画像を生成する（ステップＳ９０９）。例えば、動体領
域置換部１７３が、動体画像をオーバー露出画像における動体領域に置換して動体領域置
換画像を生成する（ステップＳ９０９）。続いて、ＨＤＲ合成部１７４が、合成マップに
基づいて、基準画像（例えば、アンダー露出画像）および動体領域置換画像についてＨＤ
Ｒ合成処理を行い、ＨＤＲ合成画像を生成する（ステップＳ９１０）。なお、ステップＳ
９０９は、特許請求の範囲に記載の置換手順の一例である。また、ステップＳ９１０は、
特許請求の範囲に記載の合成手順の一例である。
【０１０６】
　また、撮像画像に動体が含まれていない場合には（ステップＳ９０６）、ＨＤＲ合成部
１７４が、合成マップに基づいて、撮像画像（アンダー露出画像およびオーバー露出画像
）についてＨＤＲ合成処理を行い、ＨＤＲ合成画像を生成する（ステップＳ９１１）。
【０１０７】
　続いて、記録制御部１８０が、生成されたＨＤＲ合成画像を静止画ファイル（静止画コ
ンテンツ）として画像記憶部１９０に記録させる（ステップＳ９１２）。なお、この例で
は、ステップＳ９０６において、撮像画像（ゲインアップ画像およびオーバー露出画像）
の解析により動体検出を行う例を示すが、他の動体検出方法により動体検出を行うように
してもよい。この場合には、例えば、ステップＳ９０４における露出レベル変換処理を、
ステップＳ９０７の直前またはステップＳ９０８の直前に行うようにしてもよい。
【０１０８】
　図１０は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による合成画像生成処理
の処理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順は、図９の変形例であり、
撮像画像から顔が検出されたか否かに基づいて動体処理の要否を判定する点が異なる。ま
た、この点以外については、図９と同一であるため、図９と共通する部分については、同
一の符号を付してこれらの説明を省略する。
【０１０９】
　撮像画像に動体が含まれている場合には（ステップＳ９０６）、動体処理判定部１６０
が、撮像画像から顔が検出されたか否かを判断する（ステップＳ９２１）。撮像画像から
顔が検出されていない場合には（ステップＳ９２１）、ステップＳ９１１に進む。一方、
撮像画像から顔が検出された場合には（ステップＳ９２１）、ステップＳ９０８に進む。
【０１１０】
　図１１は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による合成画像生成処理
の処理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順は、図９の変形例であり、
露出モードとして特定撮像モードが設定されているか否かに基づいて動体処理の要否を判
定する点が異なる。また、この点以外については、図９と同一であるため、図９と共通す
る部分については、同一の符号を付してこれらの説明を省略する。
【０１１１】
　撮像画像に動体が含まれている場合には（ステップＳ９０６）、動体処理判定部１６０
が、露出モードとして特定撮像モードが設定されているか否かを判断する（ステップＳ９
３１）。例えば、露出モード設定部１２３により、特定撮像モード（例えば、スポーツモ
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ード、ポートレートモード、ペットモード）が設定されているか否かが判断される。露出
モードとして特定撮像モードが設定されていない場合には（ステップＳ９３１）、ステッ
プＳ９１１に進む。一方、露出モードとして特定撮像モードが設定されている場合には（
ステップＳ９３１）、ステップＳ９０８に進む。
【０１１２】
　図１２は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による合成画像生成処理
の処理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順は、図９の変形例であり、
動体処理を行う撮像モード（例えば、動体処理ＨＤＲモード）が設定されているか否かに
基づいて動体処理の要否を判定する点が異なる。また、この点以外については、図９と同
一であるため、図９と共通する部分については、同一の符号を付してこれらの説明を省略
する。
【０１１３】
　撮像画像に動体が含まれている場合には（ステップＳ９０６）、動体処理判定部１６０
が、動体処理を行う撮像モード（例えば、動体処理ＨＤＲモード）が設定されているか否
かを判断する（ステップＳ９４１）。例えば、操作受付部１１０により、動体処理ＨＤＲ
モードの設定操作が行われたか否かが判断される。動体処理を行う撮像モードが設定され
ていない場合には（ステップＳ９４１）、ステップＳ９１１に進む。一方、動体処理を行
う撮像モードが設定されている場合には（ステップＳ９４１）、ステップＳ９０８に進む
。
【０１１４】
　＜２．第２の実施の形態＞
　本発明の第１の実施の形態では、ＨＤＲ合成処理の対象となる撮像画像として、２つの
撮像画像（アンダー露出画像およびオーバー露出画像）を用いる例を示した。ここで、Ｈ
ＤＲ合成処理の対象となる撮像画像として、露出条件が異なる３以上の撮像画像を用いる
場合についても、上述したＨＤＲ合成処理を行うことができる。そこで、本発明の第２の
実施の形態では、ＨＤＲ合成画像を生成する場合に、露出条件が異なる３以上の撮像画像
を用いてＨＤＲ合成処理を行う例を示す。なお、本発明の第２の実施の形態における撮像
装置の機能構成については、図１に示す例と略同様である。このため、本発明の第１の実
施の形態と共通する部分については、同一の符号を付して、これらの説明の一部を省略す
る。
【０１１５】
　［合成マップの生成例］
　図１３は、本発明の第２の実施の形態における合成マップ生成部１７１による合成マッ
プの生成時に用いられる入力輝度および合成比の関係を示す図である。なお、この合成比
は、アンダー露出画像、ミドル露出画像およびオーバー露出画像の合成比（３つの画像の
合計で１００％）である。ここで、アンダー露出画像、ミドル露出画像およびオーバー露
出画像は、異なる露出条件により連続して生成された３つの画像である。また、図１３に
示す例では、アンダー露出画像を基準画像とする例を示す。
【０１１６】
　また、図１３に示すグラフは、図２に示す直線２００の代わりに、直線２０１および２
０２を表した点以外は、図２に示すグラフと略同様である。このため、図２に示すグラフ
に共通する部分についての説明の一部を省略する。
【０１１７】
　図１３に示すグラフにおいて、横軸は、ＨＤＲ合成の対象となるアンダー露出画像を構
成する画素の輝度（入力輝度）を示す。また、縦軸は、アンダー露出画像、ミドル露出画
像（または動体領域置換画像）およびオーバー露出画像（または動体領域置換画像）をＨ
ＤＲ合成する際に用いられる合成比を示す。このグラフにおける直線２０１および２０２
により、入力輝度に応じた合成比を決定することができる。
【０１１８】
　ここで、合成マップ生成部１７１が合成マップを生成する場合について説明する。この
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場合には、合成マップ生成部１７１が、図１３に示すグラフを用いて、画像処理部１４０
から出力されたアンダー露出画像を構成する画素の輝度に応じて、その画素の合成比を決
定する。このように、合成マップ生成部１７１が、アンダー露出画像を構成する各画素に
ついて合成比を決定する。この合成比は、アンダー露出画像、ミドル露出画像およびオー
バー露出画像を合成する際における３つの画像に関する合成比である。そして、合成マッ
プ生成部１７１は、その決定された各画像の合成比により合成マップを生成する。
【０１１９】
　このように生成された合成マップは、アンダー露出画像、ミドル露出画像およびオーバ
ー露出画像をＨＤＲ合成する際に用いられる。すなわち、ＨＤＲ合成の対象となる各画像
を構成する画素毎の合成比を用いて、その対象となる各画像が画素毎に合成される。なお
、この合成方法については、図１４を参照して詳細に説明する。
【０１２０】
　［露出条件が異なる３つの画像の合成例］
　図１４は、本発明の第２の実施の形態における画像合成部１７０による画像合成処理の
流れを模式的に示す図である。図１４に示す例は、図４に示す画像合成処理の変形例であ
り、合成対象となる画像が３つの画像である点が図４に示す画像合成処理とは異なる。こ
のため、以下では、図４に示す画像合成処理と共通する部分についての説明の一部を省略
して説明する。
【０１２１】
　図１４に示すアンダー露出画像５００、ミドル露出画像５１０およびオーバー露出画像
５２０は、異なる露出条件により連続して生成された画像である。また、アンダー露出画
像５００、ミドル露出画像５１０およびオーバー露出画像５２０には、動体が含まれてい
るものとする。なお、アンダー露出画像５００およびオーバー露出画像５２０は、図４に
示すアンダー露出画像３１０およびオーバー露出画像３２０に対応する。また、ミドル露
出画像５１０は、アンダー露出画像５００およびオーバー露出画像５２０の中間の露出レ
ベルにより生成された画像であるものとする。なお、図１４に示す各画像については、そ
の画像を表す文字を内部に付した矩形により模式的に示す。また、図１４に示す例では、
アンダー露出画像５００を基準画像として用いる例を示す。
【０１２２】
　最初に、アンダー露出画像５００およびミドル露出画像５１０を用いて、動体領域置換
画像５１１が生成される。具体的には、アンダー露出画像５００の露出レベルを、ミドル
露出画像５１０に合わせるように増加（ゲインアップ）させて、ゲインアップ画像５０１
が生成される。すなわち、撮像部１３０により生成されたアンダー露出画像５００につい
て、画像処理部１４０が、アンダー露出画像５００およびミドル露出画像５１０間の露出
差だけ露出レベルを増加させることによりゲインアップ画像５０１を生成する。このよう
に、アンダー露出画像５００についてゲインアップ処理を施すことにより、画像全体の露
光がミドル露出画像５１０と同等の明るさとなるゲインアップ画像５０１が生成される。
【０１２３】
　続いて、動体領域抽出部１７２が、ゲインアップ画像５０１およびミドル露出画像５１
０に含まれる動体を検出し、ゲインアップ画像５０１における動体領域（その検出された
動体を含む領域）を特定する。続いて、動体領域抽出部１７２は、ゲインアップ画像５０
１からその特定された動体領域に含まれる画像を抽出して動体領域置換部１７３に出力す
る。続いて、動体領域置換部１７３は、動体領域抽出部１７２により抽出された動体領域
に含まれる画像を、ミドル露出画像５１０における動体領域（ゲインアップ画像５０１か
ら画像が抽出された動体領域に対応する領域）に置換して動体領域置換画像５１１を生成
する。
【０１２４】
　次に、アンダー露出画像５００およびオーバー露出画像５２０を用いて、動体領域置換
画像５２１が生成される。具体的には、アンダー露出画像５００の露出レベルを、オーバ
ー露出画像５２０に合わせるように増加（ゲインアップ）させて、ゲインアップ画像５０
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２が生成される。すなわち、撮像部１３０により生成されたアンダー露出画像５００につ
いて、画像処理部１４０が、アンダー露出画像５００およびオーバー露出画像５２０間の
露出差だけ露出レベルを増加させることによりゲインアップ画像５０１を生成する。この
ように、アンダー露出画像５００についてゲインアップ処理を施すことにより、画像全体
の露光がオーバー露出画像５２０と同等の明るさとなるゲインアップ画像５０２が生成さ
れる。
【０１２５】
　続いて、動体領域抽出部１７２が、ゲインアップ画像５０２およびオーバー露出画像５
２０含まれる動体を検出し、ゲインアップ画像５０２における動体領域を特定する。続い
て、動体領域抽出部１７２は、ゲインアップ画像５０２からその特定された動体領域に含
まれる画像を抽出して動体領域置換部１７３に出力する。続いて、動体領域置換部１７３
は、動体領域抽出部１７２により抽出された動体領域に含まれる画像を、オーバー露出画
像５２０における動体領域に置換して動体領域置換画像５２１を生成する。
【０１２６】
　このように置換処理を行うことにより、ＨＤＲ合成処理の対象となるアンダー露出画像
５００、動体領域置換画像（ミドル露出画像）５１１および動体領域置換画像（オーバー
露出画像）５２１における動体が略同一となる。
【０１２７】
　続いて、ＨＤＲ合成部１７４が、合成マップ生成部１７１により生成された合成マップ
に従って、アンダー露出画像５００、動体領域置換画像５１１および動体領域置換画像５
２１を合成してＨＤＲ合成画像５３０を生成する。なお、この例では、動体領域置換画像
５１１を生成した後に、動体領域置換画像５２１を生成する例を示したが、これらの生成
順序については変更してもよい。例えば、動体領域置換画像５１１および５２１を同時に
生成するようにしてもよく、動体領域置換画像５２１を生成した後に、動体領域置換画像
５１１を生成するようにしてもよい。
【０１２８】
　以上では、露出レベルが最も低い画像（アンダー露出画像）を基準画像とし、露出レベ
ルが高い画像に合わせて基準画像を変換して変換画像を生成し、この変換画像における動
体画像を置換して動体領域置換画像を生成する例を示した。ただし、他の露出レベルを基
準画像として動体領域置換画像を生成するようにしてもよい。そこで、以下では、ミドル
露出画像を基準画像として動体領域置換画像を生成し、ＨＤＲ合成画像を生成する例を示
す。
【０１２９】
　図１５は、本発明の第２の実施の形態における画像合成部１７０による画像合成処理の
流れを模式的に示す図である。図１５に示す例は、図１４に示す画像合成処理の変形例で
あり、基準画像をミドル露出画像とする点が、図１４に示す画像合成処理とは異なる。こ
のため、以下では、図１４に示す画像合成処理と共通する部分についての説明の一部を省
略して説明する。
【０１３０】
　図１５に示すアンダー露出画像５００、ミドル露出画像５１０およびオーバー露出画像
５２０は、図１４に示す各画像と同一であるものとする。ここで、図１５に示す例では、
基準画像としてミドル露出画像５１０を用いるため、合成マップ生成部１７１は、ミドル
露出画像５１０を構成する画素の輝度に応じて、その画素の合成比を決定し、合成マップ
を生成する。なお、この合成マップを生成するためのグラフについては、図示を省略する
。
【０１３１】
　最初に、アンダー露出画像５００およびミドル露出画像５１０を用いて、動体領域置換
画像５０５が生成される。具体的には、ミドル露出画像５１０の露出レベルを、アンダー
露出画像５００に合わせるように減少（ゲインダウン）させて、ゲインダウン画像５１５
が生成される。すなわち、撮像部１３０により生成されたミドル露出画像５１０について
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、画像処理部１４０が、アンダー露出画像５００およびミドル露出画像５１０間の露出差
だけ露出レベルを減少させることによりゲインダウン画像５１５を生成する。このように
、ミドル露出画像５１０についてゲインダウン処理を施すことにより、画像全体の露光が
アンダー露出画像５００と同等の明るさとなるゲインダウン画像５１５が生成される。
【０１３２】
　続いて、動体領域抽出部１７２が、ゲインダウン画像５１５およびアンダー露出画像５
００に含まれる動体を検出し、ゲインダウン画像５１５における動体領域を特定する。続
いて、動体領域抽出部１７２は、ゲインダウン画像５１５からその特定された動体領域に
含まれる画像を抽出して動体領域置換部１７３に出力する。続いて、動体領域置換部１７
３は、動体領域抽出部１７２により抽出された動体領域に含まれる画像を、アンダー露出
画像５００における動体領域に置換して動体領域置換画像５０５を生成する。
【０１３３】
　次に、ミドル露出画像５１０およびオーバー露出画像５２０を用いて、動体領域置換画
像５２５が生成される。具体的には、ミドル露出画像５１０の露出レベルを、オーバー露
出画像５２０に合わせるように増加（ゲインアップ）させて、ゲインアップ画像５１６が
生成される。すなわち、撮像部１３０により生成されたミドル露出画像５１０について、
画像処理部１４０が、ミドル露出画像５１０およびオーバー露出画像５２０間の露出差だ
け露出レベルを増加させることによりゲインアップ画像５１６を生成する。このように、
ミドル露出画像５１０についてゲインアップ処理を施すことにより、画像全体の露光がオ
ーバー露出画像５２０と同等の明るさとなるゲインアップ画像５１６が生成される。
【０１３４】
　続いて、動体領域抽出部１７２が、ゲインアップ画像５１６およびオーバー露出画像５
２０含まれる動体を検出し、ゲインアップ画像５１６における動体領域を特定する。続い
て、動体領域抽出部１７２は、ゲインアップ画像５１６からその特定された動体領域に含
まれる画像を抽出して動体領域置換部１７３に出力する。続いて、動体領域置換部１７３
は、動体領域抽出部１７２により抽出された動体領域に含まれる画像を、オーバー露出画
像５２０における動体領域に置換して動体領域置換画像５２５を生成する。
【０１３５】
　このように置換処理を行うことにより、ＨＤＲ合成処理の対象となる動体領域置換画像
（アンダー露出画像）５０５、ミドル露出画像５１０および動体領域置換画像（オーバー
露出画像）５２５における動体が略同一となる。
【０１３６】
　続いて、ＨＤＲ合成部１７４が、合成マップ生成部１７１により生成された合成マップ
に従って、動体領域置換画像５０５、ミドル露出画像５１０および動体領域置換画像５２
５を合成してＨＤＲ合成画像５４０を生成する。なお、この例では、動体領域置換画像５
０５を生成した後に、動体領域置換画像５２５を生成する例を示したが、これらの生成順
序については変更してもよい。例えば、動体領域置換画像５０５および５２５を同時に生
成するようにしてもよく、動体領域置換画像５２５を生成した後に、動体領域置換画像５
０５を生成するようにしてもよい。
【０１３７】
　なお、以上では、合成対象となる画像が３つの画像である場合に、アンダー露出画像ま
たはミドル露出画像を基準画像とする例を示したが、オーバー露出画像を基準画像とする
ようにしてもよい。また、撮影シーンに応じて、３つの画像のうちから最適な基準画像を
撮像装置１００が自動で決定するようにしてもよい。例えば、生成された３つの画像にお
ける明るい部分や暗い部分の比較（白トビや黒つぶれの発生状態）により、最適な基準画
像を決定することができる。また、最適な基準画像をユーザ操作により指定するようにし
てもよい。
【０１３８】
　また、本発明の実施の形態では、合成対象となる画像が２または３である場合を例にし
て説明したが、合成対象となる画像が４以上である場合についても本発明の実施の形態を
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適用することができる。また、合成対象となる画像の数および基準画像の少なくとも１つ
をユーザ操作により設定するようにしてもよい。
【０１３９】
　また、本発明の実施の形態では、撮像時においてＨＤＲ合成処理を行う例を示した。た
だし、例えば、露出条件が異なる複数の撮像画像（例えば、アンダー露出画像およびオー
バー露出画像）についてＨＤＲ合成処理を行わずに記録媒体に記録しておき、この記録媒
体に記録された撮像画像を再生する際にＨＤＲ合成処理を行うようにしてもよい。この場
合には、例えば、ユーザ操作に基づいてＨＤＲ合成処理を行うようにしてもよく、画像処
理装置（例えば、再生装置）が自動でＨＤＲ合成処理を行うようにしてもよい。この場合
には、上述した動体処理を行うか否かの判定結果に基づいてＨＤＲ合成処理を行うことが
できる。
【０１４０】
　また、撮像機能付き携帯電話機、パーソナルコンピュータ、ビデオシステム、編集装置
等の画像処理装置に本発明の実施の形態を適用することができる。
【０１４１】
　また、本発明の実施の形態では、特定対象物の検出対象として、人物の顔を例にして説
明したが、人物の顔以外の物体についても本発明の実施の形態を適用することができる。
例えば、哺乳類、爬虫類、魚類等の動物（例えば、犬、猫、馬、牛）、自動車、飛行機等
の特定対象物を検出対象とするようにしてもよい。
【０１４２】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、本発
明の実施の形態において明示したように、本発明の実施の形態における事項と、特許請求
の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有する。同様に、特許請求の範囲に
おける発明特定事項と、これと同一名称を付した本発明の実施の形態における事項とはそ
れぞれ対応関係を有する。ただし、本発明は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実施の形態に種々の変形を施すことにより具現化する
ことができる。
【０１４３】
　また、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として
、例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk
）、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商標））等を用いることが
できる。
【符号の説明】
【０１４４】
　１００　撮像装置
　１１０　操作受付部
　１２１　感度設定部
　１２２　露出差設定部
　１２３　露出モード設定部
　１３０　撮像部
　１４０　画像処理部
　１５０　顔検出部
　１６０　動体処理判定部
　１７０　画像合成部
　１７１　合成マップ生成部
　１７２　動体領域抽出部
　１７３　動体領域置換部
　１７４　ＨＤＲ合成部
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　１８０　記録制御部
　１９０　画像記憶部

【図１】 【図２】
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