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(57)【要約】
【課題】　この発明は製品へ適用可能な撮影装置を提供
することを目的とする。また、パ
ノラマ画像の撮影において利便性の高い撮影装置を提供
することを目的とする。
【解決手段】　この発明に係る撮影装置は、撮影手段（
１，２）と、撮影装置の位置を検
出する手段（８）と、撮影装置の位置情報を映像信号に
関連付ける手段（６）と、第１の
被写体撮影時に検出された撮影装置の第１の位置情報が
関連付けられた第１の映像信号と
、第２の被写体撮影時に検出された撮影装置の第２の位
置情報が関連付けられた第２の映
像信号の重なりを、第１の位置情報および第２の位置情
報を用いて判断し、前記第１の映
像信号と前記第２の映像信号が重ならない部分を加える
ように合成する手段（７）と、合
成された映像信号を記録する手段（３）を備えるように
構成している。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影された映像を合成して記録する撮影装置において、
　被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換して出力する撮影手段と、
　撮像時における撮影装置の位置を検出する位置検出手段と、
　被写体撮影時に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付
ける位置情報関連付け手段と、
　第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報が関連付けられた第１
の映像信号から一部の領域を削除する一部領域削除手段と、
　前記一部の領域が削除された第１の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記
撮影装置の第２の位置情報が関連付けられた第２の映像信号を、前記第１の位置情報およ
び前記第２の位置情報を用いて合成する合成手段と、
　前記合成された映像信号を記録する記録手段を備えることを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　撮影された映像を合成して記録する撮影装置において、
　被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換して出力する撮影手段と、
　撮像時における撮影装置の位置を検出する位置検出手段と、
　被写体撮影時に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付
ける位置情報関連付け手段と、
　第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報が関連付けられた第１
の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第２の位置情報が関連付
けられた第２の映像信号の重なりを、前記第１の位置情報および前記第２の位置情報を用
いて判断し、前記第１の映像信号と前記第２の映像信号が重ならない部分を加えるように
合成する合成手段と、前記合成された映像信号を記録する記録手段を備えることを特徴と
する撮影装置。
【請求項３】
　撮影された映像を出力する画像合成装置において、
　被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換して出力する撮影手段と、
　撮像時における撮影装置の位置を検出する位置検出手段と、
　被写体撮影時に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付
ける位置情報関連付け手段と、
　第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報が関連付けられた第１
の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第２の位置情報が関連付
けられた第２の映像信号の重なりを、前記第１の位置情報および前記第２の位置情報を用
いて判断し、前記第１の映像信号と前記第２の映像信号が重ならない部分を加えるように
合成する合成手段を備えることを特徴とする画像合成装置。
【請求項４】
　前記第１の位置情報および前記第２の位置情報を用いて撮影装置の動きを検出し、前記
第１の映像信号と前記第２の映像信号が重ならない部分を加えるように合成することを特
徴とする請求項１乃至３に記載の撮影装置または画像合成装置。
【請求項５】
　前記位置検出手段はジャイロセンサを用いることを特徴とする請求項４に記載の撮影装
置または画像合成装置。
【請求項６】
　前記合成された映像信号は静止画であることを特徴とする請求項５に記載の撮影装置ま
たは画像合成装置。
【請求項７】
　被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換して出力するステップと、
　撮像時における撮影装置の位置を検出するステップと、
　被写体撮影時に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付



(3) JP 2009-171110 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

けるステップと、
　第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報が関連付けられた第１
の映像信号から一部の領域を削除するステップと、
　前記一部の領域が削除された第１の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記
撮影装置の第２の位置情報が関連付けられた第２の映像信号を、前記第１の位置情報およ
び前記第２の位置情報を用いて合成するステップと、
　前記合成された映像信号を記録するステップを備えることを特徴とする撮影方法。
【請求項８】
　被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換して出力するステップと、
　撮像時における撮影装置の位置を検出するステップと、
　被写体撮影時に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付
けるステップと、
　第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報が関連付けられた第１
の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第２の位置情報が関連付
けられた第２の映像信号の重なりを、前記第１の位置情報および前記第２の位置情報を用
いて判断し、前記第１の映像信号と前記第２の映像信号が重ならない部分を加えるように
合成するステップと、前記合成された映像信号を記録するステップを備えることを特徴と
する撮影方法。
【請求項９】
　被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換して出力するステップと、
　撮像時における撮影装置の位置を検出するステップと、
　被写体撮影時に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付
けるステップと、
　第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報が関連付けられた第１
の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第２の位置情報が関連付
けられた第２の映像信号の重なりを、前記第１の位置情報および前記第２の位置情報を用
いて判断し、前記第１の映像信号と前記第２の映像信号が重ならない部分を加えるように
合成するステップを備えることを特徴とする画像合成方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、撮影装置に関する。またこの発明は撮影された複数の映像を合成する撮影
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被写体を撮影する撮影装置が普及している。そして、撮影された映像を合成する
方法が提案されている。
　特許文献１には、動画からのパノラマ画像や高解像画像の合成において、次々と入力さ
れる大量の枚数のフレーム画像を遅延なくリアルタイムに処理し記録しながら、さらに、
合成処理の進行状況や結果を示すインジケータ表示をも同時実行可能にする技術が開示さ
れている。
【０００３】
　具体的には、この技術は、撮影中の動画を表示する表示手段と、前記動画から順次フレ
ーム画像を取り込み、取り込み時刻の異なる２枚のフレーム画像を比較して移動量を求め
る手段と、前記２枚のフレーム画像の差分画像及び前記移動量とを記録する手段と、記憶
された移動量と取り込まれたフレーム画像とから合成された合成画像を象徴するインジケ
ータ情報を作成する手段と、前記差分画像と前記移動量を用いてパノラマ画像を合成する
手段を設けるように構成されている。
【０００４】
　しかしながら、この特許文献１においては、画像をリアルタイムに処理する技術が開示
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されているが、例えば第１の映像信号と第２の映像信号の新しい部分を加えること、すな
わち両者が重ならない部分を加えるように合成する技術の開示がされていない。このため
、製品への適用という点でまだ十分とはいえなかった。
【特許文献１】特開２００0－244814
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、この発明は、上記事情を考慮してなされたもので、製品へ適用可能な撮影装置
を提供することを目的とする。また、パノラマ画像の撮影において利便性の高い撮影装置
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】
【０００６】
　この発明に係る撮影装置は、被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換して出
力する撮影手段と、撮像時における撮影装置の位置を検出する位置検出手段と、被写体撮
影時に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付ける位置情
報関連付け手段と、第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報が関
連付けられた第１の映像信号から一部の領域を削除する一部領域削除手段と、前記一部の
領域が削除された第１の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第
２の位置情報が関連付けられた第２の映像信号を、前記第１の位置情報および前記第２の
位置情報を用いて合成する合成手段と、前記合成された映像信号を記録する記録手段を備
えるように構成している。
【０００７】
　この発明に係る撮影装置は、被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換して出
力する撮影手段と、撮像時における撮影装置の位置を検出する位置検出手段と、被写体撮
影時に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付ける位置情
報関連付け手段と、第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報が関
連付けられた第１の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第２の
位置情報が関連付けられた第２の映像信号の重なりを、前記第１の位置情報および前記第
２の位置情報を用いて判断し、前記第１の映像信号と前記第２の映像信号が重ならない部
分を加えるように合成する合成手段と、前記合成された映像信号を記録する記録手段を備
えるように構成している。
【０００８】
　この発明に係る画像合成装置は、被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換し
て出力する撮影手段と、撮像時における撮影装置の位置を検出する位置検出手段と、被写
体撮影時に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付ける位
置情報関連付け手段と、第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報
が関連付けられた第１の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第
２の位置情報が関連付けられた第２の映像信号の重なりを、前記第１の位置情報および前
記第２の位置情報を用いて判断して、前記第１の映像信号と前記第２の映像信号が重なら
ない部分を加えるように合成する合成手段を備えるように構成している。
【０００９】
　この発明に係る撮影方法は、被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換して出
力するステップと、撮像時における撮影装置の位置を検出するステップと、被写体撮影時
に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付けるステップと
、第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報が関連付けられた第１
の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第２の位置情報が関連付
けられた第２の映像信号の重なりを、前記第１の位置情報および前記第２の位置情報を用
いて判断し、前記第１の映像信号と前記第２の映像信号が重ならない部分を加えるように
合成するステップと、前記合成された映像信号を記録するステップを備えるように構成し
ている。
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【００１０】
　この発明に係る画像合成方法は、被写体を撮影し、撮影された映像を映像信号に変換し
て出力するステップと、撮像時における撮影装置の位置を検出するステップと、被写体撮
影時に検出された前記撮影装置の位置情報を前記出力された映像信号に関連付けるステッ
プと、第１の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第１の位置情報が関連付けられた
第１の映像信号と、第２の被写体撮影時に検出された前記撮影装置の第２の位置情報が関
連付けられた第２の映像信号の重なりを、前記第１の位置情報および前記第２の位置情報
を用いて判断し、前記第１の映像信号と前記第２の映像信号が重ならない部分を加えるよ
うに合成するステップを備えるように構成している。
【発明の効果】
【００１１】
　上記した構成によれば、製品へ適用可能な撮影装置を提供することが可能となる。また
、パノラマ画像の撮影において利便性の高い撮影装置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照し、この発明の実施の形態を説明する。
　図１は、この発明の実施の形態に係る撮影装置の構成を示すブロック図である。
　符号１は撮像部、符号２は画像処理部、符号３はメモリ、符号４はディスプレイ、符号
５は操作部（タッチパネル）、符号６はマイコン、符号７はパノラマ画像生成部、符号８
はジャイロセンサ、符号１０は撮影装置（ビデオカメラ）である。
【００１３】
　ここでは撮影装置１０の一例としてビデオカメラを用いて説明する。このビデオカメラ
１０は撮像部１、画像処理部２、メモリ３、タッチパネル５およびディスプレイ４を備え
ている。またさらに、カメラの動きを検知するためのジャイロセンサ８とパノラマ静止画
の処理機能を持ったマイコン６およびパノラマ静止画生成部７を構成する。
【００１４】
　撮像部１、画像処理部２、メモリ３は撮像部１を用いて撮影された被写体の画像データ
をメモリ３へ最適な形で保存する。
　ディスプレイ４はメモリ３から呼び出した動画と撮影装置１０で作成されたパノラマ静
止画を表示する。
　タッチパネル５はパノラマ静止画の削除範囲指定やフレーム画像の配置方法変更といっ
たユーザからの操作を受け付ける手段を所有しており、ユーザ操作に応じてその情報をマ
イコン６へと送信する。
【００１５】
　ジャイロセンサ８は位置情報を検出するために用いられ、第１の撮影時のカメラ位置に
対して第２の撮影時のカメラ位置がどれくらい移動したかを測定するために使用される。
【００１６】
　マイコン６はジャイロセンサ８に接続され、ジャイロセンサ８から送信される位置情報
を含む信号を用いて、ビデオカメラ１０が撮影している位置を認識し、メモリ３から取得
した各フレーム画像をその位置情報に則って配置し、パノラマ画像を作成する。また、ユ
ーザ操作に応じて、ディスプレイ４を介して得られた情報をもとに、所定のパノラマ静止
画の一部分を削除したり、フレーム画像の配置を変更したりする。
【００１７】
　尚、ここでは位置情報の検出手段としてジャイロセンサ８を用いたが、他に位置情報を
検出する手段があれば、これに置換可能である。
　図２は、この発明の実施の形態に係るパノラマ静止画を作成処理するフローチャートで
ある。
　ここでは、第２の映像信号（第２の画像）をメモリ３から呼び出したその時点での最新
フレーム画像と、作成中のパノラマ静止画（第１の映像信号）との位置関係を、ジャイロ
センサ８を用いて認識し、設定された配置方法に則してパノラマ静止画に足していく。
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【００１８】
　この発明の実施の形態に係る、撮影装置（ビデオカメラ）１０においては、動画像など
から取得する複数の画像を重ねてパノラマ静止画を生成することが可能である。
【００１９】
　符号１００は、ここでの開始ステップである。続いて符合１０１を付したステップへ進
む。
　符号１０１は、動画を撮影するステップである。すなわち、撮影装置（ビデオカメラ）
１０において、動画の撮影中に、そこで得られた複数の画像を重ね合わせて、撮影しなが
らパノラマ静止画を作成する動作を実行中に、撮影装置（ビデオカメラ）１０のディスプ
レイ（液晶部）４に、その時点で作成されているパノラマ静止画を随時表示する。続いて
、符合１０２を付したステップへ進む。
【００２０】
　符号１０２は、パノラマ画像を作成するか否かを判断するステップである。パノラマ画
像を作成すると判断する場合は符合１０３を付したステップへ進む（Ｙｅｓ）。パノラマ
画像を作成すると判断しない場合は符合１０５を付したステップへ進む（Ｎｏ）。
【００２１】
　この発明の実施の形態においては、パノラマ静止画を随時表示する動作を実行中に、撮
影者（ユーザ）がパノラマ静止画の任意の部分を削除し、再び上記動作を連続して行うこ
とが可能である。
【００２２】
　符号１０３はパノラマ静止画を随時表示する動作を実行中に、撮影者（ユーザ）がパノ
ラマ静止画の任意の部分を削除するか否かを決定するステップである。パノラマ静止画の
任意の部分を削除すると決定する場合は符合１０４を付したステップへ進む（Ｙｅｓ）。
パノラマ静止画の任意の部分を削除すると決定しない場合は符合１０５を付したステップ
へ進む（Ｎｏ）。
【００２３】
　符号１０４はメモリ３から最新のフレームを呼び出すステップである。続いて符合１０
５を付したステップへ進む。
　符号１０５は上記のようにジャイロセンサ８を用いて位置情報を検出し、撮影装置１０
の動きを検出するステップである。配置位置を決定する場合は符号１０６を付したステッ
プへ進む。削除範囲を選択する場合は符号１１２を付したステップへ進む。
【００２４】
　符号１１２は削除範囲を選択するステップである。続いて符合１１３を付したステップ
へ進む。
　符号１０６は配置位置を決定するステップである。続いて符合１０７を付したステップ
へ進む。
　符号１０７はパノラマ合成を行う画像どうしの重なりの有無を検出するステップである
。パノラマ合成を行う画像どうしの重なりが有ると検出された場合は符合１０８を付した
ステップへ進む（Ｙｅｓ）。パノラマ合成を行う画像どうしの重なりが無いと検出された
場合は符合１１０を付したステップへ進む（Ｎｏ）。
【００２５】
　この発明の実施の形態においては、パノラマ静止画を随時表示する動作に関して、複数
のフレーム画像からパノラマ静止画を作成する際に、その時点でできているパノラマ静止
画と新しい画像に重なる部分がある場合、パノラマ静止画は変更せずに新しい部分だけを
足していくことでパノラマ静止画を作成する動作（以下書き足しと呼ぶ）を行うことが可
能である。
【００２６】
　また、重なる部分のパノラマ静止画を削除し新しい画像を上から上書きする動作（以下
上書きと呼ぶ）も可能である。
　また、パノラマ静止画を作成する書き足しや上書き動作を、撮影者（ユーザ）の好みに
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応じて切り替えることが可能である。
　符号１０８は上記書き足しや上書きを行うか否かを検出するステップである。書き足し
や上書きを行う場合は符合１０９を付したステップへ進む（Ｙｅｓ）。書き足しや上書き
を行わない場合は符合１１３を付したステップへ進む（Ｎｏ）。
【００２７】
　符合１０９は上記書き足しや上書きを行うためにフレーム画像を加工するステップであ
る。続いて符合１１０を付したステップへ進む。
　符合１１３は重なる部分のパノラマ静止画を削除するステップである。続いて符合１１
０を付したステップへ進む。
　符合１１０は上記パノラマ静止画を作成するためにフレーム画像を配置するステップで
ある。続いて符合１１１を付したステップへ進む。
　符合１１１は上記パノラマ静止画を作成するために配置されたフレーム画像データを、
ディスプレイ４に表示およびメモリ３に更新記録するステップである。その時点で出来上
がっているパノラマ静止画（第１の映像信号）と、撮影中の動画（第２の映像信号）は、
図3に示すようにディスプレイに表示する（後述）。続いて符合１１４を付したステップ
へ進む。
【００２８】
　符号１１４はパノラマ静止画作成の終了を判定するステップである。パノラマ静止画作
成を終了すると判定する場合は符号１１５を付したステップへ進む（Ｙｅｓ）。パノラマ
静止画作成を終了すると判定しない場合は符号１０３を付したステップへ進み、上記処理
を繰り返す（Ｎｏ）。
【００２９】
　符合１１５は終了ステップであり、ここでの処理は終了する。
　すなわち、この発明の実施の形態においては、このパノラマ静止画を作成処理するフロ
ーにおいて、フレーム画像の配置の変更とパノラマ静止画の任意の部分を編集のために削
除することができる。
【００３０】
　ここで、上記配置の変更について説明する。
　配置の変更は、例えば、図2に示すフローチャートでは、ユーザ操作に応じて、上書き
と書き足しが随時変更できるようになっている。そして、パノラマ静止画とフレーム画像
に重なる部分があった場合、上書きであればパノラマ静止画の重なる部分だけを削除し、
書き足しであればフレーム画像の重なる部分だけを削除する。
【００３１】
　尚、書き足しの場合の配置の変更の例を図5に示す（後述）。
　また、上記パノラマ静止画の削除について説明する。
　パノラマ静止画の削除は、例えば、図2に示すフローチャートでは、ユーザによって、
その時点で作成されているパノラマ静止画の所定の部分を削除するという操作がされれば
、次のフローではメモリからのフレーム画像取得は行わずに、その削除動作を実行する。
この削除動作が終了すると、再び基本フローに戻る。
【００３２】
　尚、この削除フローの実行中も、ジャイロセンサ８から位置情報を取得し続けている。
このため、フレーム画像とパノラマ静止画の位置関係は把握可能である。この動作はパノ
ラマ静止画作成終了の命令が来るまで続ける。
【００３３】
　図３は、この発明の実施の形態に係る、動画と静止画の表示方法を示す図である。
　符号ａは、すでに撮影され、メモリ３に記録されている第１の映像である。符号ｂは、
現在撮影中の映像すなわち、第２の映像である。第２の映像ｂは、動画である。ここでは
、第１の映像ａと第２の映像ｂをパノラマ配置して表示する。
【００３４】
　上記のように、この発明の実施の形態に係る撮影装置１０は、第２の映像ｂの撮影時に
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おいて、メモリ３に記録された最新フレーム画像と、作成中のパノラマ静止画との位置関
係を、ジャイロセンサ８を用いて認識し、予め設定された配置方法に則して、作成中のパ
ノラマ静止画に足していく。そして、その時点で出来上がっているパノラマ静止画（第１
の映像ａ）と、撮影中の動画（第２の映像ｂ）を、ディスプレイ４に表示する。
【００３５】
　符号４ａは、第２の映像ｂ（動画）である。ここではディスプレイ４の左側に表示され
ている。符号４ｂは、パノラマ静止画（第１の映像ａ）に、撮影中の動画（第２の映像ｂ
）から加工された画像足したパノラマ静止画である。ここではディスプレイ４の右側に表
示されている。
【００３６】
　図４は、この発明の他の実施の形態に係る、動画と静止画の表示および編集動作を行う
際の時系列を示す図である。
　符号２１ａは、上記その時点で出来上がっているパノラマ静止画（第１の映像ａ）であ
る。符号２１ｂは、上記撮影中の動画（第２の映像ｂ）である。そして、パノラマ静止画
（第１の映像ａ）２１ａと、撮影中の動画（第２の映像ｂ）２１ｂから、上記のように編
集されたパノラマ画像が符号３１を付したパノラマ画像である。
【００３７】
　ここでは、動画の撮像範囲が、現在向いている場所とディスプレイの表示を時系列順に
並べたものを示している。時間は、time１　→　time２　→　time３　→　time４　の順
で経過する。
【００３８】
　ここでは、パノラマ画像３１は、時刻time１において編集されたパノラマ画像である。
そして、上記のように、パノラマ画像の作成は連続して行われる。
　このパノラマ画像の連続作成によって、それぞれ、符号３２は時刻time２において編集
されたパノラマ画像である。符号３３は時刻time３において編集されたパノラマ画像であ
る。符号３４は時刻time４において編集されたパノラマ画像である。
【００３９】
　この発明の実施の形態においては、時間の経過とともにパノラマ静止画が作成され、そ
の時点で作成できているパノラマ静止画を随時表示することが可能である。また、時刻ti
me3の後に、パノラマ静止画の任意の部分（Edit部２０）を削除し、その後、再びｔime4
において動画を撮影し、削除部分を修正することが可能である。
【００４０】
　図５は、この発明の実施の形態に係る、フレーム画像の配置の変更（書き足し）のよう
すを示す図である。図に示すように、ここではフレーム1　→　フレーム２　→　フレー
ム3と、撮影範囲が、時系列で変化していること示している。また、この変化した撮影範
囲に応じて、上記のように、パノラマ画像が作成される。
【００４１】
　上記のように構成することによって、この発明の実施の形態においては、製品へ適用可
能な撮影装置を提供することが可能となるという効果がある。また、パノラマ画像の撮影
において利便性の高い撮影装置を提供することが可能となるという効果がある。また、パ
ノラマ画像の編集において、パノラマ静止画と新しい画像に重なる部分がある場合、パノ
ラマ静止画は変更せずに新しい部分だけを足していくことでパノラマ静止画を作成するこ
とが可能であるという効果がある。また、重なる部分のパノラマ静止画を削除し新しい画
像を上から上書きすることも可能であるという効果がある。また、パノラマ静止画を作成
する書き足しや上書き動作を、ユーザの好みに応じて切り替えることが可能であるという
効果がある。
【００４２】
　なお、この発明は上記した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階で
はその趣旨を逸脱しない範囲で構成要素を種々変形して具体化することが可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００４３】
【図１】この発明の実施の形態に係る、撮影装置の構成を示すブロック図。
【図２】この発明の実施の形態に係る、パノラマ静止画を作成処理するフローチャート。
【図３】この発明の実施の形態に係る、動画と静止画の表示方法を示す図。
【図４】この発明の他の実施の形態に係る、動画と静止画の表示および編集動作を行う際
の時系列を示す図。
【図５】この発明の実施の形態に係る、フレーム画像の配置の変更（書き足し）を示す図
。
【符号の説明】
【００４４】
　１…撮像部、２…画像処理部、３…メモリ、４…ディスプレイ、５…操作部（タッチパ
ネル）、６…マイコン、７…パノラマ画像生成部、８…ジャイロセンサ、１０…撮影装置
（カメラ）。

【図１】 【図２】
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【図５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

