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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームごとの画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段より得られた前記フレームごとの撮像データの画像サイズを縮小する縮小
手段と、
　前記縮小手段にて縮小された縮小画像データから動画データを生成するための画像処理
をする動画処理手段と、
　前記動画データの生成中に静止画の撮像指示を入力する入力手段と、
　前記動画データの生成中における静止画の撮像指示の入力に応じて、当該入力時に前記
撮像手段が取得中のフレームよりも後に取得を開始したフレームの画像データであって前
記縮小手段により縮小されていない画像データを記憶する記憶手段と、
　前記動画データの生成中に静止画の撮像指示が入力された場合、前記記憶手段に記憶さ
れた前記縮小されていない画像データであって、当該入力時に前記撮像手段が取得中のフ
レームよりも後に取得を開始したフレームの画像データに対して、前記動画処理手段が動
画データを生成するための画像処理を行っていない期間に、静止画データを生成するため
の画像処理をする静止画処理手段と
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記縮小手段により縮小されていない画像データを複数に分割する分割手段を有し、
　前記静止画処理手段は、前記分割手段により分割された第１の分割画像データの画像処
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理を、第１の動画フレームと第２の動画フレームの画像処理の間に行い、前記分割された
第２の分割画像データの画像処理を、前記第２の動画フレームと第３の動画フレームの画
像処理の間に行うことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記動画処理手段は、前記縮小画像データの画像処理を前記縮小画像データの取得開始
から所定時間経過後に開始することを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記静止画処理手段は、前記縮小されていない画像データが取得されてから、前記動画
処理手段が所定フレーム分の画像処理をした後に、前記縮小されていない画像データの画
像処理を開始することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　撮像装置が行う撮像方法であって、
　所定期間ごとの画像データを取得する撮像工程と、
　前記撮像工程より得られた前記所定期間ごとの撮像データの画像サイズを縮小する縮小
工程と、
　前記縮小工程にて縮小された縮小画像データから動画データを生成するための画像処理
をする動画処理工程と、
　前記動画データの生成中に静止画の撮像指示を入力する入力工程と、
　前記動画データの生成中における静止画の撮像指示の入力に応じて、当該入力時に前記
撮像工程が取得中のフレームよりも後に取得を開始したフレームの画像データであって前
記縮小工程により縮小されていない画像データを記憶手段に記憶させる記憶工程と、
　前記動画データの生成中に静止画の撮像指示が入力された場合、前記記憶手段に記憶さ
れた前記縮小されていない画像データであって、当該入力時に前記撮像工程が取得中のフ
レームよりも後に取得を開始したフレームの画像データに対して、前記動画処理工程が動
画データを生成するための画像処理を行っていない期間に、静止画データを生成するため
の画像処理をする静止画処理工程と
　を有することを特徴とする撮像方法。
【請求項６】
　コンピュータに、
　所定期間ごとの画像データを取得する撮像手順と、
　前記撮像手順より得られた前記所定期間ごとの撮像データの画像サイズを縮小する縮小
手順と、
　前記縮小手順にて縮小された縮小画像データから動画データを生成するための画像処理
をする動画処理手順と、
　前記動画データの生成中に静止画の撮像指示を入力する入力手順と、
　前記動画データの生成中における静止画の撮像指示の入力に応じて、当該入力時に前記
撮像手順が取得中のフレームよりも後に取得を開始したフレームの画像データであって前
記縮小手順により縮小されていない画像データを記憶手段に記憶させる記憶手順と、
　前記動画データの生成中に静止画の撮像指示が入力された場合、前記記憶手段に記憶さ
れた前記縮小されていない画像データであって、当該入力時に前記撮像手順が取得中のフ
レームよりも後に取得を開始したフレームの画像データに対して、前記動画処理手順が動
画データを生成するための画像処理を行っていない期間に、静止画データを生成するため
の画像処理をする静止画処理手順と
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置、撮像方法及びプログラムに関して、例えば動画と静止画とを並行処
理するために用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、動画撮影中に外部操作にて静止画キャプチャー指示を受けた場合、静止画用と動
画用の複数の映像処理ブロックを有し、静止画像用ブロックにて処理される静止画は、１
フレーム期間又は、１フィールド期間にて画面分割されたエリア部分を順次処理し数フレ
ームで１枚を構成するように構成されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、動画と静止画を別モードにて読み出す撮像素子を持ち、動画記録中に静止画連写
コマンド受け付け時は、静止画読み出しに切り換え、予め設定してあるコマ数のみ静止画
を連写出来、動画像１枚と静止画１枚分を繰り返し処理する。この時動画データのフレー
ムレートを落とし静止画像の処理を行なうように構成されている（例えば、特許文献２参
照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３２６８９６号公報
【特許文献２】特開２００３－１５８６５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら前記従来例、特許文献１では静止画用と動画用の複数の画像処理ブロック
を有する構成のため、ＬＳＩのチップ面積が増大することと、動画像と静止画像の同時並
行画像処理を行なっているため、消費電力が増大するという課題がある。また、特許文献
２では、動画記録中に静止画キャプチャーする際に動画のフレームレートが落ちてしまう
という課題がある。
【０００６】
　本発明は前述の問題点にかんがみ、動画のフレームレートを落とすことなく動画と静止
画とを並行処理できるようにすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の撮像装置は、フレームごとの画像データを取得する撮像手段と、前記撮像手段
より得られた前記フレームごとの撮像データの画像サイズを縮小する縮小手段と、前記縮
小手段にて縮小された縮小画像データから動画データを生成するための画像処理をする動
画処理手段と、前記動画データの生成中に静止画の撮像指示を入力する入力手段と、前記
動画データの生成中における静止画の撮像指示の入力に応じて、当該入力時に前記撮像手
段が取得中のフレームよりも後に取得を開始したフレームの画像データであって前記縮小
手段により縮小されていない画像データを記憶する記憶手段と、前記動画データの生成中
に静止画の撮像指示が入力された場合、前記記憶手段に記憶された前記縮小されていない
画像データであって、当該入力時に前記撮像手段が取得中のフレームよりも後に取得を開
始したフレームの画像データに対して、前記動画処理手段が動画データを生成するための
画像処理を行っていない期間に、静止画データを生成するための画像処理をする静止画処
理手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　以上本発明によれば、動画像撮像中に動画像より大きなサイズの静止画像をキャプチャ
ーしたい時に、動画像のフレームレートを全く落とすことがなくネットワーク上へ配信可
能或いは記録可能となる。
【０００９】
　また、全画素メモリーの容量範囲内で、動画撮像中の大画面静止画撮影の連写が可能と
なり、ＶＤ単位で連続撮影可能となるので動画フレームと同じ速度の連写した画像を得る
ことができる。
【００１０】
　また、画像処理回路ブロックを複数持つ必要がないため、ＬＳＩ化する際に回路規模を
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増大させる必要がなく、上記制御の実現が可能となる。また、回路規模の増大を防ぐこと
で、回路の消費電力の低減が可能となる。また、動画像を構成するために静止画像を縮小
処理する期間が静止画全画素読み出し中のＶＤ期間のみに限定されるため、動画像処理時
の省電力化が計れる。
【００１１】
　また、メカシャッターが必要な撮像素子における動画像撮像中に静止画像をキャプチャ
ーしたい時に、動画像としてブラックアウトするフレームを少なくすることが出来、動画
像としての違和感の少ない画像を提供することが可能となる。
【００１２】
　また、あらゆる高画素撮像素子に対応可能な処理を実現することが出来る。また、動画
処理を高速化することで、静止画の分割数を少なく処理することが可能となり、静止画処
理期間を短縮と、大画面静止画連写コマ数を拡大することが可能となりさらに、大画面静
止画連写が規定コマ数以内なら全画素メモリー容量を削減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】
【００１３】
（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施例を表す図として、図１、図２、図３であり、図１は本発明の撮像
装置の全体概要を表すブロック図であり、図２は本発明の第１の実施例に関わる特徴を示
すブロック図であり、図３は本実施例の特徴を表す各種処理タイミングチャートである。
【００１４】
　図１の構成順に、１は光電変換素子である撮像素子（撮像素子として特に限定はしない
が、ＣＣＤ或いはＣＭＯＳセンサーのような撮像素子を表し、第１の実施の形態としては
、動画像を構成する１フレーム時間内で全画素読み出し可能な撮像素子である）、２はレ
ンズ、３は撮像素子１であるＣＣＤ或いはＣＭＯＳセンサーからのアナログ撮像データを
所定の量子化ビットに対応してデジタル変換するためのＡ／Ｄ変換を司るＡ／Ｄ変換部で
ある。
【００１５】
　４は撮像素子１とＡ／Ｄ変換部３のタイミングをコントロールするためのタイミングジ
ェネレータ、５はＡ／Ｄ変換部３でＡ／Ｄ変換されたデータを動画像用信号と静止画像用
信号とに振り分け、画像の縮小、画像のバッファリングをおこなう動画＆静止画処理手段
である。
【００１６】
　６は動画＆静止画処理手段５にてデータ振り分けされた静止画用フレーム画像データを
記憶するための画像データ記憶手段であるところのメモリー（本実施の形態ではＲＡＭを
示すがこれは一例であるため、アクセス速度が十分問題ないレベルの素子であればこの限
りではない）である。
【００１７】
　７は動画＆静止画処理手段５から得られた動画像用データ及び、静止画用データの現像
処理を行なう画像処理部、８は画像処理部７にて画像処理する際に処理データと未処理デ
ータを一時的に記憶するためのメモリー（本実施の形態ではＲＡＭを示すがこれは一例で
あるためアクセス速度が十分問題ないレベルの素子であればこの限りではない）である。
【００１８】
　９は本実施の形態のシステムを制御するための制御手段であるところのＣＰＵ、１０は
画像処理部７にて画像処理されたデータを所定のフォーマットに応じて圧縮処理するため
のエンコード処理部（画像フォーマットはＪＰＥＧ、ＭＰＥＧ等規格に準拠したフォーマ
ットであるため、特に限定はしないが本実施の形態ではＪＰＥＧエンコーダで説明する）
である。
【００１９】
　１１は、エンコード処理部１０で圧縮された動画データ及び静止画データを記録するか
ネットワーク上に通信するか否かを切り換える切り換え手段、１２は外部ネットワークか
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らの通信コマンドの通信や或いは、１～１１までの各ブロックにて処理された動画像、静
止画像を外部へ配信或いは通信するためのネットワーク通信部である。
【００２０】
　１３は本実施の形態の撮像装置内に動画像又は静止画像データを記憶するための記憶手
段であるところのストレージ（図１ではストレージと記載しているが、その他データ書き
込み可能な不揮発性メモリー、メディア、ハードディスク等データ記憶出来るもの全般を
示し、取り替え可能な物でも可であり特に限定はしない）である。
【００２１】
　１４は外部からのリモコン制御コマンド受け付け用の赤外線リモコン受信部、１５は、
ユーザが外部から直接操作することが可能なキー入力部である。
【００２２】
　上記構成において、Ａ／Ｄ変換部３、タイミングジェネレータ４、動画＆静止画処理手
段５、画像処理部７、ＣＰＵ９、エンコード処理部１０、切り換え手段１１の各ブロック
をＬＳＩ化する際に１チップで構成されている構成である。又、１チップ化ではなく各処
理ブロックを別々に構成したり、機器実装上都合の良いＬＳＩ構成にしたりしても構わな
い。
【００２３】
　次に、図２では、図１の１～９に記載してあるブロックを詳細に説明するブロック図で
あり、図２の１、３、４、６、７、９は前記図１の１、３、４、６、７、９に対応してい
る。
【００２４】
　１６は、Ａ／Ｄ変換部３でＡ／Ｄ変換された撮像データを外部制御コマンド入力に応じ
て静止画キャプチャー時に静止画像用データとして撮像素子１の全画素分に対応した読み
出しデータを記録する記録手段である。
【００２５】
　１７は、Ａ／Ｄ変換部３でＡ／Ｄ変換された全画素に対応する撮像データを、動画像を
構成する画像サイズに縮小処理する縮小処理手段、１８は縮小処理手段１７からの縮小画
像データを所定期間保持しデータのバッファリングをするバッファメモリーである。
【００２６】
　１９は、ＣＰＵ９からの制御に応じて動画像と静止画像の画像処理を選択する選択手段
、２０は本システムの動作に必要なクロックを生成する発信器、２１は選択手段１９の発
信器の周波数を逓倍し高速周波数に設定するＰＬＬ回路である。前記図１と図２の構成に
おいて、図３に示すタイミングチャートにて処理の流れを説明する。
【００２７】
　図３の信号順に上から、動画像を構成するための垂直同期信号であるＶＤ、縮小処理手
段７、バッファメモリー８で動画像を構成する画像を作り出すための縮小処理と縮小デー
タのバッファリング動作タイミングを示すｂ、全画素メモリー６、記録手段６にて静止画
像を記憶する記憶手段へのデータ記録保存タイミングを示すａ、画像処理手段７で画像処
理するタイミングを示すｃである。
【００２８】
　まず通常動画撮影時のデータの流れにて、図３の静止画キャプチャーと記載してあるポ
イント下矢印部までの期間は動画撮像期間を表し、ＶＤ信号と次のＶＤ信号間のタイミン
グが動画を構成する単位フレーム期間を表す。
【００２９】
　全画素読み出しに対応した撮像素子１をタイミングジェネレータ４をコントロールする
ことで全画素に対応した撮像データの読み出しを開始、次に前記タイミングジェネレータ
４タイミングに応じて、Ａ／Ｄ変換部３でデジタル化したデータを読み出したデータ順に
、縮小手段２１７で画像縮小と縮小手段７で縮小画像の一時的なバッファリングを行ない
処理された画像を動画像用として構成する。
【００３０】
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　バッファ１８で一時的にバッファリングされた動画用画像データを、選択手段９で動画
像を選択し、図３－ｂの動画バッファリング開始より所定時間経過後から図３－ｃに示す
動画処理を画像処理手段２０７にて順次画像処理を実施する。この時に動画処理開始時間
を所定時間遅らせた分、１８にてバッファリングされるデータを追い越さないような時間
に設定し動画フレーム以内に収まる範囲内で高速に動画像処理を行なう。
【００３１】
　この時、ＰＬＬ回路２１にて高速クロックを供給し、画像処理手段７で高速処理を実現
している。上記説明にて画像処理する内容は通常現像処理のことを示し、画像のフィルタ
リング処理、輝度、色差等の補正処理を施し最適な画像を作り出す処理を行なう（処理内
容の詳細は公知技術であり、各メーカ等での画像の考え方等により処理内容が異なるため
説明は省略する。）。
【００３２】
　また、画像処理手段７ではさまざまな画像処理を施しているため、順次各画像処理を時
系列に接続する際に画像データを一時的にバッファリング用に図１のメモリー８が存在し
図の画像処理手段７をデータの受け渡しをしている（ここの画像処理部のメモリーアクセ
ス等については公知技術のため説明は省略する。）。
【００３３】
　次に上記画像処理完了したデータは１ＶＤ期間であるフレーム期間内で１枚の画像を構
成し、次の処理ブロックであるエンコード処理部１０へとデータを流していく。エンコー
ド処理部１０では、前記で画像処理されたデータを予め設定してある所定の画像フォーマ
ットであるＪＰＥＧ形式に圧縮処理され、切り換え手段１１で本撮像装置内部にあるスト
レージに記憶していくか或いは、ネットワーク通信部１２を返して、外部通信先へ通信す
る。
【００３４】
　このような状態に本撮像装置があるのは、外部からの制御指示によりＣＰＵ９が動作し
、動画撮影モードとなる。動画データの配信先は、予め外部より制御された制御コマンド
に対応するように設定しており、ネットワーク通信部１２を返して外部機器へ動画像通信
しているか、ストレージ１３に順次動画データを記録している状態となっている。
【００３５】
　前記に示すような動画撮像中に、ネットワーク通信部１２、赤外線リモコン受信部１４
、キー入力部１５のいずれかより、前記動画像を構成する画像サイズより大きいサイズの
静止画のキャプチャーを要求するコマンドをＣＰＵ９が受け付ける場合を説明する。図３
に示す静止画キャプチャーと記載した個所でコマンド受け付けたとした場合、キャプチャ
ーコマンド受け付けから次の１発目のＶＤ（垂直同期信号）からＡ／Ｄ変換部３からの出
力信号を読み出し順に記録手段１５で記録を開始し、記憶手段であるメモリー６に順次読
み出しが完了するまで記憶していく。
【００３６】
　同時に前記にて説明した縮小手段１７、バッファ１８にて動画の縮小とバッファリング
動作と前記記憶処理は並行した期間で実行している。静止画用として記憶手段であるメモ
リー６に記憶してある静止画用記憶データを所定のＶＤ期間カウント後（即、次のカウン
トを含む）から図３―ｃの空欄部示すように、動画像処理期間以外の期間で画像処理部７
にデータを流し画像処理をしていく。
【００３７】
　同一画像処理部にて動画処理時間に影響がないように、静止画像を画像処理していく際
に、動画像より大きなサイズの静止画１枚分全てのデータ処理が出来ないため、予め設定
してある画像エリアに対応して分割した画像毎に図３－ｃの空欄部に示すような動画処理
を実行していない非処理期間に分割して静止画像処理を行なう。
【００３８】
　本実施の形態では通常動画像はＶＧＡサイズ（６４０×４８０）を動画とし、静止画は
縦横２倍の静止画像サイズ（全画素に対応したサイズ）１２８０×９６０で表しており、
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例として静止画像のサイズがもっと大きな画像サイズに対応する場合は、分割するエリア
数を増やし、上記同様に静止画像を処理する。例として、１２８０×９６０に対して縦横
２倍の画像サイズの場合は１６分割して静止画像の画像処理をする。但しこれは１例であ
り、静止画像サイズ、動画像サイズに応じて前記分割数を設定するように構成する。
【００３９】
　前記分割数とＶＤフレーム数が対応することとなり、４分割時は、４ＶＤ分の時間で静
止画の画像処理が完了することとなる。前記より動画像データは、エンコード処理部１０
である画像圧縮処理部で、順次ＪＰＥＧ画像圧縮処理されＭｏｔｉｏｎＪＰＥＧ画像とし
て構成する。
【００４０】
　圧縮処理後、動画像は上記にて説明した動画撮像記録するためのストレージ１３に格納
するか、ネットワーク通信部１２へデータを流す。静止画像は、分割されている画像デー
タを一度画像処理部７でメモリー８に順次記憶し１枚分の画像データ記憶完了後に静止画
像としてエンコード処理部１０へ流しＪＰＥＧ圧縮処理する。
【００４１】
　この時静止画のエンコード処理ブロックを、１ブロックとした場合は、動画像通信或い
はストレージ終了コマンド受け付け後に、通信の時はネットワーク通信部１２にて１枚の
静止画像として配信し、ストレージの時はストレージに１枚の静止画像として記録する（
但し、エンコード処理部１０が高速処理可能なブロックである場合は、ストレージコマン
ド受け付け後にストレージやネットワーク配信を行なわずに、１枚分画像処理後に動画圧
縮処理の非圧縮処理期間で１枚分を圧縮処理するように構成しても構わない）。
【００４２】
　また、上記説明にて、外部からの静止画キャプチャーコマンドが静止画分割処理期間中
に再度受け付けた場合（連写要求を含む）、メモリー６及び、メモリー８容量がオーバー
フローしない範囲にて順次静止画キャプチャー動作を実行し続ける。
【００４３】
　以上本実施の形態を実現することでの第１の効果として、動画像撮像中に動画像より大
きなサイズの静止画像をキャプチャーしたい時に、動画像のフレームレートを全く落とす
ことがなくネットワーク上へ配信可能或いは記録可能となる。
【００４４】
　第２の効果として、全画素メモリー６の容量範囲内で、動画撮像中の大画面静止画撮影
の連写が可能となる（ＶＤ単位で連続撮影可能となるので動画フレームと同じ速度の連写
した画像を得ることが出来る。）。
【００４５】
　第３の効果として、画像処理回路ブロックを複数持つ必要がないため、ＬＳＩ化する際
に回路規模を増大させる必要がなく、上記制御の実現が可能となる。
【００４６】
　第４の効果として、回路規模の増大を防ぐことで、回路の消費電力の低減が可能となる
。
【００４７】
（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態を表す図として、図１、図４、図５であり、図１は前記実施
例１にて説明してあるものと全く同一構成のブロック図、図４は本発明の第２の実施の形
態に関わる特徴を示すブロック図、図５は本実施例の特徴を表すタイミングチャートであ
る。
【００４８】
　図１の構成については第１の実施の形態の記載内容と同一である。図４の構成は第１の
実施の形態に記載の図２の１～２１までに対応したブロック図で、異なる点は、図２に記
載してあるバッファメモリー１７を持たない構成である。図１及び図４の各ブロックの役
割と構成は第１の実施の形態に記載の図１と図２の機能ブロックと同一な構成であるため
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、説明を省略する。そこで図５のタイミングチャートより説明する。
【００４９】
　図５の信号順に上から、動画像を構成するための垂直同期信号であるＶＤ、縮小手段１
７の縮小処理動作期間を示すｄ、全画素メモリー６と静止画像を記憶する記録手段１６へ
のデータ記録タイミングを示すａ、画像処理手段７で画像処理するタイミングを示すｅで
ある。次に前記タイミングチャートに沿って本発明の内容を説明していく。
【００５０】
　まず通常動画撮影時のデータの流れで、図５の静止画キャプチャーと記載してあるポイ
ント下矢印部までの期間は動画撮像期間を表し、ＶＤ信号と次のＶＤ信号間のタイミング
が動画を構成する単位フレーム期間を表す。全画素読み出しに対応した撮像素子１をタイ
ミングジェネレータ４をコントロールすることで全画素に対応した撮像データの読み出し
を開始する。
【００５１】
　次に、前記タイミングジェネレータ４タイミングに応じてＡ／Ｄ変換部３でデジタル化
したデータを読み出したデータ順に、縮小手段１７で画像縮小のみの処理を行ない処理さ
れた画像を動画像用として構成する。第１の実施の形態と異なる点は、縮小処理した画像
のバッファリングを行なわない構成としている。
【００５２】
　ここでの動画用画像データを、選択手段１９で動画像を選択し、図５－ｄの動画縮小画
像処理された順に図５－ｅに示す動画処理を画像処理手段７にて順次画像処理を実施する
。画像処理内容は通常現像処理のことを示し、画像のフィルタリング処理、輝度、色差等
の補正処理を施し最適な画像を作り出す処理を行なう（処理内容の詳細は公知技術であり
、各メーカ等での画像の考え方等により処理内容が異なるため説明は省略する。）。
【００５３】
　また、画像処理手段７ではさまざまな画像処理を施しているため、順次各画像処理を時
系列に接続する際に画像データを一時的なバッファリング用にメモリー８が存在し、画像
処理手段７でデータの受け渡しをしている（ここの画像処理部のメモリーアクセス等につ
いては公知技術のため説明は省略する。）。
【００５４】
　次に上記画像処理完了したデータは１ＶＤ期間であるフレーム期間内で１枚の画像を構
成し、次の処理ブロックであるエンコード処理部１０へとデータを流していく。エンコー
ド処理部１０では、前記で画像処理されたデータを予め設定してある所定の画像フォーマ
ットであるＪＰＥＧ形式に圧縮処理され、切り換え手段１１で本撮像装置内部にあるスト
レージに記憶していくかあるいは、ネットワーク通信部１２を返して、外部通信先へ通信
する。
【００５５】
　このような状態に本撮像装置があるのは、外部からの制御指示によりＣＰＵ９が動作し
、動画撮影モードとなる。動画データの配信先は、予め外部より制御された制御コマンド
に対応するように設定しており、ネットワーク通信部１２を返して外部機器へ動画像通信
しているか、ストレージ１３に順次動画データを記録している状態となっている。
【００５６】
　前記に示すような動画撮像中に、ネットワーク通信部１２、赤外線リモコン受信部１４
、キー入力部１５のいずれかより、前記動画像を構成する画像サイズより大きいサイズの
静止画のキャプチャーを要求するコマンドをＣＰＵ９が受け付ける場合を説明する。
【００５７】
　図３に示す静止画キャプチャーと記載した個所でコマンド受け付けたとした場合、キャ
プチャーコマンド受け付けから第１発目のＶＤ（垂直同期信号）からＡ／Ｄ変換部３から
の出力信号を読み出し順に記録手段１６で記録し、記憶手段である全画素メモリー６に順
次読み出しが完了するまで記憶していく。
【００５８】



(9) JP 4902136 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

　同時に縮小手段１７により図５－ｄの縮小手段の期間のタイミングで順次縮小処理を実
施する。静止画用として記憶手段である全画素メモリー６に記憶してあるデータを所定の
ＶＤ期間カウント後から図５－ｅの空欄部に示すような動画像処理期間以外の非処理期間
で画像処理手段７にデータを流し画像処理をしていく。
【００５９】
　静止画像を画像処理していく際に、静止画１枚分全てのデータを流すことはできないた
め、予め設定してある画像エリアに対応して分割した画像毎に図５に示すような動画処理
を実行していない非処理期間である動画フレーム単位期間の帰線期間中にほぼ対応した期
間に分割して静止画処理を行なう。次に、上記説明にて画像処理された静止画像データは
、エンコード処理部１０である画像圧縮処理部で、順次ＪＰＥＧ画像圧縮処理する。
【００６０】
　本実施の形態の説明より動画像データは、エンコード処理部１０である画像圧縮処理部
で、順次ＪＰＥＧ画像圧縮処理されｍｏｔｉｏｎＪＰＥＧ画像として構成され動画像は前
記にて説明した動画撮像記録するための図１－１３のストレージ１３に格納するか、ネッ
トワーク通信部１２へデータを流す。
【００６１】
　静止画像は、分割されている画像データを一度画像処理手段７でのメモリー８に順次記
憶し１枚分の画像データ記憶完了後に静止画像をエンコード処理部１０へ流しＪＰＥＧ圧
縮処理する。この時静止画のエンコード処理ブロックを、１ブロックとした場合は、動画
像通信あるいはストレージ終了コマンド受け付け後に、通信の時はネットワーク通信部１
２にて１枚の静止画像として配信し、ストレージの際はストレージ１３に１枚の静止画像
として記録する（但し、エンコード処理部１０が高速処理可能なブロックである場合は、
ストレージコマンド受け付け後にストレージやネットワーク配信を行なわずに、１枚分画
像処理後に動画圧縮処理の非圧縮処理期間で１枚分を圧縮処理するように構成しても構わ
ない）。
【００６２】
　また、本実施の形態の説明にて、外部からの静止画キャプチャーコマンドが静止画分割
処理期間中に再度受け付けた場合（連写要求を含む）、全画素メモリー６及び、メモリー
８の容量がオーバーフローしない範囲にて順次静止画キャプチャー動作を実行し続ける。
【００６３】
　本実施の形態では、前記動画処理期間以外の非処理期間が第１の実施の形態に記載の期
間よりも短く構成されているが、動画及び静止画の画像サイズが小さくなるとこの方法で
も処理期間が十分満足できる設定である。
【００６４】
　以上、本実施の形態を実現することで、第１の実施の形態と同様に、本実施の形態にお
ける第１の効果として、動画像撮像中に動画像より大きなサイズの静止画像をキャプチャ
ーしたい時に、動画像のフレームレートを全く落とすことがなくネットワーク上へ配信可
能あるいは記録可能となる。
【００６５】
　第２の効果として、全画素メモリー６の容量範囲内で、動画撮像中の大画面静止画撮影
の連写が可能となる（ＶＤ単位で連続撮影可能となるので動画フレームと同じ速度の連写
した画像を得ることが出来る。）。
【００６６】
　第３の効果として、画像処理回路ブロックを複数持つ必要がないため、ＬＳＩ化する際
に回路規模を増大させる必要がなく、上記制御の実現が可能となる。
【００６７】
　第４の効果として、回路規模の増大を防ぐことで、回路の消費電力の低減が可能となる
。
【００６８】
　第５の効果として、動画像構成用に縮小画像用バッファが不要であるため、第３の効果
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と第４の効果をより促進することが可能となる。
【００６９】
（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態を表す図は、図６、図７、図８であり図６は本の実施の形態
の全体概要を表すブロック図、図７は本実施の形態に関わる特徴を示すブロック図、図８
は本実施の形態の特徴を表す各種処理タイミングチャートである。
【００７０】
　図６において、図１と同じ機能を有するものは、図１と同一の番号を付している。図６
の構成順に、１は光電変換素子である撮像素子（撮像素子として特に限定はしないが、Ｃ
ＣＤ或いはＣＭＯＳセンサーのような撮像素子を表し、本実施の形態としては、動画像を
構成する１フレーム時間内で全画素読み出し可能な撮像素子である）、２はレンズである
。
【００７１】
　３は撮像素子１であるＣＣＤ或いはＣＭＯＳセンサーからのアナログ撮像データを所定
の量子化ビットに対応してデジタル変換するためのＡ／Ｄ変換を司るＡ／Ｄ変換部、４は
撮像素子１とＡ／Ｄ変換部３のタイミングをコントロールするためのタイミングジェネレ
ータ、７はＡ／Ｄ変換部３でＡ／Ｄ変換された画像データの現像処理を行なう画像処理部
である。
【００７２】
　８は７の画像処理部７にて画像処理する際に処理データと未処理データを一時的に記憶
するためのメモリー（本実施の形態ではＲＡＭを示すがこれは一例であるため、アクセス
速度が十分問題ないレベルの素子であればこの限りではない）、９は本実施の形態のシス
テムを制御するための制御手段であるところのＣＰＵである。
【００７３】
　１０は後述する動画＆静止画処理手段２４のブロックより処理されたデータを所定のフ
ォーマットに応じて圧縮処理するためのエンコード処理部（画像フォーマットはＪＰＥＧ
、ＭＰＥＧ等規格に準拠したフォーマットであるため、特に限定はしないが本実施の形態
ではＪＰＥＧエンコーダで説明する）である。
【００７４】
　１１は、エンコード処理部１０で圧縮された動画データ及び静止画データを記録するか
ネットワーク上に通信するか否かを切り換える切り換え手段、１２は外部ネットワークか
らの通信コマンドの通信あるいは、前記各ブロックにて処理された動画像、静止画像を外
部へ配信或いは通信するためのネットワーク通信部である。
【００７５】
　１３は本発明の撮像装置内に動画像又は静止画像データを記憶するための記憶手段であ
るところのストレージ（図１ではストレージと記載しているが、その他データ書き込み可
能な不揮発性メモリー、メディア、ハードディスク等データ記憶出来るもの全般を示し、
取り替え可能な物でも可であり特に限定はしない）、１４は外部からのリモコン制御コマ
ンド受け付け用の赤外線リモコン受信部である。
【００７６】
　１５は、ユーザが外部から直接操作することが可能なキー入力部である。２３は後述す
る動画＆静止画処理手段２４にてデータ振り分けされた静止画用フレーム画像データを記
憶するための画像データ記憶手段であるところのメモリー（本実施の形態ではＲＡＭを示
すがこれは一例であるため、アクセス速度が十分問題ないレベルの素子であればこの限り
ではない）である。
【００７７】
　２４は画像処理部７により画像処理された画像データを動画像用信号と静止画像用信号
とに振り分け、画像の縮小、画像のバッファリングをおこなう動画＆静止画処理手段、２
５は、切り換え手段１１により切り換えられた画像データ（主に静止画データ）を合成処
理するための画像合成手段である。
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【００７８】
　前記構成において、Ａ／Ｄ変換部３、タイミングジェネレータ４、画像処理部７、ＣＰ
Ｕ９、エンコード処理部１０、切り換え手段１１、動画＆静止画処理手段２４、図６－２
５の画像合成手段２５、の各ブロックをＬＳＩ化する際に１チップで構成されている構成
である。また、１チップ化ではなく各処理ブロックを別々に構成したり、機器実装上都合
の良いＬＳＩ構成にしても構わない。
【００７９】
　次に、本実施の形態の詳細を説明するブロック図として図７で表す。
　図７において、構成順に、７は図６と同様、Ａ／Ｄ変換部３のＡ／Ｄ変換された画像デ
ータの現像処理を行なう画像処理部、２３は、後述する記録手段２６に記憶された静止画
用フレーム画像データを記憶するための画像データ記憶手段であるところのメモリー（本
実施の形態ではＲＡＭを示すがこれは一例であるため、アクセス速度が十分問題ないレベ
ルの素子であればこの限りではない）である。
【００８０】
　２６は、画像処理部７で画像処理された画像データを外部制御コマンド入力に応じて静
止画キャプチャー時に静止画像用データとして、１ＶＤフレーム期間中の全画素分データ
に対応した画像処理データを記録する記録手段、２７は、撮像素子１の全画素データ分に
対応する画像処理されたデータを、動画像を構成する画像サイズに、縮小処理する縮小手
段である。
【００８１】
　２８は、制御手段であるＣＰＵ９からの制御に応じて動画像と静止画像の画像圧縮処理
を切り換える切り換え手段、２９は本システムの動作に必要なクロックを生成する発信器
、３０は発信器２９の周波数を逓倍し高速周波数に設定するＰＬＬ回路である。
【００８２】
　前記図６と図７の構成において、図８に示すタイミングチャートにて処理の流れを説明
する。図８の信号順に上から、動画像を構成するための垂直同期信号であるＶＤ、画像処
理部７で画像処理されるタイミングを示すｆ、全画素メモリー２３と静止画像を記憶する
記録手段２６へのデータ記録保存タイミングを示すａ、縮小手段２７によって画像処理部
７にて画像処理された画像データを縮小処理するタイミングを示すｇである。
【００８３】
　まず通常動画撮影時のデータの流れにて、図８の静止画キャプチャーと記載してあるポ
イント下矢印部までの期間は動画撮像期間を表し、ＶＤ信号と次のＶＤ信号間のタイミン
グが動画を構成する単位フレーム期間を表す。全画素読み出しに対応した撮像素子１をタ
イミングジェネレータ４をコントロールすることで全画素に対応した撮像データの読み出
しを開始する。
【００８４】
　次に、前記タイミングジェネレータ４のタイミングに応じてＡ／Ｄ変換部３でデジタル
化したデータを読み出したデータ順に、図８－ｆに示す動画処理を画像処理手段７にて、
全画素分のデータを順次画像処理する。画像処理内容は通常現像処理のことを示し、画像
のフィルタリング処理、輝度、色差等の補正処理を施し最適な画像を作り出す処理を行な
う（処理内容の詳細は公知技術であり、各メーカ等での画像の考え方等により処理内容が
異なるため説明は省略する。）。
【００８５】
　また、画像処理部７ではさまざまな画像処理を施しているため、順次各画像処理を時系
列に接続する際に画像データを一時的なバッファリング用にメモリー８が存在し、画像処
理部７とデータの受け渡しをしている（ここの画像処理部のメモリーアクセス等について
は公知技術のため説明は省略する。）。
【００８６】
　次に、画像処理部７にて全画素に対応し画像処理された画像データを、縮小手段２７で
画像縮小処理した画像を動画像用として構成する。切り換え手段２８で動画像を選択し、
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図８－ｇ示すようなタイミングにて前記縮小手段２７にて縮小された縮小動画像をエンコ
ード処理部１０で、予め設定してある所定の画像フォーマットであるＪＰＥＧ形式に順次
圧縮処理され、切り換え手段１１で本撮像装置内部にあるストレージ１３に記憶していく
かあるいは、ネットワーク通信部１２を介して、外部通信先へ通信する。
【００８７】
　このような状態に本撮像装置があるのは、外部からの制御指示によりＣＰＵ９が動作し
、動画撮影モードとなる。動画データの配信先は、予め外部より制御された制御コマンド
に対応するように設定しており、ネットワーク通信部１２を介して外部機器へ動画像通信
しているか、ストレージ１３に順次動画データを記録している状態となっている。
【００８８】
　前記に示すような動画撮像中に、ネットワーク通信部１２、赤外線リモコン受信部、キ
ー入力部１５のいずれかより、前記動画像を構成する画像サイズより大きいサイズの静止
画のキャプチャーを要求するコマンドをＣＰＵ９が受け付ける場合を説明する。
【００８９】
　図８に示す静止画キャプチャーと記載した個所でコマンド受け付けたとした場合、キャ
プチャーコマンド受け付けから第１発目のＶＤ（垂直同期信号）から画像処理部７にて画
像処理が施された順に記録手段２６で記録し、記憶手段である全画素メモリー２３に順次
画像処理が完了するまで記憶していく。同時に縮小手段２７により縮小された画像を図８
－ｇの圧縮手段の期間のタイミングで順次エンコード処理部１０にてＪＰＥＧ画像へ圧縮
処理を実施する。
【００９０】
　静止画用として前記記憶手段であるメモリー２３に記憶してあるデータを所定のＶＤ期
間カウント後から図８－ｇの空欄部に示すような動画像圧縮処理期間以外の非圧縮動作期
間でエンコード処理部１０にデータを流し画像圧縮処理をしていく。静止画像を画像処理
していく際に、静止画１枚分のデータを、予め設定してある画像エリアに対応して分割し
た画像毎に図８に示すような動画処理を実行していない非処理期間である動画フレーム単
位期間の帰線期間中にほぼ対応した期間に分割して静止画像の圧縮処理を行なう。
【００９１】
　本実施の形態の説明より、動画像データは、エンコード処理部１０である画像圧縮処理
部で、順次ＪＰＥＧ画像圧縮処理されＭｏｔｉｏｎＪＰＥＧ画像として構成され動画像は
前記にて説明した動画撮像記録するためのストレージ１３に格納するか、ネットワーク通
信部１２へデータを流す。
【００９２】
　静止画像は、圧縮分割されている画像データを、画像合成手段２５で１枚分の画像デー
タとして合成完了後、通信の時はネットワーク通信部１２にて１枚の静止画像として配信
し、ストレージの際はストレージ１３に１枚の静止画像として記録する。
【００９３】
　ここで、エンコード処理部１０で圧縮された静止画の画像データを１枚に合成してネッ
トワーク配信及び、ストレージ記録するように構成しているが、前記にて分割圧縮した画
像を分割したままネットワーク配信及びストレージ記録しても構わない構成とする。
【００９４】
　また、本実施の形態の説明にて、外部からの静止画キャプチャーコマンドが静止画分割
処理期間中に再度受け付けた場合（連写要求を含む）、全画素メモリー２３の容量がオー
バーフローしない範囲にて順次静止画キャプチャー動作を実行し続ける。
【００９５】
　以上、本実施の形態を実現することで、第１の実施の形態と同様に、本実施の形態の第
１の効果として、動画像撮像中に動画像より大きなサイズの静止画像をキャプチャーした
い時に、動画像のフレームレートを全く落とすことがなくネットワーク上へ配信可能ある
いは記録可能となる。
【００９６】
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　第２の効果として、全画素メモリー６の容量範囲内で、動画撮像中の大画面静止画撮影
の連写が可能となる。（ＶＤ単位で連続撮影可能となるので動画フレームと同じ速度の連
写した画像を得ることができる。）
【００９７】
　第３の効果として、画像処理回路ブロックを複数持つ必要がないため、ＬＳＩ化する際
に回路規模を増大させる必要がなく、上記制御の実現が可能となる。
【００９８】
　第４の効果として、回路規模の増大を防ぐことで、回路の消費電力の低減が可能となる
。
【００９９】
　第５の効果として、動画像構成用に縮小画像用バッファが不要であるため、第３の効果
と第４の効果をより促進することが可能となる。
【０１００】
（第４の実施の形態）
　本発明の第４の実施の形態を表す図として、図１、図９、図１０であり、図１は本発明
の撮像装置の全体概要を表すブロック図、図９は本実施の形態に関わる特徴を示すブロッ
ク図、図１０は本実施の形態の特徴を表す各種処理タイミングチャートである。
【０１０１】
　図１において構成順に、１は光電変換素子である撮像素子（撮像素子として特に限定は
しないが、ＣＣＤ或いはＣＭＯＳセンサーのような撮像素子を表し、本実施の形態として
は、動画に対応した動画用読み出しチャンネルと静止画読み出しに対応した静止画用読み
出しチャンネルを有する撮像素子で、動画チャンネルは全画素データの内の動画に対応し
た画像サイズに合わせて画素間引き出力、或いは画素加算されたデータ読み出し可能なチ
ャンネル、静止画チャンネルは動画像を構成する１フレーム時間内で全画素分のデータが
読み出し可能なチャンネルを有する撮像素子である）である。
【０１０２】
　２はレンズ、３は撮像素子１であるＣＣＤ或いはＣＭＯＳセンサーからのアナログ撮像
データを所定の量子化ビットに対応してデジタル変換するためのＡ／Ｄ変換を司るＡ／Ｄ
変換部、４は撮像素子１とＡ／Ｄ変換部３のタイミングをコントロールするためのタイミ
ングジェネレータ、５はＡ／Ｄ変換部３でＡ／Ｄ変換されたデータを動画像用信号と静止
画像用信号とに振り分け、画像の縮小、画像のバッファリングをおこなう動画＆静止画処
理手段である。
【０１０３】
　６は５の動画＆静止画処理手段にてデータ振り分けされた静止画用フレーム画像データ
を記憶するための画像データ記憶手段であるところのメモリー（本実施の形態ではＲＡＭ
を示すがこれは一例であるため、アクセス速度が十分問題ないレベルの素子であればこの
限りではない）、７は動画＆静止画処理手段５から得られた動画像用データ及び、静止画
用データの現像処理を行なう画像処理部である。
【０１０４】
　８は画像処理部７にて画像処理する際に処理データと未処理データを一時的に記憶する
ためのメモリー（本実施の形態ではＲＡＭを示すがこれは一例であるため、アクセス速度
が十分問題ないレベルの素子であればこの限りではない）、９は本実施の形態のシステム
を制御するための制御手段であるところのＣＰＵである。
【０１０５】
　１０は画像処理部７にて画像処理されたデータを所定のフォーマットに応じて圧縮処理
するためのエンコード処理部（画像フォーマットはＪＰＥＧ、ＭＰＥＧ等規格に準拠した
フォーマットであるため、特に限定はしないが本実施の形態ではＪＰＥＧエンコーダで説
明する）、１１は、エンコード処理部１０で圧縮された動画データ及び静止画データを記
録するかネットワーク上に通信するか否かを切り換える切り換え手段である。
【０１０６】
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　１２は外部ネットワークからの通信コマンドの通信やあるいは、図１の１～１１までの
各ブロックにて処理された動画像、静止画像を外部へ配信あるいは通信するためのネット
ワーク通信部、１３は本発明の撮像装置内に動画像又は静止画像データを記憶するための
記憶手段であるところのストレージ（図１ではストレージと記載しているが、その他デー
タ書き込み可能な不揮発性メモリー、メディア、ハードディスク等データ記憶出来るもの
全般を示し、取り替え可能な物でも可であり特に限定はしない）である。１４は外部から
のリモコン制御コマンド受け付け用の赤外線リモコン受信部、１５は、ユーザが外部から
直接操作することが可能なキー入力部である。
【０１０７】
　前記構成において、Ａ／Ｄ変換部３、タイミングジェネレータ４、動画＆静止画処理手
段５、画像処理部７、ＣＰＵ９、エンコード処理部１０、切り換え手段１１の各ブロック
をＬＳＩ化する際に１チップで構成されている構成である。また、１チップ化ではなく各
処理ブロックを別々に構成したり、機器実装上都合の良いＬＳＩ構成にしても構わない。
【０１０８】
　次に、図９は、図１の１～９に記載してあるブロックを詳細に説明するブロック図であ
り、図９の１、３、４、６、７、９は前記説明した図１の１、３、４、６、７、９に対応
している。図９の１７は、静止画用の読み出しチャンネルで読み出した全画素対応画像デ
ータを動画として構成する画像サイズに縮小処理する縮小手段、１５は、撮像素子１の静
止画モードに対応した全画素読み出しデータを記録する記録手段である。
【０１０９】
　１８は縮小手段１７からの縮小画像データを所定期間保持しデータのバッファリングを
するバッファメモリー、１９は、制御手段であるＣＰＵ９からの制御に応じて動画像と静
止画像の画像処理を選択する選択手段、２０は本システムの動作に必要なクロックを生成
する発信器、２１は発信器２０の周波数を逓倍し高速周波数に設定するＰＬＬ回路である
。
【０１１０】
　３１は、Ａ／Ｄ変換部３でＡ／Ｄ変換された撮像データを動画チャンネルと静止画チャ
ンネル読み出しに対応してデータ処理ブロックの流れを切り換えるための切り換え手段、
３２は、切り換え手段３１によって動画像チャネル読み出しモードで読みだされた画像を
バッファリングするためのバッファである。前記図１と図９の構成において、図１０に示
すタイミングチャートにて処理の流れを説明する。
【０１１１】
　図１０の信号順に上から、動画像を構成するための垂直同期信号であるＶＤ、バッファ
３２で通常の動画像チャンネルより読み出した動画像データのバッファリング動作タイミ
ングを示すｈ、全画素メモリー６と静止画像を記憶する記憶手段１６へのデータ記録保存
タイミングを示すｉ、縮小手段１７とバッファ１８で動画像を構成する画像を作り出すた
めの縮小処理と縮小データのバッファリング動作タイミングを示すｊ、画像処理手段７で
画像処理するタイミングを示すｋである。
【０１１２】
　まず通常動画撮影時のデータの流れにて、図９の静止画キャプチャーと記載してあるポ
イント下矢印部までの期間は動画撮像期間を表し、ＶＤ信号と次のＶＤ信号間のタイミン
グが動画を構成する単位フレーム期間を表す。動画チャンネル設定にてタイミングジェネ
レータ４をコントロールすることで動画像サイズ対応した画素撮像データの読み出しを開
始する。
【０１１３】
　次に、前記タイミングジェネレータ４のタイミングに応じてＡ／Ｄ変換部３でデジタル
化したデータを読み出したデータ順に、切り換え手段３１にデータを入力する。切り換え
手段３１は通常動画撮影時は動画モードに切り換えておく。
【０１１４】
　バッファメモリー３２に一時的にバッファリングされた動画用画像データを、選択手段
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１９で動画像を選択し、図１０－ｈの動画バッファリング開始より所定時間経過後から図
１０－ｋに示す動画処理を画像処理手段７にて順次画像処理を実施する。この時に動画処
理開始時間を所定時間遅らせた分、バッファ３２にてバッファリングされるデータを追い
越さないような時間に設定し動画フレーム以内に収まる範囲内で高速に動画像処理を行な
う。この時、ＰＬＬ回路２１にて高速クロックを供給し、画像処理手段７の高速処理を実
現している。
【０１１５】
　前記説明にて画像処理する内容は通常現像処理のことを示し、画像のフィルタリング処
理、輝度、色差等の補正処理を施し最適な画像を作り出す処理を行なう（処理内容の詳細
は公知技術であり、各メーカ等での画像の考え方等により処理内容が異なるため説明は省
略する。）。また、画像処理部７ではさまざまな画像処理を施しているため、順次各画像
処理を時系列に接続する際に画像データを一時的にバッファリング用にメモリー８が存在
し、画像処理部７をデータの受け渡しをしている（ここの画像処理部のメモリーアクセス
等については公知技術のため説明は省略する。）。
【０１１６】
　次に、前記画像処理完了したデータは１ＶＤ期間であるフレーム期間内で１枚の画像を
構成し、次の処理ブロックであるエンコード処理部１０へとデータを流していく。エンコ
ード処理部１０では、前記で画像処理されたデータを予め設定してある所定の画像フォー
マットであるＪＰＥＧ形式に圧縮処理され、切り換え手段１１で本撮像装置内部にあるス
トレージに記憶していくかあるいは、ネットワーク通信部１２を介して、外部通信先へ通
信する。
【０１１７】
　このような状態に本撮像装置があるのは、外部からの制御指示によりＣＰＵ９が動作し
、動画撮影モードとなる。動画データの配信先は、予め外部より制御された制御コマンド
に対応するように設定しており、ネットワーク通信部１２を介して外部機器へ動画像通信
しているか、ストレージ１３に順次動画データを記録している状態となっている。
【０１１８】
　前記に示すような動画撮像中に、ネットワーク通信部１２、赤外線リモコン受信部１４
、キー入力部のいずれかより、前記動画像を構成する画像サイズより大きいサイズの静止
画のキャプチャーを要求するコマンドをＣＰＵ９が受け付ける場合を説明する。
【０１１９】
　図１０に示す静止画キャプチャーと記載した個所でコマンド受け付けたとした場合、キ
ャプチャーコマンド受け付けから次の１発目のＶＤ（垂直同期信号）から撮像素子１を静
止画像読み出し対応の全画素読み出しチャンネル読み出しに切り換える。切り換えは、タ
イミングジェネレータ４の読み出しタイミングを切り換えることで実現する。同時に切り
換え手段３１にて静止画読み出し用として記録手段１５と、縮小手段１７へ並列にデータ
を流す。このフレームは、静止画像データ記憶フレームと定め、Ａ／Ｄ変換部３からの出
力信号を読み出し順に記録手段１５で記録を開始し、記憶手段であるメモリー６に順次読
み出しが完了するまで記憶していく。
【０１２０】
　同時に前記にて説明した縮小手段１７とバッファ１８にて前のＶＤ期間で読み出されて
いた動画像チャンネルと同サイズの画像の縮小とバッファリングは並行して処理している
。キャプチャー制御信号受け付け時から次の１ＶＤフレーム期間の動画像用データは、静
止画像を縮小した画像を使用する。
【０１２１】
　その後、即次のＶＤフレームより前記記載した動画モード読み出しチャンネルに切り換
え、画像処理手段７にて動画像処理を順次実施する。また、静止画像用データとして記憶
された静止画用として記憶手段であるメモリー６に記憶してある静止画用記憶データを所
定のＶＤ期間カウント後（即、次のカウントを含む）から図９―ｋの空欄部に示すように
、動画像処理期間以外の期間での画像処理手段７にデータを流し画像処理をしていく。
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【０１２２】
　同一画像処理部にて動画処理時間に影響がないように、静止画像を画像処理していく際
に、動画像より大きなサイズの静止画１枚分全てのデータ処理が出来ないため、予め設定
してある画像エリアに対応して分割した画像毎に図３に示すような動画処理を実行してい
ない非処理期間に分割して静止画処理を行なう。
【０１２３】
　本実施の形態では動画読み出しチャンネルによって読み出された動画像はＶＧＡサイズ
（６４０×４８０）を動画とし、静止画読み出しチャンネルによって読み出された静止画
像静止画は縦横２倍の静止画像サイズ（全画素に対応したサイズ）１２８０×９６０で表
しており、例として静止画像のサイズがもっと大きな画像サイズに対応する場合は、分割
するエリア数を増やし、前記同様に静止画像を処理する。例として、１２８０×９６０の
縦横比２倍の画像サイズの場合は１６分割して静止画像の画像処理をする。但しこれは１
例であり、静止画像サイズ、動画像サイズに応じて前記分割数を設定するように構成する
。
【０１２４】
　前記より動画像データは、エンコード処理部１０である画像圧縮処理部で、順次ＪＰＥ
Ｇ画像圧縮処理されモーションＪＰＥＧ画像として構成する。圧縮処理後、動画像は前記
にて説明した動画撮像記録するためのストレージ１３に格納するか、ネットワーク通信部
１２へデータを流す。
【０１２５】
　静止画像は、分割されている画像データを一度画像処理部７でメモリー８に順次記憶し
１枚分の画像データ記憶完了後に静止画像としてエンコード処理部１０へ流しＪＰＥＧ圧
縮処理する。この時静止画のエンコード処理ブロックを、１ブロックとした場合は、動画
像通信或いはストレージ終了コマンド受け付け後に、通信の時はネットワーク通信部１２
にて１枚の静止画像として配信し、ストレージの時はストレージに１枚の静止画像として
記録する（但し、エンコード処理部１０が高速処理可能なブロックである場合は、ストレ
ージコマンド受け付け後にストレージやネットワーク配信を行なわずに、１枚分画像処理
後に動画圧縮処理の非圧縮処理期間で１枚分を圧縮処理するように構成しても構わない）
。
【０１２６】
　また、前記説明にて、外部からの静止画キャプチャーコマンドが静止画分割処理期間中
に再度受け付けた場合（連写要求を含む）、全画素メモリー６及び、メモリー８の容量が
オーバーフローしない範囲にて順次静止画キャプチャー動作を実行し続ける。
【０１２７】
　以上、本実施の形態を実現することで、第１の実施の形態と同様に、本実施の形態の第
１の効果として、動画像撮像中に動画像より大きなサイズの静止画像をキャプチャーした
い時に、動画像のフレームレートを全く落とすことがなくネットワーク上へ配信可能ある
いは記録可能となる。
【０１２８】
　第２の効果として、全画素メモリー６の容量範囲内で、動画撮像中の大画面静止画撮影
の連写が可能となる（ＶＤ単位で連続撮影可能となるので動画フレームと同じ速度の連写
した画像を得ることができる。）。
【０１２９】
　第３の効果として、画像処理回路ブロックを複数持つ必要がないため、ＬＳＩ化する際
に回路規模を増大させる必要がなく、前記制御の実現が可能となる。
【０１３０】
　第４の効果として、回路規模の増大を防ぐことで、回路の消費電力の低減が可能となる
。
【０１３１】
　第５の効果として、動画像を構成するために静止画像を縮小処理する期間が静止画全画
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素読み出し中のＶＤ期間のみに限定されるため、動画像処理時の省電力化が計れる。
【０１３２】
（第５の実施の形態）
　本発明の第５の実施の形態を表す図として、図１１、図１２、図１３であり、図１１は
本発明の撮像装置の全体概要を表すブロック図、図１２は本実施の形態に関わる特徴を示
すブロック図、図１３は本実施の形態の特徴を表す各種処理タイミングチャートである。
【０１３３】
　図１１の構成順に、１は光電変換素子である撮像素子１（撮像素子として特に限定はし
ないが、ＣＣＤ或いはＣＭＯＳセンサーのような撮像素子を表し、本実施の形態としては
、動画に対応した動画用読み出しチャンネルと静止画読み出しに対応した静止画用読み出
しチャンネルを有する撮像素子で、動画チャンネルは全画素データの内の動画サイズに対
応した画素間引あるいは画素加算されたデータ読み出し可能なチャンネル、静止画チャン
ネルは、静止画用の露光期間を必要とし、露光期間とは別の期間にて動画像を構成する複
数のフレーム期間で全画素分のデータが読み出し可能なチャンネルを有する撮像素子であ
る。主に、３００万画素～４００万画素程度のセンサーにて２フレーム期間で全画素読み
出し可能な撮像素子）である。
【０１３４】
　図１１の２～１５までの構成は、前記第１の実施の形態に記載の図１の２～１５に対応
している。３３は、前記撮像素子１のセンサー読み出し期間中に外部からの光を物理的に
閉じるメカシャッターである。
【０１３５】
　前記構成において、Ａ／Ｄ変換部３、タイミングジェネレータ４、動画＆静止画処理手
段５、画像処理手段７、ＣＰＵ９、エンコード処理部１０、切り換え手段１１の各ブロッ
クをＬＳＩ化する際に１チップで構成されている構成である。また、１チップ化ではなく
各処理ブロックを別々に構成したり、機器実装上都合の良いＬＳＩ構成にしても構わない
。
【０１３６】
　次に、図１２は、図１１の１～９に記載してあるブロックを詳細に説明するブロック図
であり、図１２の１、３、４、６、７、９は前記説明した図１の１、３、４、６、７、９
に対応している。１７は、静止画用の読み出しチャンネルで読み出した全画素対応画像デ
ータを動画として構成する画像サイズに縮小処理する縮小手段、１５は、撮像素子１の静
止画モードに対応した全画素読み出しデータを記録する記録手段である。
【０１３７】
　１８は縮小手段１７からの縮小画像データを所定期間保持しデータのバッファリングを
するバッファメモリー、１９は、制御手段であるＣＰＵ９からの制御に応じて動画像と静
止画像の画像処理を選択する選択手段、２０は本システムの動作に必要なクロックを生成
する発信器、２１は発信器２０の周波数を逓倍し高速周波数に設定するＰＬＬ回路である
。
【０１３８】
　３１は、Ａ／Ｄ変換部３でＡ／Ｄ変換された撮像データを動画チャンネルと静止画チャ
ンネル読み出しに対応してデータ処理ブロックの流れを切り換えるための切り換え手段、
３２は、切り換え手段３１によって動画像チャネル読み出しモードでよみだされた画像を
バッファリングするためのバッファメモリーである。
【０１３９】
　３３は、図１１の３３に対応しており、前記撮像素子１のセンサー読み出し期間中に外
部からの光を物理的に閉じるメカシャッターである。前記図１１と図１２の構成において
、図１３に示すタイミングチャートにて処理の流れを説明する。
【０１４０】
　図１３の信号順に上から、動画像を構成するための垂直同期信号であるＶＤ、メカシャ
ッター３３の開閉タイミングを示すｌ、撮像素子１のＣＣＤの読み出しモードを表すタイ
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ミングｍ、全画素メモリー６と静止画像を記憶する記憶手段１６へのデータ記録保存タイ
ミングを示すｎ、バッファメモリー３２で通常の動画像チャンネルより読み出した動画像
データのバッファリング動作タイミングを示すｏ、縮小手段１７とバッファ１８でＣＣＤ
の静止画像チャンネルより読み出した静止画像データから動画像を構成する画像を作り出
すための縮小処理と縮小データのバッファリング動作タイミングを示すｐ、画像処理手段
７で画像処理するタイミングを示すｑである。
【０１４１】
　まず通常動画撮影時のデータの流れにて、図１３の静止画キャプチャーと記載してある
ポイント下矢印部までの期間は動画撮像期間を表し、ＶＤ信号と次のＶＤ信号間のタイミ
ングが動画を構成する単位フレーム期間を表す。メカシャッター３３を開放した状態で、
動画チャンネル設定にて図１２－４のタイミングジェネレータ４をコントロールすること
で動画像サイズ対応した画素撮像データの読み出しを開始する。
【０１４２】
　次に、前記タイミングジェネレータ４のタイミングに応じて、Ａ／Ｄ変換部３でデジタ
ル化したデータを読み出したデータ順に、切り換え手段３１にデータを入力する。切り換
え手段３１では通常動画撮影時は動画モードに切り換えておく。
【０１４３】
　バッファメモリー３２に一時的にバッファリングされた動画用画像データを、選択手段
１９で動画像を選択し、図１３のｏの動画バッファリング開始より所定時間経過後から図
１３のｑに示す動画処理を画像処理手段７にて順次画像処理を実施する。この時に動画処
理開始時間を所定時間遅らせた分、バッファ３２にてバッファリングされるデータを追い
越さないような時間に設定し動画フレーム以内に収まる範囲内で高速に動画像処理を行な
う。この時、ＰＬＬ回路２１にて高速クロックを供給し、画像処理手段７の高速処理を実
現している。
【０１４４】
　前記説明にて画像処理する内容は通常現像処理のことを示し、画像のフィルタリング処
理、輝度、色差等の補正処理を施し最適な画像を作り出す処理を行なう（処理内容の詳細
は公知技術であり、各メーカ等での画像の考え方等により処理内容が異なるため説明は省
略する。）。
【０１４５】
　また、画像処理部７ではさまざまな画像処理を施しているため、順次各画像処理を時系
列に接続する際に画像データを一時的にバッファリング用にメモリー８が存在し、画像処
理手段７をデータの受け渡しをしている（ここの画像処理部のメモリーアクセス等につい
ては公知技術のため説明は省略する。）。
【０１４６】
　次に、前記画像処理完了したデータは１ＶＤ期間であるフレーム期間内で１枚の画像を
構成し、次の処理ブロックであるエンコード処理部１０へとデータを流していく。エンコ
ード処理部１０では、前記で画像処理されたデータを予め設定してある所定の画像フォー
マットであるＪＰＥＧ形式に圧縮処理され、切り換え手段１１で本撮像装置内部にあるス
トレージ１３に記憶していくかあるいは、ネットワーク通信部１２を介して、外部通信先
へ通信する。
【０１４７】
　このような状態に本撮像装置があるのは、外部からの制御指示によりＣＰＵ９が動作し
、動画撮影モードとなる。動画データの配信先は、予め外部より制御された制御コマンド
に対応するように設定しており、ネットワーク通信部１２を介して外部機器へ動画像通信
しているか、ストレージ１３に順次動画データを記録している状態となっている。
【０１４８】
　前記に示すような動画撮像中に、ネットワーク通信部１２、赤外線リモコン受信部１４
、キー入力部１５のいずれかより、前記動画像を構成する画像サイズより大きいサイズの
静止画のキャプチャーを要求するコマンドをＣＰＵ９が受け付ける場合を説明する。
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【０１４９】
　図１３に示す静止画キャプチャーと記載した個所でコマンド受け付けたとした場合、キ
ャプチャーコマンド受け付けから次の１発目の１ＶＤ（垂直同期信号）期間は、撮像素子
１であるＣＣＤを静止画像読み出し対応の全画素露光期間に設定する。その間は、メカシ
ャッター３３は図１３のｌに示すように開放のままで、前記ＣＣＤの露光期間中、その他
の処理回路ブロックへはデータは流さない状態となる。
【０１５０】
　次のＶＤフレーム信号に応じて、撮像素子１であるＣＣＤは画像データを読み出し可能
になる。ここで前記の露光期間に開放していたメカシャッター３３をＶＤ信号に同期して
閉じる。１ＶＤ期間前にて露光されたデータを静止画像に対応した画像データの１／２画
像分が図１３に記載してある（１）の部分のＶＤ信号に同期した時点から読み出し開始と
順次記録手段１５にて記録し、メモリー６へ記憶する。次の図１３に記載してある（２）
の部分のＶＤ期間で残りの１／２が画素分を読み出し前記１／２画素同様に順次記録手段
１５にて記録し、メモリー６へ記憶する。
【０１５１】
　図１３のｐにて、（１）＋（２）で示す時点より上記静止画像の処理動作と並行して、
縮小手段１７で画像縮小とバッファ１８で縮小画像の一時的なバッファリングを行ない処
理された画像を動画像用として構成する。
【０１５２】
　バッファ１８で一時的にバッファリングされた動画用画像データを、選択手段１９で動
画像を選択し、図３－ｂの動画バッファリング開始より所定時間経過後から図１３－ｑに
示す動画処理を画像処理手段７にて順次画像処理を実施する。この時に動画処理開始時間
を所定時間遅らせた分、バッファ１８にてバッファリングされるデータを追い越さないよ
うな時間に設定し動画フレーム以内に収まる範囲内で高速に動画像処理を行なう。
【０１５３】
　その後、即次のＶＤ信号タイミングに同期してメカシャッター３３を開放し同時に、Ｖ
Ｄフレームより前記記載した動画モード読み出しチャンネルに切り換え、画像処理部７に
て動画像処理を順次実施する。
【０１５４】
　また、静止画像用データとして記憶された静止画用として記憶手段であるメモリー６に
記憶してある静止画用記憶データを所定のＶＤ期間カウント後（即、次のカウントを含む
）から図１３―ｑの空欄部に示すように、前記動画像処理期間以外の期間で画像処理部７
にデータを流し画像処理をしていく。
【０１５５】
　同一画像処理部にて動画処理時間に影響がないように、静止画像を画像処理していく際
に、動画像より大きなサイズの静止画１枚分全てのデータ処理が出来ないため、予め設定
してある画像エリアに対応して分割した画像毎に図１３に示すような動画処理を実行して
いない非処理期間に分割して静止画処理を行なう。
【０１５６】
　ここで、上記静止画像に対応した全画素を読み出すモードについて、原色カラーフィル
ターで且つ、ＲＧＢの画素配列がベイヤー配列のインターレス読み出し方式ＣＣＤの場合
を例として説明すると、静止画像の読み出し時に、第１フィールドは、画素奇数ライン分
の信号成分であるＲ，Ｇｒ，Ｒ，Ｇｒ・・・、第２フィールドでは画素偶数ライン分の信
号成分Ｇｂ，Ｂ，Ｇｂ，Ｂ・・・というふうに順に読み出すように構成されている。
【０１５７】
　動画フレーム期間の１ＶＤ期間では前記第１フィールドのみ、次のＶＤ期間で残りの第
２フィールドの画像を読み出すため、１ＶＤ期間ではＲ成分とＧｒ成分しか読み出すこと
が出来ない。従って、第２フィールド読み出し開始から順次Ｇｂ，Ｂ，Ｇｂ，Ｂ・・・と
読み出した後のデータと前記メモリー６に記憶しているデータとを参照してからしか画像
を構成し次の処理へ進むように構成している。
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【０１５８】
　画像処理部７以降の図１１の１０～１３の各ブロックの処理の流れ及び処理タイミング
については、第１の実施の形態に記載の図１の１０～１３の各ブロックの処理内容に対応
しており全く同一な処理を実行する。
【０１５９】
　本実施の形態では、ＣＣＤ露光期間中の動画を構成するフレームと、ＣＣＤ読み出し時
の最初の１フレーム期間は画像データの更新が出来ない状態でこの期間のみ動画像がブラ
ックアウトすることとなる。動画像のブラックアウト期間は、ＣＣＤ露光フレーム期間の
１つ前の期間の画像を順次動画像とするように構成する。
【０１６０】
　以上の説明より、本実施の形態を実現することでの第１の効果として、メカシャッター
３３が必要な撮像素子１における動画像撮像中に静止画像をキャプチャーしたい時に、動
画像としてブラックアウトするフレームを少なくすることが出来、動画像としての違和感
の少ない画像を提供することが可能となる。
【０１６１】
　第２の効果として、画像処理回路ブロックを複数持つ必要がないため、ＬＳＩ化する際
に回路規模を増大させる必要がなく、前記制御の実現が可能となる。
【０１６２】
　第３の効果として、回路規模の増大を防ぐことで、回路の消費電力の低減が可能となる
。
【０１６３】
（第６の実施の形態）
　本発明の第６の実施の形態を表す図として、図１１、図１２、図１４であり、図１１は
本発明の撮像装置の全体概要を表すブロック図、図１２は本実施の形態に関わる特徴を示
すブロック図、図１４は本実施の形態の特徴を表す各種処理タイミングチャートである。
【０１６４】
　図１１の構成はとして、光電変換素子である撮像素子１（撮像素子として特に限定はし
ないが、ＣＣＤ或いはＣＭＯＳセンサーのような撮像素子を表し、本実施の形態としては
、動画に対応した動画用読み出しチャンネルと静止画読み出しに対応した静止画用読み出
しチャンネルを有する撮像素子で、動画チャンネルは全画素データの内の動画サイズに対
応した画素間引或いは画素加算されたデータ読み出し可能なチャンネル、静止画チャンネ
ルは、静止画用の露光期間を必要とし、露光期間とは別の期間にて動画像を構成する複数
のフレーム期間で全画素分のデータが読み出し可能なチャンネルを有する撮像素子である
。主に、４００万画素以上のセンサーにて３フレーム期間で全画素読み出し可能な撮像素
子）である。
【０１６５】
　図１１の２以降の構成は前記第５の実施の形態と同一の構成であるため、構成の説明は
前記第５の実施の形態参照のこと。次に、図１２に示す構成要件も前記第５の実施の形態
に記載の図１２と全く同一の構成であるため、前記第５の実施の形態参照のこと。上記図
１１と図１２の構成において、図１４に示すタイミングチャートにて処理の流れを説明す
る。
【０１６６】
　図１４の信号順に上から、動画像を構成するための垂直同期信号であるＶＤ、メカシャ
ッター３３の開閉タイミングを示すｌ、撮像素子１であるＣＣＤの読み出しモードを表す
タイミングｍ、全画素メモリー６と静止画像を記憶する記憶手段１６へのデータ記録保存
タイミングを示すｎ、バッファ３２で通常の動画像チャンネルより読み出した動画像デー
タのバッファリング動作タイミングを示すｏ、縮小手段１７とバッファ１８でＣＣＤの静
止画像チャンネルより読み出した静止画像データから動画像を構成する画像を作り出すた
めの縮小処理と縮小データのバッファリング動作タイミングを示すｐ、画像処理手段７で
画像処理するタイミングを示すｑである。
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【０１６７】
　まず通常動画撮影時のデータの流れにて、図１４の静止画キャプチャーと記載してある
ポイント下矢印部までの期間は動画撮像期間を表し、ＶＤ信号と次のＶＤ信号間のタイミ
ングが動画を構成する単位フレーム期間を表す。メカシャッター３３を開放した状態で、
動画チャンネル設定にてタイミングジェネレータ４をコントロールすることで動画像サイ
ズ対応した画素撮像データの読み出しを開始する。
【０１６８】
　次に、タイミングジェネレータ４のタイミングに応じてＡ／Ｄ変換部３でデジタル化し
たデータを読み出したデータ順に、切り換え手段３１にデータを入力する。切り換え手段
３１では通常動画撮影時は動画モードに切り換えておく。
【０１６９】
　バッファメモリー３２に一時的にバッファリングされた動画用画像データを、選択手段
１９で動画像を選択し、図１４－ｏの動画バッファリング開始より所定時間経過後から図
１３－ｑに示す動画処理を画像処理手段７にて順次画像処理を実施する。この時に動画処
理開始時間を所定時間遅らせた分、バッファ３２にてバッファリングされるデータを追い
越さないような時間に設定し動画フレーム以内に収まる範囲内で高速に動画像処理を行な
う。
【０１７０】
　この時、ＰＬＬ回路２１にて高速クロックを供給し、画像処理手段７の高速処理を実現
している。前記説明にて画像処理する内容は通常現像処理のことを示し、画像のフィルタ
リング処理、輝度、色差等の補正処理を施し最適な画像を作り出す処理を行なう（処理内
容の詳細は公知技術であり、各メーカ等での画像の考え方等により処理内容が異なるため
説明は省略する。）。
【０１７１】
　また、画像処理部７ではさまざまな画像処理を施しているため、順次各画像処理を時系
列に接続する際に画像データを一時的にバッファリング用にメモリー８が存在し、画像処
理部７をデータの受け渡しをしている（ここの画像処理部のメモリーアクセス等について
は公知技術のため説明は省略する。）。
【０１７２】
　次に、前記画像処理完了したデータは１ＶＤ期間であるフレーム期間内で１枚の画像を
構成し、次の処理ブロックであるエンコード処理部１０へとデータを流していく。エンコ
ード処理部１０では、前記で画像処理されたデータを予め設定してある所定の画像フォー
マットであるＪＰＥＧ形式に圧縮処理され、切り換え手段１１で本撮像装置内部にあるス
トレージに記憶していくかあるいは、ネットワーク通信部１２を介して、外部通信先へ通
信する。
【０１７３】
　このような状態に本撮像装置があるのは、外部からの制御指示によりＣＰＵ９が動作し
、動画撮影モードとなる。動画データの配信先は、予め外部より制御された制御コマンド
に対応するように設定しており、ネットワーク通信部１２を介して外部機器へ動画像通信
しているか、ストレージ１３に順次動画データを記録している状態となっている。
【０１７４】
　前記に示すような動画撮像中に、ネットワーク通信部１２、赤外線リモコン受信部１４
、キー入力部１５のいずれかより、前記動画像を構成する画像サイズより大きいサイズの
静止画のキャプチャーを要求するコマンドをＣＰＵ９が受け付ける場合を説明する。
【０１７５】
　図１３に示す静止画キャプチャーと記載した個所でコマンド受け付けたとした場合、キ
ャプチャーコマンド受け付けから次の１発目の１ＶＤ（垂直同期信号）期間は、撮像素子
１であるＣＣＤを静止画像読み出し対応の全画素露光期間に設定する。その間は、メカシ
ャッター３３は図１４－ｌに示すように開放のままで、前記ＣＣＤの露光期間中、その他
の処理回路ブロックへはデータは流さない状態となる。
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【０１７６】
　次のＶＤフレーム信号に応じて、撮像素子１であるＣＣＤは画像データを読み出し可能
になる。ここで前記の露光期間に開放していたメカシャッター３３をＶＤ信号に同期して
閉じる。１ＶＤ期間前にて露光されたデータを静止画像に対応した画像データの１／３画
像分が図１４に記載してある（１）の部分のＶＤ信号に同期した時点から読み出し開始と
順次記録手段１５にて記録し、メモリー６へ記憶する。
【０１７７】
　次の図１４に記載してある（２）の部分のＶＤ期間で１／３の画素分を読み出し前記（
１）部分の１／３画素同様に順次記録手段１５にて記録し、メモリー６へ記憶する。次の
図１４に記載してある（３）の部分のＶＤ期間で最後の１／３の画素分を読み出し前記（
３）部分の１／３画素同様に順次記録手段１５にて記録し、メモリー６へ記憶する。
【０１７８】
　図１４のｐにて、（１）＋（２）＋（３）で示す時点より上記静止画像の処理動作と並
行して、縮小手段１７で画像縮小とバッファ１８で縮小画像の一時的なバッファリングを
行ない処理された画像を動画像用として構成する。バッファ１８で一時的にバッファリン
グされた動画用画像データを、選択手段１９で動画像を選択し、図３－ｂの動画バッファ
リング開始より所定時間経過後から図１３－ｑに示す動画処理を画像処理手段７にて順次
画像処理を実施する。この時に動画処理開始時間を所定時間遅らせた分、バッファ１８に
てバッファリングされるデータを追い越さないような時間に設定し動画フレーム以内に収
まる範囲内で高速に動画像処理を行なう。
【０１７９】
　その後、即次のＶＤ信号タイミングに同期してメカシャッター３３を開放し同時に、Ｖ
Ｄフレームより前記記載した動画モード読み出しチャンネルに切り換え、画像処理部７に
て動画像処理を順次実施する。
【０１８０】
　また、静止画像用データとして記憶された静止画用として記憶手段であるメモリー６に
記憶してある静止画用記憶データを所定のＶＤ期間カウント後（即、次のカウントを含む
）から図１４―ｑの空欄部に示すように、前記動画像処理期間以外の期間で画像処理部７
にデータを流し画像処理をしていく。
【０１８１】
　同一画像処理部にて動画処理時間に影響がないように、静止画像を画像処理していく際
に、動画像より大きなサイズの静止画１枚分全てのデータ処理ができないため、予め設定
してある画像エリアに対応して分割した画像毎に図１４に示すような動画処理を実行して
いない非処理期間に分割して静止画処理を行なう。
【０１８２】
　ここで、上記静止画像に対応した全画素を読み出すモードについて、原色カラーフィル
ターで且つ、ＲＧＢの画素配列がベイヤー配列のインターレス読み出し方式ＣＣＤの場合
を例として説明すると、静止画像の読み出し時に、３つのフィールドにまたがり画素を読
み出す方式であり、第１フィールドラインと第２フィールドラインと第３フィールドライ
ンで信号成分から構成され、第１フィールド１ライン目はＲ，Ｇｒ，Ｒ，Ｇｒ・・・、第
１フィールド２ライン目は、通常ＣＣＤ画素４ライン目（１（ライン目）+３（フィール
ド分））の読み出しとなりＧｂ，Ｂ，Ｇｂ，Ｂ・・・という順に読み出す。
【０１８３】
　次のラインでは、逆にＲ，Ｇｒ，Ｒ，Ｇｒ・・・というように、同一フィールドでライ
ン毎に参照データが異なるように構成され、同様に、第２フィールド１ライン目は第１フ
ィールドと逆の読み出し順に構成される。また同様に第３フィールドでは、第１フィール
ドと同様な読み出し順で、ＣＣＤ画素３ライン目から+３ライン分ずらした画素の信号成
分という順に読み出すように構成されている。
【０１８４】
　動画フレーム期間の１ＶＤ期間では前記第１フィールドのみ、次のＶＤ期間で第２フィ
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ールドの画像のみ、その次のＶＤ期間で第３フィールドの画像を読み出すため、読み出し
開始から２ＶＤでは全ての画面分の画素を読み出すことが出来ない。従って、第３フィー
ルド読み出し開始から順次読み出した後のデータと前記メモリー６に記憶しているデータ
とを参照してからしか画像を構成し次の処理へ進むように構成している。
【０１８５】
　画像処理部７以降の図１１の１０～１３の各ブロックの処理の流れ及び処理タイミング
については、前記第１の実施の形態に記載の図１の１０１３の各ブロックの処理内容に対
応しており全く同一な処理を実行する。
【０１８６】
　本実施の形態も前記第５の実施の形態と同様に、ＣＣＤ露光期間中の動画を構成する露
光フレームと、ＣＣＤ読み出し時に動画像を構成する第１のフレームと第２フレーム期間
分と合計３フレーム期間は画像データの更新ができない状態でこの期間のみブラックアウ
トすることとなる。動画像のブラックアウト期間は、ＣＣＤ露光フレーム期間の１つ前の
期間の画像を順次動画像とするように構成する。
【０１８７】
　以上の説明より、本実施の形態を実現することでの第１の効果として、メカシャッター
３３が必要な撮像素子１における動画像撮像中に静止画像をキャプチャーしたい時に、動
画像としてブラックアウトするフレームを少なくすることができ、動画像としての違和感
の少ない画像を提供することが可能となる。
【０１８８】
　第２の効果として、画像処理回路ブロックを複数持つ必要がないため、ＬＳＩ化する際
に回路規模を増大させる必要がなく、上記制御の実現が可能となる。
【０１８９】
　第３の効果として、回路規模の増大を防ぐことで、回路の消費電力の低減が可能となる
。
【０１９０】
　第４の効果として、あらゆる高画素撮像素子に対応可能な処理を実現することが出来る
。
【０１９１】
（第７の実施の形態）
　本発明の第７の実施の形態を表す図として、図１、図２、図１５でありのタイミングチ
ャートを示し、図１は前記第１の実施の形態に記載の構成と同一構成、図２も前記第１の
実施の形態に記載の構成と同一構成である。内容として異なる部分は、図２のＰＬＬ回路
２１であり、前記第１の実施の形態に示すＰＬＬ回路２１より逓倍率を上げた物で構成し
、前記ＰＬＬクロックにて動作する各ブロックの動作を高速化した構成である。
【０１９２】
　前記構成において、図１５に示すタイミングチャートにて処理の流れを説明する。
　図１５の信号順に上から、動画像を構成するための垂直同期信号であるＶＤ、縮小手段
１７とバッファ１８で動画像を構成する画像を作り出すための縮小処理と縮小データのバ
ッファリング動作タイミングを示すｂ、全画素メモリー６と１６にて静止画像を記憶する
記憶手段１６へのデータ記録保存タイミングを示すａ、画像処理手段７で画像処理するタ
イミングを示すｃである。
【０１９３】
　まず通常動画撮影時のデータの流れにて、図１５の静止画キャプチャーと記載してある
ポイント下矢印部までの期間は動画撮像期間を表し、ＶＤ信号と次のＶＤ信号間のタイミ
ングが動画を構成する単位フレーム期間を表す。全画素読み出しに対応した撮像素子１を
タイミングジェネレータ４をコントロールすることで全画素に対応した撮像データの読み
出しを開始する。
【０１９４】
　次に、前記タイミングジェネレータ４のタイミングに応じて、Ａ／Ｄ変換部３でデジタ
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ル化したデータを読み出したデータ順に、縮小手段１７で画像縮小とバッファ１８で縮小
画像の一時的なバッファリングを行ない処理された画像を動画像用として構成する。
【０１９５】
　バッファ１８で一時的にバッファリングされた動画用画像データを、選択手段１９で動
画像を選択し、図３－ｂの動画バッファリング開始より所定時間経過後から図３－ｃに示
す動画処理を画像処理手段７にて順次画像処理を実施する。ここでの所定時間分は、前記
第１の実施の形態に記載の所定時間分より長い時間分、動画処理開始時間を遅らせる。
【０１９６】
　バッファ１８にてバッファリングされるデータを追い越さないような時間に設定し動画
フレーム以内に収まる範囲内で高速に動画像処理を行なう。ＰＬＬ回路２１にて高速クロ
ックは前記第１の実施の形態のＰＬＬ回路ブロックより逓倍率を向上させているため、よ
り動画像の高速処理が可能となる。他に示す各ブロックの処理内容と信号の流れは前記第
１の実施の形態に記載の内容と同一である。
【０１９７】
　但し、本実施の形態では、上記に示すように動画の処理速度を上げているため、静止画
像として構成されるフレーム画素データを動画処理の非処理期間にてエリア毎に分割して
画像処理する際に、非処理期間が広がる。非処理期間が広がることで、図１５の空欄部に
分割する際に、分割量が少なくなる。図１５では２ＶＤ期間で処理が可能となる例を示し
ている。
【０１９８】
　また、本実施の形態では、前記第１の実施の形態の構成例にて説明したが、前記第２、
３、４、５、６の実施の形態にも同じ事が言え、動画のバッファリング後の動画像処理を
高速化することで、静止画処理の分割する期間を削減するように構成する。また、静止画
連写コマンド受け付け時に、連写出来るフレーム枚数が多く処理するように構成する。
【０１９９】
　以上の説明より、本実施の形態を実現することでの第１の効果として、動画像撮像中に
動画像より大きなサイズの静止画像をキャプチャーしたい時に、動画像のフレームレート
を全く落とすことがなくネットワーク上へ配信可能あるいは記録可能となる。
【０２００】
　第２の効果として、静止画の分割数を少なく処理することが可能となり、静止画処理期
間を短縮することができる。
【０２０１】
　第３の効果として、大画面静止画連写コマ数を拡大することが可能となる。
【０２０２】
　第４の効果として、大画面静止画連写が規定コマ数以内なら全画素メモリー６の容量を
削減することが可能となる。
【０２０３】
（本発明に係る他の実施の形態）
　前述した本発明の実施の形態における撮像装置を構成する各手段、並びに撮像方法の各
ステップは、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプログラムが動作すること
によって実現できる。このプログラム及び前記プログラムを記録したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体は本発明に含まれる。
【０２０４】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記録媒体等とし
ての実施の形態も可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用し
てもよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【０２０５】
　なお、本発明は、前述した実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実
施の形態では図１～１５に示すフローチャートに対応したプログラム）を、システムある
いは装置に直接、あるいは遠隔から供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータが
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前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される場合を
含む。
【０２０６】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【０２０７】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【０２０８】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ－Ｒ）などがある。
【０２０９】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、前記ホームページから本発明のコンピュータ
プログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードデ
ィスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
【０２１０】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
【０２１１】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化され
たプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
【０２１２】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
の形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動し
ているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実
施の形態の機能が実現され得る。
【０２１３】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリーに書き込まれた後
、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰ
Ｕなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実施の形態の
機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【０２１４】
【図１】本発明の第１、２、４、７の実施の形態における撮像装置の全体構成ブロック図
である。
【図２】本発明の第１及び第７の実施の形態を表す構成ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態を表すタイミングチャートを示す図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態を表す構成ブロック図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態を表すタイミングチャートを示す図である。
【図６】本発明の第３の実施の形態を表す撮像装置の全体構成ブロック図である。
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【図７】本発明の第３の実施の形態を表す構成ブロック図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態を表すタイミングチャートを示す図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態を表す構成ブロック図である。
【図１０】本発明の第４の実施の形態を表すタイミングチャートを示す図である。
【図１１】本発明の第５及び第６の実施の形態を表す撮像装置の全体構成ブロック図であ
る。
【図１２】本発明の第５及び第６の実施の形態を表す構成ブロック図である。
【図１３】本発明の第５の実施の形態を表すタイミングチャートを示す図である。
【図１４】本発明の第６の実施の形態を表すタイミングチャートを示す図である。
【図１５】本発明の第７の実施の形態を表すタイミングチャートを示す図である。
【符号の説明】
【０２１５】
　１　撮像素子
　２　レンズ
　３　Ａ／Ｄコンバータ
　４　タイミングジェネレータ
　５　動画＆静止画処理手段
　６　全画素メモリー
　７　画像処理部
　８　メモリー
　９　ＣＰＵ
１０　エンコード処理部、
１１　切り換え手段
１２　ネットワーク通信部
１３　ストレージ
１４　赤外線リモコン受信部
１５　キー入力部
１６　記録手段
１７　縮小手段
１８　バッファメモリー、
１９　選択手段
２０　ＣＬＫ（発信器）
２１　ＰＬＬ回路
２３　メモリー
２４　動画＆静止画処理手段
２５　画像合成手段
２６　記録手段
２７　縮小手段
２８　切り換え手段
２９　ＣＲＫ（発信器）
３０　ＰＬＬ回路
３１　切り換え手段
３２　バッファメモリー
３３　シャッター
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