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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１回の撮影指示に応じて、間隔を空けた撮影を複数回行うインターバル撮影を行うよう
に制御する撮影制御手段と、
　前記インターバル撮影における各撮影を行う毎に、前記撮影指示に応じた前記インター
バル撮影の開始からの経過時間を更新して表示するように制御する表示制御手段と、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記経過時間は前記インターバル撮影における各撮影の度に１回
更新し、それ以外では更新しないことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　一連の前記インターバル撮影の各撮影で撮影された画像を多重合成して１つの画像を生
成する合成手段を更に有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】
　前記表示制御手段は、一連の前記インターバル撮影の途中で、前記経過時間と共に、当
該インターバル撮影におけるそれまでの撮影で得られた画像に基づいて前記合成手段で生
成された合成画像を表示することを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、一連の前記インターバル撮影の途中で、前記経過時間と共に、該
インターバル撮影に要する総撮影時間を表示することを特徴とする請求項１乃至４の何れ
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か１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記経過時間の表示を、前記インターバル撮影における各撮影の
間隔が所定時間以上である場合は前記インターバル撮影における各撮影の度に１回更新し
、該間隔が前記所定時間未満である場合は、該間隔に関わらずに更新するように制御する
ことを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記インターバル撮影における各撮影の間隔が所定時間未満であ
る場合は前記経過時間を表示しないことを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載
の撮像装置。
【請求項８】
　複数の撮影モードのいずれかに設定する設定手段を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記複数の撮影モードのうち特定の撮影モードに設定されている
場合に前記制御を行うことを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記特定の撮影モードは、星空を撮影するための撮影モードであることを特徴とする請
求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記設定手段によって前記特定の撮影モードに設定された場合に、三脚の使用を促すガ
イダンスを表示するように制御する請求項８または９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記特定の撮影モードは、レンズをワイド端固定に制御した撮影を行う撮影モードであ
ることを特徴とする請求項８乃至１０の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記表示制御手段は、前記特定の撮影モードにおいて、ユーザの暗順応の妨げを抑止す
る暗所表示を行うことができることを特徴とする請求項８乃至１１の何れか１項に記載の
撮像装置。
【請求項１３】
　１回の撮影指示に応じて、間隔を空けた撮影を複数回行うインターバル撮影を行うよう
に制御する撮影制御ステップと、
　前記インターバル撮影における各撮影を行う毎に、前記撮影指示に応じた前記インター
バル撮影の開始からの経過時間を更新して表示するように制御する表示制御ステップと、
を有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１４】
　コンピュータを、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【請求項１５】
　コンピュータを、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段とし
て機能させるためのプログラムを格納したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターバル撮影における情報表示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数回の撮影を所定間隔おきに自動的に行うインターバル撮影を行うことのできる撮像
装置が知られている。インターバル撮影には、所定間隔おきに撮影した複数枚の撮影画像
をそれぞれ別個の画像ファイルとして記録するものが知られている。また、複数枚の静止
画を撮影し、合成して一枚の静止画として記録するものや、一定間隔で動画を何度も撮影
し、動画同士を連結または合成して一つの動画とするものもある。
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【０００３】
　特許文献１には、インターバル撮影中に、撮影した複数の静止画を合成し、インターバ
ル期間中に所定の操作が行われると合成画像を表示部に表示する撮像装置が提案されてい
る。
【０００４】
　特許文献２には、インターバル期間を挟んで試料を断続的に撮影及び観察するインター
バル撮影において、一連の撮影残り時間およびインターバル期間における残り時間を表示
する観察装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－６２７４０号公報
【特許文献２】特開２００８－７０２５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　インターバル撮影は間隔を空けて複数回の撮影を行うため、長い時間を要する。そのた
め、インターバル撮影の際中には、ユーザが撮影の進行状況をカメラ上で確認できること
が望ましい。また、インターバル撮影においては経過時間だけでなく、撮影間隔（インタ
ーバル期間）も有用な情報である。撮影間隔が分かれば、次の撮影が始まるまでにユーザ
が必要な準備を行うことができるためである。
【０００７】
　これに対し、上述の特許文献１では、インターバル撮影の進行状況を示す時間情報を表
示することが考慮されていない。また、特許文献２の一連の撮影残り時間の表示では、イ
ンターバル撮影の撮影間隔がわからず、インターバル期間における残り時間の表示では、
一連のインターバル撮影の開始からの経過時間がわからない。一連の撮影残り時間とイン
ターバル期間における残り時間の双方を同時に表示すると、表示が繁雑になるとともに、
双方の分の表示スペースが必要となる。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑み、ユーザにとってより利便性の高いインターバル撮影での情報
表示を行える撮像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】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の撮像装置は、
　１回の撮影指示に応じて、間隔を空けた撮影を複数回行うインターバル撮影を行うよう
に制御する撮影制御手段と、
　前記インターバル撮影における各撮影を行う毎に、前記撮影指示に応じた前記インター
バル撮影の開始からの経過時間を更新して表示するように制御する表示制御手段と、
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、より省スペースな情報表示で、ユーザがインターバル撮影の経過時間
、撮影間隔の情報を把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態の撮像装置の背面（ａ）および前面（ｂ）の外観図。
【図２】本実施形態の撮像装置の構成を示すブロック図。
【図３】本実施形態における星空モードの選択処理を示すフローチャート。
【図４】本実施形態の星空モードの選択画面を例示する図。
【図５】本実施形態の星空スナップモードでの撮影処理を示すフローチャート。
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【図６】本実施形態の星空スナップモードでの画面表示例を示す図。
【図７】本実施形態の星空夜景モードでの撮影処理を示すフローチャート。
【図８】本実施形態の星空軌跡モードでの撮影処理を示すフローチャート。
【図９】本実施形態の星空軌跡モードでの画面表示例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明を実施するための形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
　＜装置構成＞
　図１及び図２を参照して、本発明を適用した実施形態の撮像装置（本実施形態では、デ
ジタルカメラを例に挙げる）の機能及び外観について説明する。
【００１４】
　本実施形態のデジタルカメラ１００の外観を示す図１において、表示部１０１は画像や
各種情報を表示する液晶表示パネル（ＬＣＤ）等からなる。シャッターボタン１０２は撮
影指示を行うための操作部である。モード切替ボタン１０３は各種モードを切り替えるた
めの操作部である。コネクタ１０７は接続ケーブル１０８とデジタルカメラ１００とを接
続するインターフェースである。操作部１０４はユーザからの各種操作を受け付ける各種
スイッチ、ボタン、タッチパネル等の操作部材からなる操作部である。コントローラホイ
ール１０６は操作部１０４に含まれる回転操作可能な操作部材である。１０５は電源スイ
ッチであり、電源オン、電源オフを切り替える。記録媒体１０９はメモリカードやハード
ディスク等の記録媒体である。記録媒体スロット１１０は記録媒体１０９を格納するため
のスロットである。記録媒体スロット１１０に格納された記録媒体１０９は、デジタルカ
メラ１００との通信が可能となる。蓋１１１は記録媒体スロット１１０の蓋である。発光
部１１２はＬＥＤ（発光ダイオード）などからなり、所定の発光／非発光のパターンによ
ってカメラ前面側に存在する被写体にデジタルカメラ１００の動作状態（例えば、セルフ
タイマーのカウントダウン中や撮影の開始／終了など）を通知する。発光部１１２は被写
体側から視認できるようにカメラ前面（被写体側、撮像面側）に配置されている。ストロ
ボ１１３は、被写体を照明するために閃光する格納式のフラッシュ装置を備え、ユーザ操
作に応じて或いはプログラムＡＥでは自動で格納（非使用）状態（図１（ａ））から露出
（使用）状態（図１（ｂ））へ変位する。
【００１５】
　本実施形態のデジタルカメラ１００の内部構成を示す図２において、撮影レンズ２０３
はズームレンズ、フォーカスレンズを含むレンズ群である。シャッター２０４は絞り機能
を備える。撮像部２０５は被写体の光学像を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳ等で構
成される撮像素子である。Ａ／Ｄ変換器２０６は、アナログ信号をデジタル信号に変換す
る。Ａ／Ｄ変換器２０６は、撮像部２０５から出力されるアナログ信号をデジタル信号に
変換するために用いられる。バリア２０２は、デジタルカメラ１００の、撮影レンズ２０
３を含む撮像系を覆うことにより、撮影レンズ２０３、シャッター２０４、撮像部２０５
を含む撮像系の汚れや破損を防止する。
【００１６】
　画像処理部２０７は、Ａ／Ｄ変換器２０６からのデータ、又は、メモリ制御部２０９か
らのデータに対し所定の画素補間、縮小といったリサイズ処理や色変換処理を行う。また
、画像処理部２０７では、撮像した画像データを用いて所定の演算処理が行われ、得られ
た演算結果に基づいてシステム制御部２０１が露光制御、測距制御を行う。これにより、
ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）
処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理が行われる。画像処理部２０７では更に、撮像し
た画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式の
ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行っている。
【００１７】
　Ａ／Ｄ変換器２０６からの出力データは、画像処理部２０７及びメモリ制御部２０９を
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介して、或いは、メモリ制御部２０９を介してメモリ２１０に直接書き込まれる。メモリ
２１０は、撮像部２０５によって得られ、Ａ／Ｄ変換器２０６によりデジタルデータに変
換された画像データや、表示部１０１に表示するための画像データを格納する。メモリ２
１０は、所定枚数の静止画や所定時間の動画および音声を格納するのに十分な記憶容量を
備えている。
【００１８】
　また、メモリ２１０は画像表示用のメモリ（ビデオメモリ）を兼ねている。Ｄ／Ａ変換
器２０８は、メモリ２１０に格納されている画像表示用のデータをアナログ信号に変換し
て表示部１０１に供給する。こうして、メモリ２１０に書き込まれた表示用の画像データ
はＤ／Ａ変換器２０８を介して表示部１０１により表示される。表示部１０１は、ＬＣＤ
等の表示器上に、Ｄ／Ａ変換器２０８からのアナログ信号に応じた表示を行う。Ａ／Ｄ変
換器２０６によって一旦Ａ／Ｄ変換され、メモリ２１０に蓄積されたデジタル信号をＤ／
Ａ変換器２０８においてアナログ変換し、表示部１０１に逐次転送して表示することで、
電子ビューファインダとして機能し、スルー画像表示を行える。なお、スルー画像を言い
かえるとライブビュー画像、スルー画像表示を言いかえるとライブビューであるものとす
る。
【００１９】
　不揮発性メモリ２１３は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯ
Ｍ等が用いられる。不揮発性メモリ２１３には、システム制御部２０１の動作用の定数、
プログラム等が記憶される。ここでいう、プログラムとは、本実施形態にて後述する各種
フローチャートを実行するためのプログラムのことである。
【００２０】
　システム制御部２０１は、デジタルカメラ１００全体を制御する。前述した不揮発性メ
モリ２１３に記録されたプログラムを実行することで、後述する本実施形態の各処理を実
現する。２１２はシステムメモリであり、ＲＡＭが用いられる。システムメモリ２１２に
は、システム制御部２０１の動作用の定数、変数、不揮発性メモリ２１３から読み込んだ
プログラム等を展開する。また、システム制御部２０１はメモリ２１０、Ｄ／Ａ変換器２
０８、表示部１０１等を制御することにより表示制御も行う。
【００２１】
　システムタイマー２１１は各種制御に用いる時間や、内蔵された時計の時間を計測する
計時部である。
【００２２】
　モード切替ボタン１０３、第１シャッタースイッチ１０２ａ、第２シャッタースイッチ
１０２ｂ、操作部１０４はシステム制御部２０１に各種の動作指示を入力するための操作
手段である。
【００２３】
　モード切替ボタン１０３は、システム制御部２０１の動作モードを静止画記録モード、
動画記録モード、再生モード等のいずれかに切り替える。静止画記録モードに含まれるモ
ードとして、オート撮影モード、オートシーン判別モード、マニュアルモード、撮影シー
ン別の撮影設定となる各種シーンモード、プログラムＡＥモード、カスタムモード等があ
る。モード切替ボタン１０３で、静止画記録モードに含まれるこれらのモードのいずれか
に直接切り替えられる。あるいは、モード切替ボタン１０３で静止画記録モードに一旦切
り替えた後に、静止画記録モードに含まれるこれらのモードのいずれかに、他の操作部材
を用いて切り替えるようにしても良い。同様に、動画記録モードにも複数のモードが含ま
れていても良い。
【００２４】
　第１シャッタースイッチ１０２ａは、デジタルカメラ１００に設けられたシャッターボ
タン１０２の操作途中、いわゆる半押し（撮影準備指示）でオンとなり第１シャッタース
イッチ信号ＳＷ１を発生する。第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１により、ＡＦ処理、Ａ
Ｅ処理、ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動作を開始する。
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【００２５】
　第２シャッタースイッチ１０２ｂは、シャッターボタン１０２の操作完了、いわゆる全
押し（撮影指示）でオンとなり、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２を発生する。システ
ム制御部２０１は、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２により、撮像部２０５からの信号
読み出しから記録媒体１０９に画像データを書き込むまでの一連の撮影処理の動作を開始
する（撮影制御）。
【００２６】
　操作部１０４の各操作部材は、表示部１０１に表示される種々の機能アイコンを選択操
作することなどにより、シーンごとに適宜機能が割り当てられ、各種機能ボタンとして作
用する。機能ボタンとしては、例えば終了ボタン、戻るボタン、画像送りボタン、ジャン
プボタン、絞込みボタン、属性変更ボタン等がある。例えば、メニューボタンが押される
と各種の設定可能なメニュー画面が表示部１０１に表示される。ユーザは、表示部１０１
に表示されたメニュー画面と、上下左右の４方向ボタンやＳＥＴボタンとを用いて直感的
に各種設定を行うことができる。
【００２７】
　なお、操作部１０４の１つとして、表示部１０１に対する接触を検知可能なタッチパネ
ルを有する。タッチパネルと表示部１０１とは一体的に構成することができる。例えば、
タッチパネルを光の透過率が表示部１０１の表示を妨げないように構成し、表示部１０１
の表示面の上層に取り付ける。そして、タッチパネルにおける入力座標と、表示部１０１
上の表示座標とを対応付ける。これにより、あたかもユーザが表示部１０１上に表示され
た画面を直接的に操作可能であるかのようなＧＵＩを構成することができる。
【００２８】
　コントローラホイール１０６は、操作部１０４に含まれる回転操作可能な操作部材であ
り、方向ボタンと共に選択項目を指示する際などに使用される。コントローラホイール１
０６を回転操作すると、操作量に応じて電気的なパルス信号が発生し、このパルス信号に
基づいてシステム制御部２０１はデジタルカメラ１００の各部を制御する。このパルス信
号によって、コントローラホイール１０６が回転操作された角度や、何回転したかなどを
判定することができる。なお、コントローラホイール１０６は回転操作が検出できる操作
部材であればどのようなものでも良い。例えば、ユーザの回転操作に応じてコントローラ
ホイール１０６自体が回転してパルス信号を発生するダイヤル操作部材であっても良い。
また、タッチセンサよりなる操作部材で、コントローラホイール１０６自体は回転せず、
コントローラホイール１０６上でのユーザの指の回転動作などを検出するものであっても
良い（いわゆる、タッチホイール）。
【００２９】
　電源制御部２１４は、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り
替えるスイッチ回路等により構成され、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量の検出
を行う。また、電源制御部２１４は、その検出結果及びシステム制御部２０１の指示に基
づいてＤＣ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体１０９を含む
各部へ供給する。
【００３０】
　電源部２１５は、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ
電池、リチウムイオン電池等の二次電池、ＡＣアダプタ等からなる。記録媒体Ｉ／Ｆ２１
６は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体１０９とのインターフェースである。
記録媒体１０９は、撮影された画像を記録するためのメモリカード等の記録媒体であり、
半導体メモリや磁気ディスク等から構成される。
【００３１】
　発音部２１７はスピーカを備え、セルフタイマーのカウントダウン音やシャッターの開
閉に合わせたシャッター音その他の操作音、動画再生時の動画の音声などを発音する。
【００３２】
　上記構成のほか、無線アンテナや有線ケーブルによって通信可能に接続された外部機器
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と映像や音声の送受信を行う通信部が搭載される場合もある。この場合、通信部は無線Ｌ
ＡＮやインターネットにも接続可能であり、撮像部２０５で撮像された画像（スルー画像
を含む）や記録媒体１０９に記録された画像ファイルを外部機器に送信でき、また、外部
機器から画像データやその他の各種情報を受信できる。
【００３３】
　また、重力方向に対するデジタルカメラ１００の姿勢を検知する加速度センサやジャイ
ロセンサなどの姿勢検知部が搭載される場合もある。この場合、姿勢検知部で検知された
姿勢に応じて、撮像部２０５で撮像された画像がデジタルカメラ１００を横に構えて撮影
されたのか、縦に構えて撮影されたのかを判別可能となる。システム制御部２０１は、姿
勢検知部で検知された姿勢に関する情報を画像ファイルに付加したり、撮影画像を回転し
て記録することが可能である。
【００３４】
　デジタルカメラ１００は、少なくとも画像を再生するための再生モードと、撮影を行う
ための撮影モードとで、切り替えて使用することができる。撮影モードとしては、オート
モードやマニュアルモード、複数のシーン別撮影モードを備えている。オートモードは、
カメラの各種パラメータが、計測された露出値に基づいてデジタルカメラ１００に組み込
まれたプログラムにより自動的に決定されるモードである。マニュアルモードは、カメラ
の各種パラメータをユーザが自由に変更可能なモードである。シーン別撮影モードとは、
撮影シーン別にその撮影シーンに適したシャッター速度や絞り値、ストロボ発光状態、感
度設定、ホワイトバランス（ＷＢ）設定等を組み合わせることによって実現される撮影モ
ードである。デジタルカメラ１００は、例えば、以下に記す（１）～（１４）のシーン別
撮影モードを備えている。但し、これらのシーン別撮影モードに限定されるものではない
。
【００３５】
　（１）水上撮影モード（ビーチモード）：太陽光の反射の強い海面や砂浜でも、人物な
どが暗くならずに撮影可能なモード
　（２）夜景撮影モード：人物にストロボ光をあて、背景を遅いシャッター速度で記録す
る、夜景シーンに特化したモード
　（３）打ち上げ花火撮影モード：打ち上げ花火を最適な露出で鮮やかに撮影するための
モード
　（４）水中撮影モード：水中撮影に最適なホワイトバランスに設定し、青みを押さえた
色合いで撮影するモード
　（５）夕焼け撮影モード：シルエットを強調し、赤を強調して撮影するモード
　（６）ポートレート撮影モード：背景をぼかして人物を浮き立たせるようにして人物撮
影に特化したモード
　（７）スポーツ撮影モード：動きの早い被写体をとるのに特化した設定とする撮影モー
ド
　（８）スノー撮影モード：雪景色をバックにしても人物が暗くならず、青みも残さず撮
影するモード
　（９）ナイト＆スナップ撮影モード：三脚なしで夜景と人物をきれいに撮るのに適した
モード
　（１０）スポットライト撮影モード：スポットライトが当たった被写体をきれいに撮る
モード
　（１１）星空スナップモード：星空と人物を一緒に撮影するモード
　（１２）星空夜景モード：星空を簡単に撮影可能なモード
　（１３）星空軌跡モード：インターバル撮影における各撮影において長秒撮影した画像
を合成することで日周運動に伴った星の軌跡を記録するモード
　（１４）星空インターバル動画モード：所定間隔をおいて撮影した静止画を動画ファイ
ルにすることで早送り動画を作成するモード。
【００３６】
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　以下では、星空スナップモード、星空夜景モード、星空軌跡モード、星空インターバル
動画モードを総称して星空モードと呼ぶものとする。なお、星空モードという上位階層の
撮影モードに設定してから、下位階層として星空モードに含まれるいずれかの撮影モード
（星空スナップモード、星空夜景モード、星空軌跡モード、星空インターバル動画モード
）を設定できるようにしても良い。ユーザは、撮影モード選択メニューからデジタルカメ
ラ１００を所望の撮影モードに設定して撮影を行うことができる（撮影モード設定）。星
空モードはいずれも、暗所での撮影用の暗所用撮影モードである。
【００３７】
　＜星空モードの選択処理＞
　次に、図３を参照して、本実施形態における星空モードの選択処理について説明する。
なお、図３の処理は、不揮発性メモリ２１３に記録されたプログラムを、システムメモリ
２１２に読み出してシステム制御部２０１が実行することにより実現する。また、図３の
処理は、デジタルカメラ１００を起動して、上述した星空モードのいずれかに設定された
状態で、操作部１０４（に含まれるＤＩＳＰボタンの押下）により星空モードの選択指示
（画面表示）が入力されると開始される。
【００３８】
　Ｓ３０１では、システム制御部２０１は、表示部１０１に星空モード選択画面（図４（
ｂ））を表示する。
【００３９】
　Ｓ３０２では、システム制御部２０１は、選択された撮影モードを判定する。星空スナ
ップモードが選択された場合はＳ３０３に進み、星空夜景モードが選択された場合はＳ３
０４に進み、星空軌跡モードが選択された場合はＳ３０５に進み、星空インターバル動画
モードが選択された場合はＳ３０６に進む。Ｓ３０３の星空スナップモードについては図
５および図６を用いて後述する。Ｓ３０４の星空夜景モードについては図７を用いて後述
する。Ｓ３０５の星空軌跡モードについては図８および図９を用いて後述する。なお、Ｓ
３０６の星空インターバル動画モードでは動画ファイルが生成されるため、撮影ごとにシ
ャッター音を発しない。撮影間隔（例えば１分間隔）と撮影所要時間（２時間撮影）を設
定可能で、撮影所要時間に到達しない場合でも操作部１０４の動画記録ボタンを押下する
ことで記録を停止することができる。撮影と撮影の間は、レックレビューを表示部１０１
に表示し、撮影経過時間の表示も行う。レビュー表示は所定時間を経過すると節電のため
非表示とする。また、メニュー設定において、動画と同時に静止画を記録する設定を行う
ことができる。
【００４０】
　星空インターバル動画の撮影開始と停止は、操作部１０４の動画記録ボタンによって行
われる。撮影待機状態でシャッターボタン１０２を押下すると動画撮影と同じ設定で静止
画撮影が可能なので動画記録を行わずに露出の調整等を簡単に行うことができる。
【００４１】
　Ｓ３０７では、システム制御部２０１は、電源スイッチがオフされたか否かを判定し、
オフされた場合にはＳ３０８に進み、オフされていない場合にはＳ３０１に戻る。
【００４２】
　Ｓ３０８では、システム制御部２０１は、終了処理を行う。終了処理には、例えば、表
示部１０１の表示を終了状態に変更し、バリア２０２を閉じて撮像部２０５を保護する処
理が含まれる。また終了処理には、フラグや制御変数等を含むパラメータや設定値、設定
モードを不揮発性メモリ２１３に記録し、電源供給が不要な部分への電源を遮断する処理
が含まれてもよい。
【００４３】
　Ｓ３０８の終了処理が完了すると、電源オフ状態へ移行する。
【００４４】
　なお、星空モードは広角撮影を行うモードであるため、システム制御部２０１は、星空
モードの処理開始時に撮影レンズ２０３をワイド端に固定しても良い。また、システム制
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御部２０１は、ユーザが星空モードもしくは星空モードのうちいずれかのモードを選択し
た場合に、以下のガイダンスを表示部１０１に表示しても良い。
【００４５】
　・そのモードが星空を撮影するモードである旨
　・三脚でカメラを固定して撮影することを促すアドバイス（星空モードは暗所での撮影
となるため露光時間が長くなり、手持ち撮影だと手ブレが発生しやすいので、三脚固定し
た撮影が推奨される。すなわち星空モードは三脚の使用を前提としている。）
　・広角撮影を行うためにズームレンズをワイド端固定にする旨。
【００４６】
　＜星空モード選択画面＞
　ここで、図４を参照して、本実施形態の星空モードにおいて表示部１０１に表示される
画面について説明する。
【００４７】
　図４（ａ）は、星空モード選択画面を例示している。表示部１０１には、スルー画像４
０１に重畳して、ＯＳＤ（表示アイテム）としての撮影条件（撮影設定）情報４０４、現
在星空モードが選択されていることを示す撮影モードアイコン４０２が表示される。また
、スルー画像４０１に重畳して、星空モードのうち星空スナップモード、星空夜景モード
、星空軌跡モード、星空インターバル動画モードを選択する操作方法と現在の撮影モード
を示す星空モードアイコン４０３が表示される。撮影情報４０４は、現在のデジタルカメ
ラ１００の設定や状態を示すアイコンであり、左から順に、電池残量、記録画質（圧縮率
及び画像サイズ）、残り撮影可能枚数を表示している。
【００４８】
　撮影モードアイコン４０２は、デジタルカメラ１００に設定された撮影モードを左上端
に示している。星空モードアイコン４０３は、デジタルカメラ１００に設定された星空モ
ードの中で、現在選択されているモードを表している。星空モードアイコン４０３は更に
、操作部１０４のＤＩＳＰボタンを押下することで星空モードのうちいずれかのモードに
設定するための切り替えダイアログを表示できることを示すガイダンスである。
【００４９】
　図４（ｂ）は、星空モードにおける撮影待機中に星空モードのうちいずれかのモードを
選択するための画面表示例であり、図４（ａ）の画面表示中に操作部１０４のＤＩＳＰボ
タンが押下されると表示される。
【００５０】
　この星空モード選択画面には、選択された撮影モードのガイダンス４１１、選択された
撮影モードのモード名４１２、現在選択されている撮影モードのアイコン４１４、複数の
撮影モードをリスト表示するモードリスト４１３が表示される。また、この星空モード選
択画面には、操作部１０４のＳＥＴボタンを押下することで図４（ａ）の初期画面に戻る
旨を表示する操作ガイド４１５が表示される。ユーザはこの画面が表示された状態で操作
部１０４に含まれる４方向ボタンの左ボタンあるいは右ボタン（左右キー）を操作するこ
とで星空モードのうち任意のモードを選択することができる。任意のモードを選択した状
態で操作部１０４に含まれるＳＥＴボタンが押下されると、選択されたモードが設定され
る。このようにしてユーザが星空モードのうち任意のモードに設定することができる。
【００５１】
　このような画面表示を行うことで、例えば、ポートレート撮影モードと星空モードの切
り替えを簡単に行え、かつ星空モードの中から星空スナップモード、星空夜景モード、星
空軌跡モード、星空インターバル動画モードを選択することができる。
【００５２】
　＜星空スナップモード＞
　次に、図５を参照して、図３のＳ３０３における星空スナップモードでの処理について
説明する。
【００５３】
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　Ｓ５００では、システム制御部２０１は、星空スナップモードの初期画面（図６（ａ）
）を表示部１０１に表示する。
【００５４】
　Ｓ５０１では、システム制御部２０１は、ストロボ１１３が露出しているか否かを判定
する。そして、ストロボ１１３が露出している場合にはＳ５０２に進み、図６（ａ）の「
ストロボを上げてください」というガイダンスを非表示にする。また、ストロボ１１３が
露出されない場合にはＳ５０３に進む。
【００５５】
　Ｓ５０３では、システム制御部２０１は、操作部１０４のＤＩＳＰボタンが押下され、
他の星空モードへの選択操作が行われたか否かを判定する。そして、ＤＩＳＰボタンが押
下された場合にはＳ５０４に進み、図３で説明した星空モード選択処理が行われる。また
、ＤＩＳＰボタンが押下されていない場合にはＳ５０５に進む。
【００５６】
　Ｓ５０５では、システム制御部２０１は、ユーザ操作によってメニュー画面が表示され
、暗所表示（暗所用の表示モード）のメニュー項目において暗所表示のオン／オフの切り
替え操作が行われたか否かを判定する。切り替え操作が行われた場合にはＳ５０６に進み
、暗所表示設定の切り替え処理が行われる。切り替え操作が行われない場合にはＳ５０７
に進む。なお、暗所表示は、星空モード以外でも、暗所で撮影が想定されるプログラムＡ
Ｅモード、絞り優先モード、シャッター速度優先モード、マニュアルモード、夜景撮影モ
ード、打ち上げ花火撮影モードにおいてもメニュー項目で設定可能である。図６（ｂ）に
暗所表示設定がオンの場合の撮影待機状態での画面表示例、図６（ｃ）に暗所表示設定が
オフの場合の撮影待機状態での画面表示例を示す。なお、ここではユーザ操作によって暗
所表示設定のオン／オフを切り替える例を説明したが、周辺環境の検出によって自動的に
切り替えるようにしても良い。例えば、撮影されているスルー画像の輝度が低く、暗所で
あると判定された場合には暗所表示設定を自動的にオンにし、スルー画像の輝度が明るく
、暗所でないと判定した場合に自動的に暗所表示設定をオフにしても良い。
【００５７】
　Ｓ５０７では、システム制御部２０１は、操作部１０４によりホワイトバランス補正に
関する操作が行われたか否かを判定する。ホワイトバランス補正操作が行われた場合には
Ｓ５０８に進み、ホワイトバランス補正の設定が行われる、図６（ｄ）にホワイトバラン
ス補正時の設定画面を例示している。ホワイトバランス補正操作が行われない場合にはＳ
５０９に進む。
【００５８】
　Ｓ５０８では、システム制御部２０１は、操作部１０４により設定されたホワイトバラ
ンス補正値をメモリ２１０に保持し、撮像部２０５および画像処理部２０７に対して補正
値を適用するように制御する。これによって表示部１０１にホワイトバランス補正が反映
された画像を表示させる。
【００５９】
　Ｓ５０９では、システム制御部２０１は、操作部１０４により露出補正に関する操作が
行われたか否かを判定する。露出補正操作が行われている場合にはＳ５１０に進み、露出
補正の設定が行われる。露出補正操作が行われない場合にはＳ５１１に進む。
【００６０】
　Ｓ５１０では、システム制御部２０１は、操作部１０４により設定された露出補正値を
メモリ２１０に保持し、撮像部２０５および画像処理部２０７に対して補正値を適用する
ように制御することで表示部１０１に露出補正が反映された画像を表示させる。
【００６１】
　Ｓ５１１では、システム制御部２０１は、操作部１０４によりセルフタイマーの設定操
作が行われたか否かを判定する。セルフタイマーの設定操作が行われた場合にはＳ５１０
に進み、設定操作に応じたセルフタイマーの設定が行われる。セルフタイマーの設定操作
が行われない場合にはＳ５１３に進む。
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【００６２】
　Ｓ５１２では、システム制御部２０１は、操作部１０４により設定されたセルフタイマ
ーの設定秒時をメモリ２１０に保持する。なお、メモリ２１０に保持された設定秒時を電
源オフ時に不揮発性メモリ２１３に記録し、次回起動時にその設定を維持しても良い。
【００６３】
　セルフタイマー設定には以下の種類がある。
【００６４】
　・主として手ブレ防止目的で使用される２秒タイマー（第１の時間）、
　・主として撮影者自身が被写体として写るために撮影範囲に移動する時間を稼ぐために
使用される１０秒タイマー（第２の時間）、
　・撮影間隔や撮影枚数を任意に設定できるカスタムタイマー。
【００６５】
　なお、星空モードでの撮影は暗所で行われることが多く、シャッター速度が遅く（露光
時間が長く）設定されるケースが多い。そのため手ブレが発生しやすい。従って、星空モ
ードでは手ブレを防止するためにセルフタイマー撮影が行われることが多いと想定される
。そのため、星空モードでは、星空モード用の設定としてセルフタイマーの設定状態を不
揮発性メモリ２１３に記録し、電源をオフしても次回の星空モードの起動時に同じセルフ
タイマー設定が維持されるようにする。このようにすることで、星空モードでは基本的に
セルフタイマー撮影を用いるユーザが、星空モードを起動するたびにセルフタイマー設定
に係る操作を行う手間を省くことができる。この星空モード用のセルフタイマー設定は、
星空モード以外の撮影モードで起動されたた場合には流用されないものとする。また、星
空モード以外の撮影モードでは、不揮発性メモリ２１３にはセルフタイマー設定を記録し
ない。すなわち、一旦電源をオフとして次回起動した場合には、前回の設定に関わらず初
期設定としてセルフタイマー設定がオフに設定される。このようにすることで、撮影シー
ンが変化している可能性の高い次回の電源オン時に、前回セルフタイマー撮影を行ってい
たために今回も意図せずにセルフタイマー撮影が行われてしまい、シャッターチャンスを
逃してしまうといった事態を防止することができる。
【００６６】
　Ｓ５１３では、システム制御部２０１は、シャッターボタン１０２の半押しよって第１
シャッタースイッチ信号ＳＷ１がオンになったか否かを判定する。第１シャッタースイッ
チ信号ＳＷ１がオンになった場合はＳ５１４に進み、そうでない場合はＳ５００に進む。
【００６７】
　Ｓ５１４では、システム制御部２０１は、シャッターボタン１０２の全押しによって第
２シャッタースイッチ信号ＳＷ２がオンになったか否かを判定する。第２シャッタースイ
ッチ信号ＳＷ２がオンになった場合はＳ５１６に進み、そうでない場合はＳ５１５に進む
。
【００６８】
　Ｓ５１５では、システム制御部２０１は、シャッターボタン１０２の半押しよって第１
シャッタースイッチ信号ＳＷ１がオンになっているか否かを判定する。第１シャッタース
イッチ信号ＳＷ１がオンになっている場合はＳ５１４に戻り、そうでない場合はＳ５００
に戻る。
【００６９】
　Ｓ５１６では、システム制御部２０１は、セルフタイマー設定がオンであるか否かを判
定する。セルフタイマー設定がオンである場合はＳ５１７に進み、そうでない場合はＳ５
１９に進む。
【００７０】
　Ｓ５１７では、システム制御部２０１は、Ｓ５１６で判定されたセルフタイマー設定に
従ってセルタイマーの設定秒時の計時を行う。また、セルフタイマーの計時中（カウント
ダウン中）であることを被写体側に通知するために発光部１１２を点滅させる。星空スナ
ップモードでは、暗所で人物と星空を同時に撮影することが想定されるため、セルフタイ
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マーのカウントダウン中に発光部１１２を点滅させ、被写体となる人物にカウントダウン
中であることを通知する。一方、後述する星空夜景モード、星空軌跡モード、星空インタ
ーバル動画モードのような、暗所で星空のみ撮影するモードでは、セルフタイマーのカウ
ントダウン中であっても発光部１１２を点灯しない。なお、ＬＥＤの点滅・点灯／非点灯
に、カウントダウン中であることを通知するセルタイマー音の発音／消音も連動させる。
つまり、発光部１１２の非点灯時は、セルフタイマー音の発音も行わない。
【００７１】
　なお、星空スナップモード以外の、ポートレート撮影モードなど人物撮影が行われると
想定される撮影モードの場合にはセルフタイマーのカウントダウン中に発光部１１２を点
灯させる。
【００７２】
　また、星空夜景モード以外の、打ち上げ花火撮影モードや夜景撮影モードなど、暗所で
使用され、人物撮影が行われる可能性が低いと想定される撮影モードでは、セルフタイマ
ーのカウントダウン中に発光部１１２を非点灯にする。
【００７３】
　また、撮影モードにより暗所であること判定するのではなく、システム制御部２０１が
、測光の結果に基づく被写体の明るさに基づいて、被写体が暗い場合には暗所での撮影が
行われていると判定することも可能である。暗所での撮影が行われると判定した場合には
暗所用の動作モードに設定し、判定する場合には、ＬＥＤ１１２発光部１１２を点灯しな
いことも可能である。
【００７４】
　また、発光部１１２の点滅処理は、撮影モードによる暗所判定以外にも顔検出・人物検
出ができたときのみ行うようにしても良い。
【００７５】
　また、明るさと顔検出・人物検出を組み合わせて実現することも可能である。
【００７６】
　また、セルフタイマーの設定秒時に応じて、手ブレ防止目的と想定される２秒セルフタ
イマー設定時は、発光部１１２を非点灯とし、人物撮影が多いと想定される１０秒セルフ
タイマー設定時は、発光部１１２を点滅・点灯するようにしても良い。
【００７７】
　Ｓ５１８では、システム制御部２０１は、セルフタイマーの設定秒時が経過したか否か
を判定する。設定秒時が経過した場合はＳ５１９に進み、そうでない場合はＳ５１７に戻
る。
【００７８】
　Ｓ５１９では、システム制御部２０１は、ストロボ１１３を発光させるか否かを判定す
る。ストロボ１１３を発光させる場合はＳ５２０に進み、そうでない場合は図７で後述す
る星空夜景モードのＳ７１７に進む。このようにすることで、星空スナップモードでスト
ロボ１１３が格納状態（非使用状態）の場合に、後述する星空夜景モードと同様の処理を
行うことができる。
【００７９】
　Ｓ５２０では、システム制御部２０１は、シャッター２０４が開くタイミングに合わせ
てシャッター開始音を発音部２１７に発音させる。これにより１回目の撮影について撮影
者は撮影開始のタイミングを確認することができる。シャッター音には、露光開始に連動
した開始音（例えば「カッ」）と、露光終了に連動した終了音（例えば「シャ」）がある
。この開始音と終了音を続けて聞くと「カッシャ」と聞こえ、機械的なミラーはね上げ動
作音を模した音となっている。ユーザは開始音と終了音の間隔で露光時間が長いのか短い
のかを判断することができる。例えば、「カッ……シャ」と聞こえれば、露光時間が長い
ことがわかる。
【００８０】
　Ｓ５２１では、システム制御部２０１は、ストロボ１１３を発光させて人物撮影を行う
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。
【００８１】
　Ｓ５２２では、システム制御部２０１は、露光終了に合わせてシャッター終了音を発音
部２１７に発音させる。これにより１回目の撮影について撮影者は露光の完了を確認する
ことができる。
【００８２】
　Ｓ５２３では、システム制御部２０１は、シャッター２０４が開くタイミングに合わせ
てシャッター開始音を発音部２１７に発音させる。これにより２回目の撮影について撮影
者は撮影開始のタイミングを確認することができる。このとき、発光部１１２は発光させ
ない。このタイミングで被写体側に向けて発光してしまうと、後述する２回目の撮影（Ｓ
５２４）、３回目の撮影（Ｓ５２７）の露光期間に被写体側への光が残ってしまい、撮影
に悪影響を及ぼす可能性がある。２回目、３回目の撮影はストロボ無しでの暗所での撮影
であるため、露出期間が長くなる。その間に発光部１１２からの光で被写体を照射してし
まうと、被写体が強調されて背景が写らなかったり、発光部１１２からの不自然な色が強
調された状態で写ってしまう可能性がある。こうした事態を防ぐために、星空スナップモ
ードにおける一連の複数の撮影のうち、最後以外の撮影（１回目、２回目）の撮影の後に
は発光部１１２の発光による撮影終了通知は行わない。また、別の理由として、１回目、
２回目の撮影の終了をユーザに通知してしまうと、そのタイミングで一連の撮影が終了し
、動いて良いとユーザに誤解される恐れがある。星空スナップモードでは、人物の撮影を
行った後に長秒時の背景の撮影を行って多重合成するという撮影を行うが、ユーザは１回
の撮影指示しか行わないため、複数回の撮影を行う仕組みとなっていることを知らない可
能性がある。そうすると、１回目の撮影の終了を発光部１１２で通知した場合、その通知
以降は動いて良いと誤解するかもしれない。その結果、２回目、３回目の長秒時の露光の
途中で被写体に動かれてしまい、被写体ブレした状態で撮影されてしまう。この自体を防
ぐためにも、一連の撮影の１回目、２回目の撮影の終了後には発光部１１２の発光による
通知は行なわず、一連の撮影の最後の３回目の撮影の終了後に発光部１１２を発光させる
。
【００８３】
　Ｓ５２４では、システム制御部２０１は、Ｓ５２１で撮影した人物を切り出すためにス
トロボ１１３を発光させず、背景用の撮影を行う。
【００８４】
　Ｓ５２５では、システム制御部２０１は、露光終了に合わせてシャッター終了音を発音
部２１７に発音させる。これにより２回目の撮影について撮影者は露光の完了を確認する
ことができる。このとき、発光部１１２は発光させない。
【００８５】
　Ｓ５２６では、システム制御部２０１は、シャッター２０４が開くタイミングに合わせ
てシャッター開始音を発音部２１７に発音させる。これにより３回目の撮影について撮影
者は撮影開始のタイミングを確認することができる。
【００８６】
　Ｓ５２７では、システム制御部２０１は、長秒撮影（長い時間の露光。例えば０．５秒
以上の露光時間の撮影）を行い、星空や夜景などの暗い被写体の撮影を行う。
【００８７】
　Ｓ５２８では、システム制御部２０１は、露光終了に合わせてシャッター終了音を発音
する。これにより３回目の撮影について撮影者は露光の完了を確認することができる。
【００８８】
　Ｓ５２９では、システム制御部２０１は、一連の撮影（３回）が完了したことを被写体
に通知するために発光部１１２を３回点滅させる。被写体はこの発光部１１２の点滅が見
えるまで動かないことで被写体ブレの無い星空と人物が同時に写った写真を撮影すること
ができる。暗所での発光によって一連の撮影が完了したことを被写体側に通知するため、
カメラから離れた位置にいる被写体からでも容易に視認でき、撮影が終了したことを理解
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できる。撮影が終了したことを理解できれば、被写体は撮影範囲でポーズを決めたままで
なく、動いても良いし撮影される範囲の外に動いても良いことがわかる。また、この通知
を３回目の撮影の露光が終わった後に行うことで、長秒時露光となる撮影に影響を及ぼす
ことがない。
【００８９】
　なお、撮影完了の通知は、ストロボの発光や音声、発音などでも可能である。
【００９０】
　なお、このステップ（Ｓ５２９）での発光部１１２の点滅は、セルフタイマー設定の無
かった場合は行わなくても良い。その場合は撮影者がカメラの近くにおり、シャッター音
や画面表示から動作状況が分かっており、カメラから被写体側に通知を行わなくても、撮
影者から被写体に合図を行えるためである。また、１回目の撮影（Ｓ５２１の撮影）で撮
影された画像から人物検出（顔検出）出来なかった場合にもこのステップ（Ｓ５２９）で
の発光部１１２の点滅を行わなくても良い。被写体に人物がいなければ被写体側に通知を
行う必要がないためである。
【００９１】
　Ｓ５３０では、システム制御部２０１は、Ｓ５２７で行った長秒撮影のノイズ処理を行
うためにシャッター２０４を閉じて黒画像を長秒撮影する。そして、画像処理部２０７は
Ｓ５２７で得られた画像とＳ５３０で得られた画像を処理することでノイズ低減した画像
を生成する。
【００９２】
　Ｓ５３１では、システム制御部２０１は、不揮発性メモリ２１３あるいはシステムメモ
リ２１２に記憶された現在の設定状態を参照し、星の強調処理がオンに設定されているか
否かを判定する。星の強調処理をする（オン）かしない（オフ）かは、メニュー画面にお
けるユーザ操作に応じて予め設定しておけるものとする。オンに設定されている場合はＳ
５３２に進み、そうでない場合はＳ５３３に進む。
【００９３】
　Ｓ５３２では、システム制御部２０１は、画像処理部２０７でＳ５３０でノイズ低減し
た画像から星などの輝点を検出し、輝点のサイズを拡大するなどの強調処理を行う。
【００９４】
　Ｓ５３３では、システム制御部２０１は、画像処理部２０７でＳ５３０でノイズ低減し
た画像から星などの輝点を検出し、強調処理を行わない。
【００９５】
　Ｓ５３４では、システム制御部２０１は、画像処理部２０７でＳ５２１で撮影した人物
撮影用のストロボ撮影画像と、Ｓ５２４で撮影した背景用の画像から人物部分を抽出する
。そして、Ｓ５３２、Ｓ５３３で生成した星空画像に人物部分の画像を合成し、記録媒体
１０９に記録する。
【００９６】
　Ｓ５３５では、システム制御部２０１は、操作部１０４を介してレックレビューが設定
されているか否かを判定する。設定されている場合はＳ５３６に進み、そうでない場合は
Ｓ５４０に進む。
【００９７】
　Ｓ５３６では、システム制御部２０１は、表示部１０１に撮影処理で得られた画像デー
タのレックレビュー表示を行う。レックレビュー表示とは、撮影画像の確認のために、被
写体の撮影直後に、予め決められた時間（レビュー時間）だけ画像データを表示部１０１
に表示する処理である。
【００９８】
　Ｓ５３７では、システム制御部２０１は、操作部１０４を介してヒストグラム表示指示
があるか否かを判定する。ヒストグラム表示を行う場合はＳ５３８に進み、そうでない場
合はＳ５３９に進む。
【００９９】
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　Ｓ５３８では、システム制御部２０１は、メモリ２１０に展開した画像データからＲＧ
Ｂの色別の輝度のヒストグラムを算出し、表示部１０１に表示する。このとき、暗所表示
設定がオンとなっている場合は、ヒストグラムの表示データを変更し、Ｒ、Ｇ、Ｂを同じ
色で表示する。通常表示は、Ｒデータを赤色、Ｇデータを緑色、Ｂデータを青色で表示す
ることが撮影直後に画像を確認するために重要である。しかし、暗所表示時は、Ｂ成分を
低減するためヒストグラムの視認が困難となる課題がある。この問題を解決するために、
青色で表示される表示アイテム（ＯＳＤ）を含む画面であるヒストグラム表示画面での暗
所表示時は、Ｒ、Ｇ、Ｂデータを同じ色に変更する。
【０１００】
　詳細は後述するが、図６（ｅ）に暗所表示設定時かつヒストグラム表示時のレックレビ
ューの表示画面、図６（ｆ）に通常表示時かつヒストグラム表示時のレックレビューの表
示画面を例示する。
【０１０１】
　Ｓ５３９では、システム制御部２０１は、レックレビューの終了条件が満たされたか否
かを判定する。終了条件を満たした場合はレックレビューを終了してＳ５４０に進み、そ
うでない場合はＳ５３５に戻りレックレビューを継続する。レックレビューの終了条件は
、レビュー時間の経過やシャッターボタン１０２の半押しなどである。
【０１０２】
　Ｓ５４０では、システム制御部２０１は、シャッターボタン１０２の半押しよって第１
シャッタースイッチ信号ＳＷ１がオンとなっている否かを判定する。第１シャッタースイ
ッチ信号ＳＷ１がオンとなっている場合はＳ５１４に進み、そうでない場合はＳ５００に
戻る。
【０１０３】
　＜星空スナップモード画面＞
　次に、図６を参照して、本実施形態の星空スナップモードにおいて表示部１０１に表示
される画面について説明する。
【０１０４】
　図６（ａ）は、星空スナップモードの初期画面を例示している。表示部１０１には、ス
ルー画像６００に重畳してＯＳＤ（撮影条件などの情報）が表示される。ＯＳＤには、ス
トロボ１１３が格納されている場合にストロボ１１３を上げて撮影をすることを推奨する
ガイダンス表示６０１、現在星空スナップモードが選択されていることを示す撮影モード
表示６０２が表示される。
【０１０５】
　図６（ｂ）は、暗所表示設定オン時における表示画面例を示している。表示部１０１に
は、スルー画像６１０に重畳して、ＯＳＤ６１１として、ＲＧＢのゲインをかけることで
暗所に好適な色変換を行った暗所表示がされている。ＲＧＢのゲインは、ＲＡＭに展開さ
れたＯＳＤ（表示アイテム）を表示ＶＲＡＭに転送する際に調整される。
【０１０６】
　天体観察など暗い環境における撮影において、撮影者は暗い環境に眼が順応することが
知られている（暗順応）。青色に近い波長の光によって暗順応が解けやすくなるため、暗
順応を維持するためには可視光のうち青色付近の波長の光を軽減する表示が有効である。
すなわち、色の成分としてＲＧＢのうちＢを抑えた表示（青みを抑えた表示）を行うこと
で暗順応を解けにくくできる（暗順応の妨げを抑止する）ことが知られている。
【０１０７】
　本実施形態では、暗所表示設定をオンすることで、表示部１０１にＢ成分のみ若しくは
Ｂ成分とＧ成分を低減し、くすんだオレンジ、あるいは茶色のような色の暗所表示を行う
。これによってユーザの視覚の暗順応を維持しやすい、暗所に好適な色表示を行う。
【０１０８】
　図６（ｃ）は、暗所表示設定オフ時における表示画面例を示している。表示部１０１に
は、スルー画像６２０に重畳して、ＯＳＤ６２１として、撮影情報が暗所色変換を行わす
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に通常表示されている。
【０１０９】
　図６（ｄ）は、星空スナップモードでのホワイトバランス補正の設定画面を例示してい
る。表示部１０１には、スルー画像６３０に重畳して、ＯＳＤとして、ホワイトバランス
がＢ（ブルー）成分からＡ（アンバー）成分に操作部１０４で変更可能なことを表示する
ホワイトバランス調整手段６３１が表示されている。
【０１１０】
　図６（ｅ）は、暗所表示設定オン時かつヒストグラム表示時おけるレックレビュー画面
を例示している。表示部１０１には、レックレビュー画像６４０には暗所用のＲＧＢゲイ
ンをかけていないレックレビュー画像６４０と、暗所表示用のＲＧＢゲイン（Ｂ、Ｇを低
減するゲイン）をかけたＯＳＤが重畳して表示されている。特にヒストグラム表示におけ
るＲＧＢヒストグラム部分のうち、通常は青色で表示しているＢ成分６４３に、Ｂを低減
するＲＧＢゲインをかけてしまうと視認性が著しく低下し、視認できなくなることもある
。例えば、完全な青色（Ｒ＝０、Ｇ＝０、Ｂ＝２５５）で表示している画素（ピクセル）
に対し、Ｂを低減してゼロとするゲインをかけると、（Ｒ＝０、Ｇ＝０、Ｂ＝０）の黒色
になって周りとの差がなくなるため、ヒストグラムが視認できなくなる。そのため、Ｒ成
分６４１、Ｇ成分６４２、Ｂ成分６４３を青色以外（青色及び緑色以外であれば、なお良
い）の同一色に色指定を変更した上で、Ｂ、Ｇを低減するＲＧＢゲインをかける。例えば
、ＲＧＢ全てのヒストグラム部分について、白色（Ｒ＝２５５、Ｇ＝２５５、Ｂ＝２５５
）とする。そのうえでＢを低減してゼロとするゲインをかけると、赤みを帯びた色、（Ｒ
＝２５５、Ｇ＝２５５、Ｂ＝０）となり、ヒストグラムでない黒色（Ｒ＝０、Ｇ＝０、Ｂ
＝０）の部分との識別ができるようになる。すなわち、通常青色であった部分や通常緑色
であった部分のＢ、Ｇを低減しても（すなわち暗所表示設定をオンとしても）視認できる
ようにしている。なお、このように青以外の同一色に指定してから青色成分を低減する処
理は、ヒストグラム表示のように、暗所表示でない場合に青色で表示されるＯＳＤ部分（
表示アイテム）を含む画面を暗所表示する場合に行う。暗所表示でない場合に青色で表示
されるＯＳＤ（表示アイテム）を含まない画面（図６（ｃ）の撮影待機中のような画面）
では単に処理負荷の増大になるので同一色に指定する処理は行わない。暗所表示でない場
合に青色で表示される表示アイテムとは、Ｂ成分が所定値以上（例えば２５５階調のうち
１３０以上）で、かつＲ及びＧ成分が所定値以下（例えば２５５階調のうち７０以下）の
画素によって構成される表示アイテムであるものとする。あるいは、Ｂ成分が所定値以上
で、Ｂ成分に対するＲ及びＧ成分の割合が所定値以下の画素によって構成される表示アイ
テムとしてもよい。さらに、Ｂ成分が所定値以上で、Ｒ及びＧ成分が無い（ゼロ）画素に
よって構成される表示アイテムとしても良い。いずれにしても、暗所表示でない場合に青
色で表示される表示アイテムは、前述のように完全な青色（Ｒ＝０、Ｇ＝０、Ｂ＝２５５
）、すなわち、青成分が設定可能な最大値で、かつ他の色成分が無い画素によって構成さ
れる表示アイテムを含む。
【０１１１】
　なお、本実施形態ではＲ成分６４１、Ｇ成分６４２、Ｂ成分６４３を同一色の色指定に
変更したが、視認性が著しく低下するＢ成分６４３（すなわち青色で表示している画素部
分のみ）の色のみを変更しても良い。
【０１１２】
　また、色指定を変更するのでなく、Ｂ成分６４３のみ、またはＢ成分６４３とＧ成分６
４２のゲインを下げて、ＯＳＤ表示しても暗所表示時の視認性は向上できる。なお、この
ように通常表示時に青色で表示している内容を、暗所表示時に青色でない色に変更してか
らＢ成分のゲインを下げる（或いは更にＧ成分のゲインを下げる）処理は、デジタルカメ
ラ以外の機器にも適用可能である。暗所表示用にＢ成分のゲインを下げる機能を持つ表示
制御装置であれば適用可能であり、例えば星空観賞する際に教材とする星座のマップを暗
所表示することのできるタブレットＰＣやスマートフォンなどの携帯端末に適用可能であ
る。また、本実施形態では、完全な青色のＯＳＤが存在する画面において、青色以外の別
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の色に置き換えてＢ成分を低減して表示する例を説明したが、青色部分の多い撮影画像に
適用しても良い。例えば、撮影画像中における青味の強い画素の面積比が大きい（所定値
以上）撮影画像であれば、青味の強い画素を青でない色の画素に置き換えた上で、Ｇ、Ｂ
のゲインを下げる処理を行って暗所表示する。青味の強い画素とは、１画素（ピクセル）
におけるＲＧＢそれぞれの値に対するＢの値の割合が所定値以上である画素であるものと
する。
【０１１３】
　なお、撮影画像の場合は、ＯＳＤと異なり、完全な青色（Ｒ＝０、Ｇ＝０、Ｂ＝２５５
）の画素が存在する可能性は低い。そのため、上述のように青味の強い画素を他の色の画
素に置き換える処理に代えて、撮影画像の全ての画素のＲの値を、Ｇ、Ｂの値に対して相
対的に増幅（持ち上げる）処理を行って、その上でＧ、Ｂのゲインを下げる処理を行って
暗所表示しても良い。このようにしても、青味の強かった画素を暗所表示しても識別する
ことができる。しかも、青味の強い画素を同一色に置き換えるのと比べて、Ｒを増幅する
処理の方が、各画素の濃さや色味の差がつく分、撮影画像として高品位である。Ｒの値を
、Ｇ、Ｂの値に対して相対的に増幅（持ち上げる）する処理とは、例えば、１画素中のＲ
、Ｇ、Ｂの値それぞれに係数をかける処理であって、Ｒの係数をＧ、Ｂの係数よりも大き
くした処理である。ただしこのような処理を行った場合でも、完全な青色（Ｒ＝０、Ｇ＝
０、Ｂ＝２５５）の画素についてはＲ＝０に係数をかけても０であるため、Ｒを増幅する
ことができず、暗所表示では見えてこない。従って上述のように、完全な青色（Ｒ＝０、
Ｇ＝０、Ｂ＝２５５）の存在するＯＳＤ表示においては、Ｒに重みづけしてＲＧＢそれぞ
れに係数をかける処理よりも、青以外の他の色に置き換える処理を行った上でＧ、Ｂのゲ
インを下げる処理を行う方が好適である。従って、通常表示時に青色を含むＯＳＤを暗所
表示する場合には青以外の色への置き換えを行い、通常表示時に青味の割合の大きい撮影
画像を暗所表示する場合には全画素についてＲ成分を増幅する処理を行う、といったよう
な処理の使い分けをしても良い。
【０１１４】
　図６（ｆ）は、暗所表示設定オフ時かつヒストグラム表示時おけるレックレビュー画面
を例示している。表示部１０１には、暗所表示用のＲＧＢゲインをかけられていないレッ
クレビュー画像６５０とＯＳＤが表示される。
【０１１５】
　ヒストグラムにＲ成分６５１は赤色（Ｒ＝２５５、Ｇ＝０、Ｂ＝０）、Ｇ成分６５２は
緑色（Ｒ＝０、Ｇ＝２５５、Ｂ＝０）、Ｂ成分６５３は青色（Ｒ＝０、Ｇ＝０、Ｂ＝２５
５）で表示することでＲＧＢヒストグラムを直感的に把握できる。
【０１１６】
　図６（ｇ）は、暗所表示時においてＲＧＢヒストグラムを確認可能とするための他の表
現方法を例示している。図６（ｅ）のようにＲＧＢヒストグラムを同一色で表示するので
なく、網掛け表現を用いることで視認性を確保しつつ、Ｒ、Ｇ、Ｂの違いを明確に表現す
ることができる。
【０１１７】
　また、グラデーションの方向を変えることでＲ、Ｇ、Ｂの違いを明確にする方法も可能
である。例えば、Ｒは縦のグラデーション、Ｇは斜めのグラデーション、Ｂは横にグラデ
ーションなどである。すなわち、青を青以外の色に変更してＢのゲインを低減する場合、
青以外の色に変更する前における画面中での色分けに対応した異なるパターンでの表示形
態の画面に変更した上でＢのゲインを低減する。
【０１１８】
　なお、本実施形態ではＲＧＢヒストグラムの表示について説明したが、Ｂ成分が多く暗
所表示時に視認が難しくなる表示に適用可能である。例えば、ホワイトバランス補正を行
う際にＢ成分を活用したＯＳＤ表示を行ったときにＲＧＢヒストグラムと同様な処理を行
うことで対応が可能となる。
【０１１９】
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　＜星空夜景モード＞
　次に、図７を参照して、図３のＳ３０４における星空夜景モードでの処理について説明
する。
【０１２０】
　Ｓ７００では、システム制御部２０１は、星空夜景モードの初期画面を表示部１０１に
表示させる。この初期画面の表示内容は、ガイダンス表示６０１を表示しない以外は、前
述の星空スナップモードの初期画面（図６（ａ））と同様である。
【０１２１】
　Ｓ７０１～Ｓ７１４、Ｓ７２６～Ｓ７３２は、図５のＳ５０３～Ｓ５１６、Ｓ５３５～
Ｓ５４１と同様の処理であるため説明を省略する。なお、星空スナップモードでは人物撮
影のためストロボ撮影が必要なため、Ｓ５０１でストロボ１１３が露出しているかを判定
するが、星空夜景モードではストロボ撮影が不要なため、Ｓ５０１に相当する判定処理が
星空夜景モードにはない。
【０１２２】
　Ｓ７１５では、システム制御部２０１は、Ｓ７１４で判定されたセルフタイマー設定に
従ってセルタイマーの設定秒時の計時を行う。なお、星空夜景モードでは、セルフタイマ
ーの計時中（カウントダウン中）に発光部１１２を非点灯とし、セルフタイマー音も発音
させない。星空夜景モードでは、星空スナップモードとは異なり、人物の撮影は想定して
いない。そのため、セルフタイマーのカウントダウン中に発光部１１２を点灯させて被写
体側に通知する必要がない。星空夜景モードで想定される撮影対象や撮影状況では、むし
ろ発光部１１２を点灯させることによるデメリットが考えられる。例えば、暗所で星空や
夜景を撮影する際、周囲に星空や夜景を鑑賞している他人がいる場合に、発光部１１２を
点灯させると他人の星空や夜景の鑑賞の妨げとなって迷惑になる可能性がある。また、星
空夜景モードは蛍の撮影にも好適であるが、発光部１１２を点灯させると蛍にも悪影響を
及ぼす。また、周囲に蛍の鑑賞をしている他人がいる場合に、他人の蛍の光の鑑賞の妨げ
となり、迷惑となり得る。
【０１２３】
　セルフタイマー音も同様に通知する必要がなく、むしろデメリットが考えられる。星空
、夜景、蛍の鑑賞といった暗所シーンは静かな環境であることが多く、セルフタイマー音
は周囲にいる他人の迷惑となり得る。また、蛍といった自然生物を被写体とした場合に、
音によって逃げられてしまい撮影できなくなることもあり得る。打ち上げ花火撮影モード
や夜景撮影モードなどでも同様のデメリットが考えられるため、発光部１１２の点灯、セ
ルフタイマー音の発音は行わない。なお、この場合、ＬＥＤ１１２発光部１１２の発光（
点灯・点滅）だけ禁止し、セルフタイマー音の発音だけは行うようにしても良い。なお、
星空夜景モードであっても、Ｓ７１５において、撮影しているスルー画像から人物の顔が
検出できた場合には人物撮影を行っていると想定できるため、発光部１１２を点滅させて
被写体側にセルフタイマーの動作状態を通知するようにしても良い。さらに、Ｓ７１５に
おいて、セルフタイマーの設定秒時が１０秒以上の場合は撮影者が被写体として撮影範囲
に入ることを想定した人物撮影であると想定できるため、発光部１１２を点滅させて被写
体側にセルフタイマーの動作状態を通知するようにしても良い。セルフタイマーの設定秒
時が１０秒未満、例えば２秒である場合は、セルフタイマーは人物撮影のために用いられ
ているのでは無く、シャッター押下による手ブレの影響を無くすために用いられていると
想定される。
【０１２４】
　Ｓ７１６では、システム制御部２０１は、セルフタイマーの設定秒時が経過したか否か
を判定する。設定秒時が経過した場合はＳ７１７に進み、そうでない場合はＳ７１５に戻
る。
【０１２５】
　Ｓ７１７では、システム制御部２０１は、シャッター２０４が開くタイミングに合わせ
てシャッター開始音を発音部２１７に発音させる。これにより撮影者は撮影開始のタイミ
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ングを確認することができる。なお、予めメニュー画面などにおいて無音設定にしていた
場合はシャッター音を発音させない。
【０１２６】
　Ｓ７１８では、システム制御部２０１は、長秒露光を行い撮影を行う。
【０１２７】
　Ｓ７１９では、システム制御部２０１は、露光終了に合わせてシャッター終了音を発音
部２１７に発音させる。これにより撮影者は露光の完了を確認することができる。なお、
予めメニュー画面などにおいて無音設定にしていた場合はシャッター音を発音させない。
また、撮影完了を通知するための発光部１１２の点灯も行わない。上述と同様に、被写体
側への通知を行う必要がなく、暗所で発光部１１２を点灯するデメリットが考えられるか
らである。
【０１２８】
　Ｓ７２０では、システム制御部２０１は、Ｓ７１８で行った長秒撮影のノイズ処理を行
うためにシャッター２０４を閉じて黒画像を長秒撮影する。そして、画像処理部２０７は
Ｓ７１８で得られた画像とＳ７２０で得られた画像を処理することでノイズ低減した画像
を生成する。
【０１２９】
　Ｓ７２１では、システム制御部２０１は、不揮発性メモリ２１３あるいはシステムメモ
リ２１２に記憶された現在の設定状態を参照し、星の強調処理がオンに設定されているか
否かを判定する。オンに設定されている場合はＳ７２２に進み、そうでない場合はＳ７２
３に進む。
【０１３０】
　Ｓ７２２では、システム制御部２０１は、画像処理部２０７でＳ７２０でノイズ低減し
た画像から星などの輝点を検出し、輝点のサイズを拡大するなどの強調処理を行う。
【０１３１】
　Ｓ７２３では、システム制御部２０１は、画像処理部２０７でＳ７２０でノイズ低減し
た画像から星などの輝点を検出し、強調処理を行わない。
【０１３２】
　Ｓ７２４では、システム制御部２０１は、Ｓ７２２、Ｓ７２３で生成した星空画像を記
録媒体１０９に記録する。
【０１３３】
　Ｓ７２５では、システム制御部２０１は、操作部１０４を介して星空スナップモードが
設定されたか否かを判定する。設定された場合は図５の処理を行い、そうでない場合はＳ
７２６に進む。
【０１３４】
　＜星空軌跡モード＞
　次に、図８を参照して、図３のＳ３０５における星空軌跡モードでの処理について説明
する。
【０１３５】
　星空軌跡モードでは、一度の撮影指示により所定の時間間隔ごとの複数回の静止画撮影
を行い、撮影された静止画から合成画像（多重合成画像）を生成し、記録する。すなわち
、１回の撮影指示に応じて、間隔を空けた撮影を複数回行うインターバル撮影を行うモー
ドである。以下では説明の便宜上、撮影開始から合成画像を記録するまでの一連の処理を
星空軌跡撮影と呼び、星空軌跡撮影中に行われる各静止画撮影を、単に撮影（または静止
画撮影）と呼ぶこととする。
【０１３６】
　Ｓ８００では、システム制御部２０１は、星空軌跡モードの初期画面（図９（ａ））を
表示部１０１に表示する。
【０１３７】
　Ｓ７０１～Ｓ８１０は、図５のＳ５０３～Ｓ５１２と同様の処理であるため説明を省略
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する。
【０１３８】
　Ｓ８１１では、システム制御部２０１は、操作部１０４のコントローラホイール１０６
により総撮影時間の設定が行われたか否かを判定する。総撮影時間は、星空軌跡撮影を連
続して行う時間であり、ユーザは１０分、３０分、６０分、１２０分といった選択肢から
選択して設定することができる。総撮影時間は、言い換えれば、一連のインターバル撮影
に要する時間として予定される時間である。総撮影時間設定が行われた場合にはＳ８１２
へ進み、行われない場合にはＳ８１３に進む。
【０１３９】
　Ｓ８１２では、システム制御部２０１は、Ｓ８１１で設定された総撮影時間をメモリ２
１０に保持し、表示部１０１に表示されている総撮影時間も変更する。なお、メモリ２１
０に保持された総撮影時間を電源オフ時に不揮発性メモリ２１３に記録しても良い。
【０１４０】
　Ｓ８１３では、システム制御部２０１は、シャッターボタン１０２の半押しによって第
１シャッタースイッチ信号ＳＷ１がオンとなったか否かを判定する。第１シャッタースイ
ッチ信号ＳＷ１がオンとなった場合はＳ８１４に進み、そうでない場合はＳ８００に進む
。
【０１４１】
　Ｓ８１４では、システム制御部２０１は、ＡＦ処理を行って撮影レンズ２０３の焦点を
被写体に合わせると共に、ＡＥ処理を行ってシャッター２０４の絞り値およびシャッター
秒時（露光時間）を決定する。
【０１４２】
　Ｓ８１５では、システム制御部２０１は、Ｓ８１４で決定されたシャッター秒時に、１
回の撮影処理にかかる所定時間を加算して、星空軌跡撮影における撮影間隔を算出する。
【０１４３】
　Ｓ８１６では、システム制御部２０１は、Ｓ８１２で設定された総撮影時間を、Ｓ８１
５で算出された撮影間隔で除算することで、星空軌跡撮影における総撮影枚数を算出する
。
【０１４４】
　Ｓ８１７～Ｓ８２１は、図７のＳ７１２～Ｓ７１６と同様の処理であるため説明を省略
する。
【０１４５】
　Ｓ８２２では、システム制御部２０１は、長秒撮影のためのノイズ低減処理や、後述す
る静止画撮影の撮影回数のカウンタに初期値を設定するなどの初期化処理を行う。
【０１４６】
　Ｓ８２３では、システム制御部２０１は、現在の撮影回数と、Ｓ８１６で算出した総撮
影枚数とを比較する。そして、撮影回数が総撮影枚数以下である場合はＳ８２４に進み、
撮影回数が総撮影枚数を超えていた場合はＳ８３４へ進む。
【０１４７】
　Ｓ８２４では、システム制御部２０１は、シャッター２０４が開くタイミングに合わせ
てシャッター開始音を発音部２１７に発音させる。これにより撮影者は撮影開始のタイミ
ングを確認することができる。
【０１４８】
　Ｓ８２５では、システム制御部２０１は、Ｓ８１４で決定された撮影条件で露光を行い
、星空や夜景などの被写体の撮影を行う。
【０１４９】
　Ｓ８２６では、システム制御部２０１は、露光終了に合わせてシャッター終了音を発音
部２１７に発音させる。これにより撮影者は露光の完了を確認することができる。なお、
撮影完了を通知するための発光部１１２の点灯も行わない。上述と同様に、被写体側への
通知を行う必要がなく、暗所で発光部１１２を点灯するデメリットが考えられるからであ
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る。
【０１５０】
　Ｓ８２７では、システム制御部２０１は、Ｓ８１５で行った長秒撮影のノイズ処理を行
うためにシャッター２０４を閉じて黒画像を長秒撮影する。そして、画像処理部２０７は
Ｓ８２５で得られた画像とＳ８２７で得られた画像を処理することでノイズ低減した画像
を生成する。
【０１５１】
　Ｓ８２８では、システム制御部２０１は、Ｓ８２７で生成された画像と、Ｓ８２８で生
成されてメモリ２１０に保持されていた合成画像とを合成し、新たな合成画像を生成し、
メモリ２１０に保持する。ここでの合成は、Ｓ８２７で生成された画像とメモリ２１０に
保持されていた合成画像とを互いに重畳させる多重合成である（パノラマ合成ではない）
。
【０１５２】
　Ｓ８２９では、システム制御部２０１は、現在の撮影回数にＳ８１５で算出した撮影間
隔を乗算することで、撮影開始からの経過時間を算出する。
【０１５３】
　Ｓ８３０では、システム制御部２０１は、現在の撮影回数に１を加算する。
【０１５４】
　Ｓ８３１では、システム制御部２０１は、Ｓ８２８で生成された合成画像と、Ｓ８２９
で算出された経過時間を表示部１０１に表示する（図９（ｂ））。
【０１５５】
　Ｓ８３２では、システム制御部２０１は、１回の撮影処理の中で、Ｓ８２５の静止画撮
影の露光以外の撮影処理にかかる時間が、所定時間を経過したか否かを判定する。ここで
の所定時間は、Ｓ８１５で撮影間隔を算出する際に用いる所定時間である。所定時間が経
過した場合はＳ８３３に進み、そうでない場合にはＳ８３２へ戻り、所定時間が経過する
まで待つ。
【０１５６】
　Ｓ８３３では、システム制御部２０１は、シャッターボタン１０２の全押しによって第
２シャッタースイッチ信号ＳＷ２がオンとなったか否かを判定する。第２シャッタースイ
ッチ信号ＳＷ２がオフである場合はＳ８２３へ進んで次の静止画撮影処理を行い、そうで
ない場合はＳ８３４へ進む。また、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２がオンとなった場
合はＳ８３４に進んで星空軌跡撮影の終了処理を行う。すなわち、シャッターボタン１０
２を全押しすることで、星空軌跡撮影を途中で終了することができる。
【０１５７】
　Ｓ８３４では、システム制御部２０１は、Ｓ８２８で生成されメモリ２１０に保持され
た合成画像を静止画ファイルとして記録媒体１０９に記録する。
【０１５８】
　Ｓ８３５～Ｓ８４１は、図５の５３５～Ｓ５４１と同様の処理であるので説明を省略す
る。
【０１５９】
　＜星空軌跡モード画面＞
　次に、図９を参照して、本実施形態の星空軌跡モードにおいて表示部１０１に表示され
る画面について説明する。
【０１６０】
　図９（ａ）は、星空軌跡モードの撮影待機画面を例示している。表示部１０１には、ス
ルー画像９００に重畳して、ＯＳＤとして、現在の総撮影時間と、総撮影時間を変更する
ためのコントローラホイール１０６などで操作可能なアイコン９０１が表示される。図示
の例では、総撮影時間は６０分に設定されている。
【０１６１】
　図９（ｂ）は、星空軌跡モードにおける途中経過レビュー時の表示画面を例示している
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。表示部１０１には、現在までに生成された合成画像９１０に重畳して、ＯＳＤとして、
半透過な経過時間表示領域９１２に経過時間９１１が表示される。
【０１６２】
　なお、途中経過レビュー表示は図９（ｃ）のような表示でも良い。すなわち、表示部１
０１には、合成画像９１０に重畳して、ＯＳＤとして、経過時間９１４と総撮影時間９１
３が表示される。ここでは経過時間と総撮影時間が併せて表示されるが、いずれか一方で
も良い。また、経過時間９１４は縁取りした文字で表示され、経過時間表示領域は表示さ
れない。
【０１６３】
　ここで例示した図９（ｂ）、（ｃ）の表示形態は、適宜組み合わせても良い。撮影開始
からの経過時間９１１は、静止画撮影ごとのタイミングで１回更新して表示し、静止画撮
影間のインターバル中（途中）では更新しない。このようにすることで、ユーザは経過時
間だけでなく、更新された経過時間の差分から撮影間隔も知ることが可能である。例えば
、Ｎ回目の静止画撮得時に経過時間９１１が１２分３４秒と表示されており、Ｎ＋１回目
の静止画撮影までは１２秒３４秒と表示されたままで、Ｎ＋１回目の静止画撮影が行われ
た場合に１２秒４０秒と更新されたとする。この場合は、ユーザは１回の撮影間隔は６秒
であることがわかる。すなわち、１回の撮影での露光時間、ダーク処理時間、その他の処
理時間が６秒程度であることがわかる。これにより経過時間と撮影間隔を１つの時間情報
で示すことができるため、表示スペースを節約することができ、表示部１０１に表示され
る合成画像９１０が見難くなることを防ぐことができる。また、その時点で生成されてい
る合成画像９１０を経過時間９１１と共にレビュー表示することで、ユーザは経過時間と
軌跡の長さを関連付けることができ、所望の長さの軌跡を撮影するために必要な残り時間
を見積もることが可能である。
【０１６４】
　なお、上述の実施形態では、最終的にＳ８３４で合成画像を１枚記録する例を説明した
が、１枚だけでなく、Ｓ８２５で記録した静止画（すなわち合成画像の素材画像）も個別
に静止画ファイルとして記録媒体１０９に記録しても良い。また、Ｓ８２８で生成される
途中までの合成画像も個別に記録しても良い。合成画像の素材となる画像を個別に記録し
ておくことで、星空軌跡モードで撮影した合成画像が失敗と認められる場合に、後でＰＣ
の画像処理アプリケーションなどを用いて修正を行うことが可能である。
【０１６５】
　また、撮影間隔をユーザが任意に設定できても良い。ユーザが撮影時間を設定できるこ
とで、より自由な星空軌跡撮影が可能である。
【０１６６】
　また、記録媒体１０９の残容量から、選択できる総撮影時間に制限がある場合には、Ｓ
８１１、Ｓ８１２で選択できる値に上限を設けたり、アイコン９０１の色を変更するなど
してユーザに通知しても良い。
【０１６７】
　また、経過時間（カウントアップ）表示ではなく、残り時間（カウントダウン）表示で
も良い。この場合、ユーザは１つの時間情報から残り時間が分かるだけでなく、ユーザが
自身で設定した総撮影時間との差分から経過時間が、更新される残り時間の差分から撮影
間隔を知ることができ、より省スペースな情報表示を実現できる。
【０１６８】
　また、時間情報ではなく、撮影可能な残り枚数、残り時間、または記録媒体１０９の残
容量を表示しても良い。
【０１６９】
　また、これらの表示情報をどのような形態で表示するかを、ユーザがメニュー画面など
から自由に設定できるようにしても良い。
【０１７０】
　さらに、撮影間隔が短い場合には経過時間の表示の更新を撮影毎に行っても、ユーザが
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瞬時に前回の更新からの差分の時間を計算して撮影間隔を把握するのは難しい。そのため
、撮影間隔が短い場合（所定時間未満の場合）は経過時間を表示しないようにしても良い
。あるいは、経過時間を表示するが、撮影間隔が短い場合（所定時間未満の場合）は経過
時間の表示の更新のタイミングを各撮影の度に１回だけとせずに、インターバル期間に関
わらず時間の経過に応じたカウントアップ（例えば１秒に１回の更新）としても良い。撮
影間隔が所定時間以上である場合は前述のとおり各撮影の度に１回の更新とする。
【０１７１】
　また、上述の経過時間の表示方法（インターバル撮影における各撮影の度に１回の更新
）は、動画のインターバル撮影である星空インターバル動画モードで行っても良い。
【０１７２】
　なお、システム制御部２０１の制御は１つのハードウェアが行っても良いし、複数のハ
ードウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行っても良い。
【０１７３】
　また、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。さらに、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、
各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
【０１７４】
　また、上述した実施形態においては、本発明をデジタルカメラなどの撮像装置に適用し
た場合を例にして説明したが、本発明はこの例に限定されず、例えば、星空や夜景などの
暗所撮影が可能な装置であれば適用可能である。すなわち、本発明はタブレットＰＣやス
マートフォンなどの携帯端末などにも適用可能である。
【０１７５】
　［他の実施形態］
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち上述した実施形態の
機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介してシ
ステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰ
Ｕ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラム
、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
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