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(57)【要約】
【課題】撮像条件を適切に設定する撮像装置を提供する
。
【解決手段】撮像制御装置は、文字認識部、物体認識部
、および、撮像制御部を具備する。文字認識部は、撮像
すべき画像に含まれる所定の文字列を認識する。物体認
識部は、画像に含まれる所定の物体を認識する。撮像条
件決定部は、画像を撮像するための撮像条件を前記認識
された文字列と前記認識された物体とに基づいて決定す
る。撮像制御部は、決定された撮像条件に従って前記画
像の撮像を制御する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像すべき画像に含まれる所定の文字列を認識する文字認識部と、
　前記画像に含まれる所定の物体を認識する物体認識部と、
　前記画像を撮像するための撮像条件を前記認識された文字と前記認識された物体とに基
づいて決定する撮像条件決定部と、
　前記決定された撮像条件に従って前記画像の撮像を制御する撮像制御部と
を具備する撮像制御装置。
【請求項２】
　前記撮像条件決定部は、
　前記認識された文字列から撮像シーンを判別する文字シーン判別部と、
　前記判別された撮像シーンと前記認識された物体とに基づいて前記撮像条件を決定する
文字シーン撮像条件決定部と
を備える請求項１記載の撮像制御装置。
【請求項３】
　前記撮像条件決定部は、前記撮像シーンの候補ごとに当該候補に関連する前記文字列を
対応付けた文字シーン判別データベースをさらに備え、
　前記文字シーン判別部は、前記文字列が認識された場合には当該文字列に対応する前記
候補が前記撮像シーンであると判別する
請求項２記載の撮像制御装置。
【請求項４】
　前記撮像条件決定部は、前記撮像シーンと当該撮像シーンに関連する複数の物体との組
合せに複数の撮像条件を対応付けた撮像条件テーブルをさらに備え、
　前記文字シーン撮像条件決定部は、前記複数の撮像条件の中から前記判別された撮像シ
ーンと前記認識された物体との組合せに対応する撮像条件を選択して前記画像を撮像する
ための撮像条件として決定する
請求項２記載の撮像制御装置。
【請求項５】
　前記文字シーン撮像条件決定部は、前記組合せに対応する前記撮像条件が複数存在する
場合には当該対応する撮像条件のうちのいずれかを選択する操作を受け付けて当該選択さ
れた撮像条件を前記画像の撮像のための撮像条件として決定する
請求項４記載の撮像制御装置。
【請求項６】
　前記文字シーン撮像条件決定部は、前記組合せに対応する前記撮像条件が１つである場
合には前記操作を受け付けずに当該対応する撮像条件を前記画像の撮像のための撮像条件
として決定する
請求項５記載の撮像制御装置。
【請求項７】
　前記撮像条件決定部は、
　前記認識された文字列と前記認識された物体とに基づいて撮像条件を文字シーン撮像条
件として決定する文字シーン撮像条件決定部と、
　前記画像全体の所定の特徴の度合いを示す特徴量に基づいて撮像条件を画像シーン撮像
条件として決定する画像シーン撮像条件決定部と、
　前記文字列が認識された場合には前記文字シーン撮像条件を前記画像の撮像のための撮
像条件として決定し、前記文字列が認識されない場合には前記画像シーン撮像条件を前記
画像の撮像のための撮像条件として決定する使用撮像条件決定部と
を備える請求項１記載の撮像制御装置。
【請求項８】
　前記使用撮像条件決定部は、前記文字列が認識された場合において前記文字シーン撮像
条件および前記画像シーン撮像条件を前記画像の撮像のための撮像条件として決定し、
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　前記撮像制御部は、前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件のそれぞれ
に従って前記画像の撮像を制御する
請求項７記載の撮像制御装置。
【請求項９】
　前記使用撮像条件決定部は、前記文字列が認識された場合において現在時刻が所定の期
間外であるときに前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件を前記画像の撮
像のための撮像条件として決定し、
　前記撮像制御部は、前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件のそれぞれ
に従って前記画像の撮像を制御する
請求項７記載の撮像制御装置。
【請求項１０】
　前記使用撮像条件決定部は、前記文字列が認識された場合において前記文字シーン撮像
条件と前記画像シーン撮像条件との組合せが特定の組合せに該当するときに前記文字シー
ン撮像条件および前記画像シーン撮像条件を前記画像の撮像のための撮像条件として決定
し、
　前記撮像制御部は、前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件のそれぞれ
に従って前記画像の撮像を制御する
請求項７記載の撮像制御装置。
【請求項１１】
　前記使用撮像条件決定部は、前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件の
それぞれに従って前記画像が撮像された場合には前記撮像条件を選択する操作に従って前
記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件のうちのいずれかを前記撮像された
画像以降の画像を撮像するための撮像条件として決定する
請求項７記載の撮像制御装置。
【請求項１２】
　撮像すべき画像に含まれる所定の文字列を認識する文字認識部と、前記画像に含まれる
所定の物体を認識する物体認識部と、前記画像を撮像するための撮像条件を前記認識され
た文字列と前記認識された物体とに基づいて決定する撮像条件決定部と、前記決定された
撮像条件に従って前記画像の撮像を制御する撮像制御部とを備える撮像制御装置と、
　前記制御に従って前記画像を撮像する撮像部と
を具備する撮像装置。
【請求項１３】
　文字認識部が、撮像すべき画像に含まれる所定の文字列を認識する文字認識手順と、
　物体認識部が、前記画像に含まれる所定の物体を認識する物体認識手順と、
　撮像条件決定部が、前記画像を撮像するための撮像条件を前記認識された文字列と前記
認識された物体とに基づいて決定する撮像条件決定手順と、
　撮像制御部が、前記決定された撮像条件に従って前記画像の撮像を制御する撮像制御手
順と
を具備する撮像制御装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、撮像制御装置、撮像装置、および、撮像制御装置の制御方法に関する。詳し
くは、撮像条件を決定する撮像制御装置、撮像装置、および、撮像制御装置の制御方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像が撮像される場面や状況（以下、「撮像シーン」と称する。）を判別して、
判別した撮像シーンに合わせて撮像条件を設定する機能を備える撮像装置が普及している
。判別対象とされる撮像シーンとしては風景や夜景などのシーンがあり、設定される撮像
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条件としては、Ｆ値、ＩＳＯ感度、および、ホワイトバランスなどがある。これらの撮像
シーンの判別においては、画像データの特徴量が算出されることが多い。例えば、画像デ
ータ内の画素値の平均値や、画素値の分布の分布関数における係数などを特徴量として算
出するシーン識別装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。このシーン識別
装置は、算出した特徴量から撮像シーンを判別する。例えば、輝度値の平均値が閾値未満
である場合には、夜景のシーンであると判別される。そして、判別された撮像シーンに応
じて撮像装置において撮像条件が設定される。例えば、夜景のシーンにおいては、露出を
高めにした撮像条件が設定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－６２６０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の従来技術では、適切な撮像条件が設定されないおそれがあった。
撮像装置において判別された撮像シーンが実際の撮像シーンと一致しないことがあるため
である。例えば、結婚式においては、花嫁等の入場時や退場時に一時的に照明が暗くなっ
たシーンにおいて撮像が行われることがある。この入退場時のシーンにおいては画像内の
輝度値の平均値が小さいために撮像装置が夜景のシーンであると判断して露出を高めに設
定することがある。ところが、結婚式の入退場時のシーンにおいて露出を高めにすると、
露出オーバーにより、ウェディングドレスやウェディングケーキなどの白い部分の階調が
失われる（いわゆる、「白とび」が生じる）おそれがある。このように、撮像装置におい
て判別された撮像シーンが実際の撮像シーンと一致しないことにより、不適切な撮像条件
が設定されるおそれがあるという問題があった。
【０００５】
　本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、撮像条件を適切に設定する
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】
【０００６】
　本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第１の側面は、撮
像すべき画像に含まれる所定の文字列を認識する文字認識部と、上記画像に含まれる所定
の物体を認識する物体認識部と、上記画像を撮像するための撮像条件を上記認識された文
字と上記認識された物体とに基づいて決定する撮像条件決定部と、上記決定された撮像条
件に従って上記画像の撮像を制御する撮像制御部とを具備する撮像制御装置、および、そ
の制御方法である。これにより、認識された文字と認識された物体とに基づいて撮像条件
が決定されるという作用をもたらす。
【０００７】
　また、この第１の側面において、上記撮像条件決定部は、上記認識された文字列から撮
像シーンを判別する文字シーン判別部と、上記判別された撮像シーンと上記認識された物
体とに基づいて上記撮像条件を決定する文字シーン撮像条件決定部とを備えてもよい。こ
れにより、判別された撮像シーンと認識された物体とに基づいて撮像条件が決定されると
いう作用をもたらす。
【０００８】
　また、この第１の側面において、上記撮像条件決定部は、上記撮像シーンの候補ごとに
当該候補に関連する上記文字列を対応付けた文字シーン判別データベースをさらに備え、
上記文字シーン判別部は、上記文字列が認識された場合には当該文字列に対応する上記候
補が上記撮像シーンであると判別してもよい。これにより、文字列に対応する候補が撮像
シーンであると判別されるという作用をもたらす。
【０００９】
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　また、この第１の側面において、上記撮像条件決定部は、上記撮像シーンと当該撮像シ
ーンに関連する複数の物体との組合せに複数の撮像条件を対応付けた撮像条件テーブルを
さらに備え、上記文字シーン撮像条件決定部は、上記複数の撮像条件の中から上記判別さ
れた撮像シーンと上記認識された物体との組合せに対応する撮像条件を選択して上記画像
を撮像するための撮像条件として決定してもよい。これにより、撮像条件テーブルにおけ
る複数の撮像条件の中から判別された撮像シーンと認識された物体との組合せに対応する
撮像条件が選択されるという作用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記文字シーン撮像条件決定部は、上記組合せに対応
する上記撮像条件が複数存在する場合には当該対応する撮像条件のうちのいずれかを選択
する操作を受け付けて当該選択された撮像条件を上記画像の撮像のための撮像条件として
決定してもよい。これにより、選択された撮像条件が画像の撮像のための撮像条件として
決定されるという作用をもたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、上記文字シーン撮像条件決定部は、上記組合せに対応
する上記撮像条件が１つである場合には上記操作を受け付けずに当該対応する撮像条件を
上記画像の撮像のための撮像条件として決定してもよい。組合せに対応する撮像条件が１
つである場合には操作を受け付けずに撮像条件が決定され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、上記撮像条件決定部は、上記認識された文字列と上記
認識された物体とに基づいて撮像条件を文字シーン撮像条件として決定する文字シーン撮
像条件決定部と、上記画像全体の所定の特徴の度合いを示す特徴量に基づいて撮像条件を
画像シーン撮像条件として決定する画像シーン撮像条件決定部と、上記文字列が認識され
た場合には上記文字シーン撮像条件を上記画像の撮像のための撮像条件として決定し、上
記文字列が認識されない場合には上記画像シーン撮像条件を上記画像の撮像のための撮像
条件として決定する使用撮像条件決定部とを備えてもよい。これにより、文字列が認識さ
れた場合には文字シーン撮像条件が撮像条件として決定され、文字列が認識されない場合
には画像シーン撮像条件が撮像条件として決定され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、上記使用撮像条件決定部は、上記文字列が認識された
場合において上記文字シーン撮像条件および上記画像シーン撮像条件を上記画像の撮像の
ための撮像条件として決定し、上記撮像制御部は、上記文字シーン撮像条件および上記画
像シーン撮像条件のそれぞれに従って上記画像の撮像を制御してもよい。これにより、文
字列が認識された場合には文字シーン撮像条件および上記画像シーン撮像条件が撮像条件
として決定され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、上記使用撮像条件決定部は、上記文字列が認識された
場合において現在時刻が所定の期間外であるときに上記文字シーン撮像条件および上記画
像シーン撮像条件を上記画像の撮像のための撮像条件として決定し、上記撮像制御部は、
上記文字シーン撮像条件および上記画像シーン撮像条件のそれぞれに従って上記画像の撮
像を制御してもよい。これにより、文字列が認識された場合において現在時刻が所定の期
間外であるときに文字シーン撮像条件および上記画像シーン撮像条件が撮像条件として決
定され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、上記使用撮像条件決定部は、上記文字列が認識された
場合において上記文字シーン撮像条件と上記画像シーン撮像条件との組合せが特定の組合
せに該当するときに上記文字シーン撮像条件および上記画像シーン撮像条件を上記画像の
撮像のための撮像条件として決定し、上記撮像制御部は、上記文字シーン撮像条件および
上記画像シーン撮像条件のそれぞれに従って上記画像の撮像を制御してもよい。これによ
り、文字列が認識された場合において文字シーン撮像条件と画像シーン撮像条件との組合
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せが特定の組合せに該当するときに文字シーン撮像条件および画像シーン撮像条件が撮像
条件として決定され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、上記使用撮像条件決定部は、上記文字シーン撮像条件
および上記画像シーン撮像条件のそれぞれに従って上記画像が撮像された場合には上記撮
像条件を選択する操作に従って上記文字シーン撮像条件および上記画像シーン撮像条件の
うちのいずれかを上記撮像された画像以降の画像を撮像するための撮像条件として決定し
てもよい。これにより、文字シーン撮像条件および画像シーン撮像条件のそれぞれに従っ
て画像が撮像された場合には操作に従って文字シーン撮像条件および上記画像シーン撮像
条件のうちのいずれかが撮像条件として決定されるという作用をもたらす。
【００１７】
　また、本技術の第２の側面は、撮像すべき画像に含まれる所定の文字列を認識する文字
認識部と、上記画像に含まれる所定の物体を認識する物体認識部と、上記画像を撮像する
ための撮像条件を上記認識された文字列と上記認識された物体とに基づいて決定する撮像
条件決定部と、上記決定された撮像条件に従って上記画像の撮像を制御する撮像制御部と
を備える撮像制御装置と、上記制御に従って上記画像を撮像する撮像部とを具備する撮像
装置である。これにより、認識された文字列と認識された物体とに基づいて撮像条件が決
定されるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００１８】
　本技術によれば、撮像装置において撮像条件が適切に設定されるという優れた効果を奏
し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１の実施の形態における撮像装置の一構成例を示すブロック図である。
【図２】第１の実施の形態における画像処理部の一構成例を示すブロック図である。
【図３】第１の実施の形態における撮像制御装置の一構成例を示すブロック図である。
【図４】第１の実施の形態における文字シーン判別データベースの一構成例を示す図であ
る。
【図５】第１の実施の形態における文字シーン撮像条件テーブルの一構成例を示す図であ
る。
【図６】第１の実施の形態におけるＦ値およびＩＳＯ感度の設定例を示す図である。
【図７】第１の実施の形態における画像シーン撮像条件テーブルの一構成例を示す図であ
る。
【図８】第１の実施の形態における撮像装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図９】第１の実施の形態における撮像条件決定処理の一例を示すフローチャートである
。
【図１０】第１の実施の形態における文字シーンが表示された画面の一例を示す図である
。
【図１１】第１の実施の形態における複数の文字シーンが表示された画面の一例を示す図
である。
【図１２】変形例における撮像条件決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１３】第２の実施の形態における撮像制御装置の一構成例を示すブロック図である。
【図１４】第２の実施の形態における文字シーン撮像条件テーブルの一構成例を示す図で
ある。
【図１５】第２の実施の形態におけるシーン一致判定テーブルの一構成例を示す図である
。
【図１６】第２の実施の形態における撮像制御装置の状態遷移図の一例である。
【図１７】第２の実施の形態における撮像装置の動作の一例を示すフローチャートである
。
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【図１８】第２の実施の形態における撮像条件決定処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１９】第２の実施の形態における文字シーン撮像モード移行判定処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図２０】第２の実施の形態における連写モード移行判定処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図２１】第２の実施の形態における画像シーン撮像モード移行判定処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図２２】第２の実施の形態における撮像処理の一例を示すフローチャートである。
【図２３】第２の実施の形態における連写後モード選択処理の一例を示すフローチャート
である。
【図２４】第２の実施の形態における消去ボタンが表示された画面の一例を示す図である
。
【図２５】第２の実施の形態における連写後の画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本技術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（文字列および物体に基づいて撮像条件を決定する例）
　２．第２の実施の形態（文字シーン撮像条件および画像シーン撮像条件に従って連写す
る例）
【００２１】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［撮像装置の構成例］
　図１は、第１の実施の形態における撮像装置１００の一構成例を示すブロック図である
。撮像装置１００は、画像を撮像するものであり、撮像レンズ１１０、撮像素子１２０、
信号処理部１３０、画像処理部１４０、および、画像メモリ１６０を備える。また、撮像
装置１００は、撮像制御装置２００、発光制御部４１０、フラッシュ４２０、レンズ制御
部４３０、表示制御部５１０、ファインダ５２０、操作部５３０、媒体インターフェース
５４０、記録媒体５５０、および、通信インターフェース５６０を備える。
【００２２】
　撮像レンズ１１０は、撮像対象の像を撮像素子１２０に結像するレンズであり、フォー
カスレンズ１１１、バリエータ１１２、および、絞り１１３を備える。フォーカスレンズ
１１１は、合焦を行う際に位置が制御されるレンズである。バリエータ１１２は、ズーミ
ングを行う際に位置が制御されるレンズである。絞り１１３は、撮像レンズ１１０を通過
する光量を調節するための遮蔽物である。なお、撮像装置１００は、ズームレンズを撮像
レンズ１１０として使用しているが、撮像素子１２０に像を結像するレンズであれば、固
定焦点レンズを使用してもよい。
【００２３】
　撮像素子１２０は、撮像レンズ１１０からの光を光電変換して電気信号を信号処理部１
３０に信号線１２９を介して出力するものである。この撮像素子１２０は、ＣＣＤ（Char
ge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）センサな
どにより、実現することができる。
【００２４】
　信号処理部１３０は、撮像制御装置２００の制御に従って撮像素子１２０から供給され
た電気信号に対して、ＣＤＳ（Correlated Double Sampling）処理やＡＧＣ（Automatic 
Gain Control）処理を行うものである。ＣＤＳ処理は信号ノイズ比（Ｓ／Ｎ比）を良好に
保つための処理であり、ＡＧＣ処理は利得を制御するための処理である。信号処理部１３
０は、このようにして得られた信号に対してＡ／Ｄ（Analog／Digital）変換を行って、
デジタル信号による画像データを形成し、その画像データを画像処理部１４０に信号線１
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３９を介して出力する。
【００２５】
　画像処理部１４０は、信号処理部１３０からの画像データに対して、撮像制御装置２０
０の制御に従ってホワイトバランス調整処理やカラーバランス調整処理などの画像処理を
施すものである。画像処理部１４０は、各種の画像処理を施した画像データを画像メモリ
１６０に信号線１５９を介して出力する。画像メモリ１６０は、画像データを記憶するも
のである。
【００２６】
　撮像制御装置２００は、画像データを撮像するための撮像条件を決定して、その撮像条
件に従って画像データの撮像を制御するものである。具体的には、撮像制御装置２００は
、画像メモリ１６０に信号線１６９を介してアクセスして画像データを読み出し、その画
像データに含まれる文字列と物体とを認識する。また、撮像制御装置２００は、その画像
データ全体の特徴の度合いを示す特徴量を算出する。例えば、画素値の統計量や、画素値
の分布の分布関数における係数が、特徴量として算出される。撮像制御装置２００は、こ
れらの文字列および物体、または、特徴量に基づいて撮像条件を決定する。撮像条件の決
定方法の詳細については後述する。そして、撮像制御装置２００は、操作部５３０から撮
像を指示する操作信号を受け取ったとき、決定した撮像条件に従って画像処理部１４０、
発光制御部４１０、および、レンズ制御部４３０を制御して画像データを撮像する。画像
処理部１４０は、信号線２０３を介して送信された制御信号により制御され、レンズ制御
部４３０は、信号線２０５乃至２０８を介して送信された制御信号により制御される。発
光制御部４１０は、信号線２０２を介しして送信された制御信号により制御される。
【００２７】
　また、撮像制御装置２００は、信号線２０９を介して表示制御部５１０を制御して各種
の表示データをファインダ５２０に表示させる。この表示データには、画像データやメッ
セージが含まれる。また、ファインダ５２０がタッチパネルである場合、表示データには
、タッチ操作に必要なボタンなどを表示するためのデータが含まれる。さらに、撮像制御
装置２００は、必要に応じて媒体インターフェース５４０を介して記録媒体５５０にアク
セスして画像データの書込み処理、または、読み出し処理を実行する。また、撮像制御装
置２００は、通信インターフェース５６０を介して画像データなどのデータを送受信する
。
【００２８】
　発光制御部４１０は、撮像制御装置２００の制御に従ってフラッシュ４２０の発光動作
を制御するものである。フラッシュ４２０は、撮像時に発光するものである。
【００２９】
　レンズ制御部４３０は、撮像制御装置２００の制御に従って撮像レンズ１１０の焦点距
離や、撮像レンズ１１０が撮像素子１２０に与える光量（すなわち、露出）などを制御す
るものである。このレンズ制御部４３０は、シャッター制御部４３１、アイリス制御部４
３２、ズーム制御部４３３、および、フォーカス制御部４３４を備える。シャッター制御
部４３１は、信号線４３６を介して撮像レンズ１１０と撮像素子１２０との間にあるシャ
ッターの開閉動作を制御するものである。アイリス制御部４３２は、信号線４３７を介し
て絞り１１３の絞り量を制御するものである。ズーム制御部４３３は、信号線４３８を介
してバリエータ１１２の位置を制御することにより焦点距離を制御するものである。フォ
ーカス制御部４３４は、信号線４３９を介してフォーカスレンズ１１１の位置を合焦位置
に制御するものである。
【００３０】
　なお、撮像レンズ１１０、撮像素子１２０、信号処理部１３０、画像処理部１４０、画
像メモリ１６０、および、レンズ制御部４３０は、特許請求の範囲に記載の撮像部の一例
である。
【００３１】
　表示制御部５１０は、ファインダ５２０を制御して各種の表示データを表示させるもの
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である。ファインダ５２０は、表示制御部５１０の制御に従って表示データを表示するも
のである。
【００３２】
　操作部５３０は、タッチパネルやボタンなどに対するユーザの操作に応じて操作信号を
生成し、撮像制御装置２００に信号線５３９を介して出力するものである。
【００３３】
　媒体インターフェース５４０は、記録媒体５５０に対する画像データの書込みおよび記
録媒体５５０からの画像データの読出しを行うものである。記録媒体５５０としては、半
導体メモリを用いたいわゆるメモリカード、記録可能なＤＶＤ（Digital Versatile Disk
）や記録可能なＣＤ（Compact Disc）等の光記録媒体、磁気ディスクなどの種々のものを
用いることができる。
【００３４】
　通信インターフェース５６０は、撮像装置１００の外部の装置（例えば、情報処理装置
）との間において通信を行うものである。通信においては画像データなどが送受信される
。
【００３５】
　図２は、第１の実施の形態における画像処理部１４０の一構成例を示すブロック図であ
る。画像処理部１４０は、ホワイトバランス調整部１４１、カラーバランス調整部１４２
、画素補間処理部１４３、色補正処理部１４４、ガンマ補正処理部１４５、色分解処理部
１４６、空間フィルタ１４７、および、解像度変換部１４８を備える。また、画像処理部
１４０は、圧縮伸張処理部１４９を備える。
【００３６】
　ホワイトバランス調整部１４１は、様々な種類の光源（太陽光や蛍光灯など）のうちの
いずれかを設定して、設定した光源のもとにおける白色を正確に再現するように画像デー
タの画素値を調整するものである。ホワイトバランス調整部１４１は、調整後の画像デー
タをカラーバランス調整部１４２に出力する。
【００３７】
　カラーバランス調整部１４２は、画像データにおけるＲＧＢ（Red-Green-Blue)などの
色相のそれぞれについて輝度やコントラストのバランスを調整するものである。カラーバ
ランス調整部１４２は、調整後の画像データを画素補間処理部１４３に出力する。
【００３８】
　画素補間処理部１４３は、単色の色成分しか持たない画素からなる画像データに対して
画素毎に足りない色成分を補間するデモザイク処理を施すものである。画素補間処理部１
４３は、処理後の画像データを色補正処理部１４４に出力する。
【００３９】
　色補正処理部１４４は、画像データに対して色相ごとに画素値を補正する処理を施すも
のである。色補正処理部１４４は、処理後の画像データをガンマ補正処理部１４５に出力
する。
【００４０】
　ガンマ補正処理部１４５は、入出力機器の特性に応じて、画像データに対してガンマ補
正を行うものである。ガンマ補正処理部１４５は、補正後の画像データを色分解処理部１
４６に出力する。
【００４１】
　色分解処理部１４６は、画像データの色空間を変換する色分解処理を必要に応じて施す
ものである。例えば、ＲＧＢの色空間が、ＣＭＹＫ（Cyan-Magenta-Yellow-blacK)に変換
される。色分解処理部１４６は、処理後の画像データを空間フィルタ１４７に出力する。
【００４２】
　空間フィルタ１４７は、画像データに対してノイズ低減やエッジ強調などの処理を実行
するものである。例えば、ノイズを低減する平滑化フィルタや、エッジを強調する微分フ
ィルタなどが使用される。空間フィルタ１４７において処理された画像データは、解像度
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変換部１４８に出力される。
【００４３】
　解像度変換部１４８は、必要に応じて画像データの解像度を変換するものである。解像
度変換部１４８は、変換後の画像データを圧縮伸張処理部１４９に出力する。
【００４４】
　圧縮伸張処理部１４９は、必要に応じて画像データを圧縮または伸張するものである。
この圧縮伸張処理部１４９は、解像度変換部１４８からの画像データを圧縮して画像メモ
リ１６０に出力し、画像メモリ１６０内の圧縮された画像データを伸張して画像メモリ１
６０に出力する。
【００４５】
　なお、画像処理部１４０は、ホワイトバランス調整、カラーバランス調整、画素補間処
理、色補正処理、ガンマ補正処理、空間フィルタにおける処理、解像度変換処理、圧縮伸
張処理の順に画像処理を行っている。しかし、これらの画像処理を異なる順番に従って行
ってもよい。また、画像処理部１４０は、これらの画像処理と異なる画像処理を実行して
もよい。
【００４６】
　［撮像制御装置の構成例］
　図３は、第１の実施の形態における撮像制御装置２００の一構成例を示すブロック図で
ある。撮像制御装置２００は、辞書データ２１０、文字認識部２２０、物体認識部２３０
、画像特徴量算出部２４０、撮像条件決定部２５０、および、撮像制御部２７０を備える
。
【００４７】
　辞書データ２１０は、認識すべき文字毎に標準パターンのデータが登録されたものであ
る。ここで、標準パターンは、認識対象の文字の形状パターンが統計処理によって定量化
されたものである。
【００４８】
　文字認識部２２０は、辞書データ２１０を参照して、撮像すべき画像データに含まれる
所定の文字からなる文字列を認識するものである。例えば、文字認識部２２０は、画像デ
ータ内の文字と推測される領域の形状パターンと、辞書データ２１０に登録された標準パ
ターンとの間においてパターンマッチングを行い、最もよく一致する標準パターンを抽出
する。抽出された標準パターンに対応する文字が、認識された文字とされる。文字認識部
２２０は、認識した文字からなる文字列を撮像条件決定部２５０に出力する。
【００４９】
　物体認識部２３０は、撮像すべき画像データに含まれる所定の物体を認識するものであ
る。認識される物体は、人物の顔や料理などである。物体認識部２３０は、例えば、画像
データ内の物体と推測される領域の形状パターンと、認識対象の物体の標準パターンとの
間においてパターンマッチングを行い、最もよく一致する標準パターンを抽出する。抽出
された標準パターンに対応する物体が、認識された物体とされる。文字認識部２２０は、
認識した物体を特定するデータ（名称や識別番号）を撮像条件決定部２５０に出力する。
【００５０】
　画像特徴量算出部２４０は、画像全体の所定の特徴を示す特徴量を算出するものである
。特徴量として、画像データ内の画素値の統計量や、画素値の分布の分布関数における係
数などが算出される。画像特徴量算出部２４０は、算出した特徴量を撮像条件決定部２５
０に出力する。
【００５１】
　撮像条件決定部２５０は、画像データを撮像するための撮像条件を決定するものであり
、文字シーン判別データベース２５１、文字シーン判別部２５２、文字シーン撮像条件テ
ーブル２５４、および、文字シーン撮像条件決定部２５５を備える。また、撮像条件決定
部２５０は、画像シーン判別部２５３、画像シーン撮像条件決定部２５６、画像シーン撮
像条件テーブル２５７、および、使用撮像条件決定部２５８を備える。
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【００５２】
　文字シーン判別データベース２５１は、判別対象とされる撮像シーンごとに、その撮像
シーンに関連する文字列を対応付けたデータベースである。この文字列に対応する撮像シ
ーンを以下、「文字シーン」と称する。この文字シーンには、その文字シーンにおいて認
識されると推測される文字列が対応付けられる。例えば、「結婚式」の文字シーンにおい
ては、「結婚式」、「披露宴」、または、「挙式」などの文字列が認識されることが想定
される。そこで、文字シーンとして「結婚式」を判別する場合には、これらの文字列が「
結婚式」に対応付けられる。
【００５３】
　文字シーン判別部２５２は、認識された文字列から文字シーンを判別するものである。
具体的には、文字シーン判別部２５２は、文字シーン判別データベース２５１内の文字列
のうちの少なくとも１つが文字認識部２２０により認識されたか否かを判断する。文字列
が１つ以上認識されたならば、文字シーン判別部２５２は、その文字列に対応する文字シ
ーンを、判別したシーンとして文字シーン撮像条件決定部２５５に出力する。
【００５４】
　文字シーン撮像条件テーブル２５４は、文字シーンと、その文字シーンに関連する複数
の物体との組合せに対して複数の撮像条件を対応付けたテーブルである。文字シーンおよ
び物体の組合せに対応付けられた撮像条件を以下、「文字シーン撮像条件」と称する。こ
こで、文字シーンに関連する物体は、その文字シーンにおいて被写体とされうる物体であ
る。例えば、結婚式においては、「ウェディングドレス」や「料理」などの物体が被写体
とされることがある。そこで、これらの物体が結婚式において撮像されることを想定する
場合、「結婚式」の文字シーンと、「ウェディングドレス」および「料理」との組合せの
それぞれに対して、それらの被写体の撮像に適した撮像条件が対応付けられる。
【００５５】
　文字シーン撮像条件決定部２５５は、文字シーンから文字シーン撮像条件を決定するも
のである。具体的には、文字シーン撮像条件決定部２５５は、判別された文字シーンと認
識された物体との組合せに対応する文字シーン撮像条件を文字シーン撮像条件テーブル２
５４から読み出して、文字シーンから求められた撮像条件として決定する。文字シーン撮
像条件決定部２５５は、決定した文字シーン撮像条件を使用撮像条件決定部２５８に出力
する。
【００５６】
　画像シーン判別部２５３は、画像全体の特徴量に基づいて撮像シーンを判別するもので
ある。画像全体の特徴量から判別される撮像シーンを以下、「画像シーン」と称する。画
像シーン判別部２５３は、例えば、夜景、夕景、および、ビーチなどの判別対象の画像シ
ーンごとに、基準となる画像全体の特徴量を予め学習しておく。そして、画像シーン判別
部２５３は、画像特徴量算出部２４０において算出された特徴量と、学習しておいた基準
の特徴量のそれぞれとを比較し、最もよく一致する（例えば、ユークリッド距離が最も小
さい）基準の特徴量を抽出する。画像シーン判別部２５３は、抽出した特徴量に対応する
画像シーンを、判別したシーンとして画像シーン撮像条件決定部２５６に出力する。
【００５７】
　なお、画像シーン判別部２５３は、特徴量から撮像シーンを判別しているが、特徴量と
物体とから撮像シーンを判別してもよい。例えば、特徴量から判別された撮像シーンが風
景のシーンであり、物体として顔が認識された場合、画像シーン判別部２５３は、ポート
レートの撮像シーンを画像シーンとして判別する。
【００５８】
　画像シーン撮像条件テーブル２５７は、画像シーンのそれぞれに、その画像シーンに適
した撮像条件を対応付けたテーブルである。画像シーンに対応付けられた撮像条件を以下
、「画像シーン撮像条件」と称する。
【００５９】
　画像シーン撮像条件決定部２５６は、画像シーンから撮像条件を決定するものである。



(12) JP 2013-98879 A 2013.5.20

10

20

30

40

50

具体的には、画像シーン撮像条件決定部２５６は、画像シーン判別部２５３において判別
された画像シーンに対応する画像シーン撮像条件を画像シーン撮像条件テーブル２５７か
ら読み出して、画像シーンから求められた撮像条件として決定する。画像シーン撮像条件
決定部２５６は、決定した画像シーン撮像条件を使用撮像条件決定部２５８に出力する。
【００６０】
　使用撮像条件決定部２５８は、文字シーン撮像条件および画像シーン撮像条件のうちの
いずれかを撮像に使用すべき撮像条件として決定するものである。使用撮像条件決定部２
５８は、例えば、認識された文字列に対応する文字シーンをファインダ５２０に表示し、
それらを選択または確認する操作信号を受け付ける。そして、使用撮像条件決定部２５８
は、一定期間（例えば、１０秒）内にいずれかの文字シーンが選択または確認された場合
、その文字シーンに対応する文字シーン撮像条件を使用すべき撮像条件として決定する。
一定期間内に、いずれかの文字シーンが選択または確認されなかった場合、使用撮像条件
決定部２５８は、画像シーン撮像条件を使用すべき撮像条件として決定する。使用撮像条
件決定部２５８は、決定した撮像条件を撮像制御部２７０に出力する。
【００６１】
　なお、使用撮像条件決定部２５８は、操作信号に従って撮像条件を決定しているが、操
作信号を受け付けずに撮像条件を決定することもできる。例えば、使用撮像条件決定部２
５８は、いずれかの文字シーンが判別された場合には文字シーン撮像条件を撮像条件とし
て決定し、文字シーンが判別されない場合には画像シーン撮像条件を撮像条件として決定
してもよい。
【００６２】
　撮像制御部２７０は、決定された撮像条件に従って画像データの撮像を制御するもので
ある。例えば、撮像制御部２７０は、発光制御部４１０、画像処理部１４０、シャッター
制御部４３１、アイリス制御部４３２、ズーム制御部４３３、および、フォーカス制御部
４３４を制御する。これらの制御により、フラッシュの発光動作、画像処理、シャッター
スピード、Ｆ値、および、ズーム倍率などが制御される。
【００６３】
　なお、撮像制御装置２００は、文字シーン撮像条件に加えて画像シーン撮像条件を求め
ているが、文字シーン撮像条件のみを求める構成としてもよい。この場合、撮像制御装置
２００は、画像特徴量算出部２４０、画像シーン判別部２５３、画像シーン撮像条件決定
部２５６、および、画像シーン撮像条件テーブル２５７、および、使用撮像条件決定部２
５８を備える必要はない。そして、操作信号は、文字シーン撮像条件決定部２５５に入力
され、文字シーン撮像条件決定部２５５は、その操作信号に従って文字シーン撮像条件を
決定する。
【００６４】
　図４は、第１の実施の形態における文字シーン判別データベース２５１の一構成例を示
す図である。文字シーン判別データベース２５１においては、文字シーンと、その文字シ
ーンに関連する文字列とが対応付けられる。例えば、「結婚式」の文字シーンには、結婚
式に関連する「結婚」、「結婚式」、および、「Ｗｅｄｄｉｎｇ」などの文字列が対応付
けられる。また、「ビーチ」の文字シーンには、ビーチに関連する「海」、「Ｓｅａ」、
および、「浜」などの文字列が対応付けられる。
【００６５】
　図５は、第１の実施の形態における文字シーン撮像条件テーブル２５４の一構成例を示
す図である。文字シーン撮像条件テーブル２５４においては、文字シーンと複数の物体と
の組合せに対して複数の文字シーン撮像条件が対応付けられる。例えば、「結婚式」の文
字シーンには、「ドレスまたはケーキ」および「スポットライト」などの物体が対応付け
られる。文字シーン撮像条件には、「Ｆ値」、「ＩＳＯ感度」、「ホワイトバランス」、
「ガンマ補正」、「撮影距離」、および、「フラッシュ」などの条件が含まれる。
【００６６】
　ここで、「Ｆ値」および「ＩＳＯ感度」の欄には、それらの値がシャッタースピード優
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先ＡＥ（Auto Exposure）において調節される範囲が記載される。その範囲内において、
ユーザが設定したシャッタースピードに応じて、露出値が適切な値となるようにＦ値およ
びＩＳＯ感度が設定される。
【００６７】
　また、Ｆ値について、例えば、料理や顔を被写体とする場合、その被写体のみに焦点が
合う（言い換えれば、被写界深度が狭くなる）ように、小さいＦ値（例えば、１．５）が
設定される。一方、物体が未検出である場合、被写界深度が大きくなるように大きなＦ値
（例えば、３．０乃至５．０）が設定される。
【００６８】
　また、ＩＳＯ感度について、結婚式は室内で行われることが想定されるため、文字シー
ンが結婚式である場合、光量を十分に得る目的でＩＳＯ感度は若干高感度（例えば、４０
０乃至１０００）に設定される。一方、ビーチでは、直射日光から十分に光量が得られる
ため、ＩＳＯ感度は低感度（例えば、１００）に設定される。
【００６９】
　また、ガンマ補正について、結婚式におけるドレスやケーキは通常白いため、これらを
被写体とする場合、例えば、白側が強調されるように設定される。また、撮影距離につい
て、結婚式においてウェディングケーキ以外の料理は至近距離で撮像されることが多いた
め、これらを被写体とする場合、例えば、マクロ撮影に設定される。また、フラッシュに
ついて、顔を被写体とする場合、顔において十分に光量が得られるようにフラッシュを強
制発光させるように設定される。
【００７０】
　図６は、図７における「結婚式」の文字シーンにおいて、物体が未検出の場合のＦ値お
よびＩＳＯ感度の設定例である。ここで、露出値は、シャッタースピードが遅いほど、Ｆ
値が小さいほど、また、ＩＳＯ感度が高いほど、大きくなる。この関係に基づいて、シャ
ッタースピードに応じて、適切な露出値が得られるように、Ｆ値およびＩＳＯ感度が設定
される。シャッタースピードが遅い（例えば、１秒である）場合、Ｆ値が大きくＩＳＯ感
度が低くとも十分に光量（言い換えれば、高い露出値）が得られる。このため、Ｆ値は大
きな値（例えば、３．０）に、ＩＳＯ感度は低感度（例えば、４００）に設定される。Ｆ
値およびＩＳＯ感度は、シャッタースピードごとに予め設定しておいた値を使用してもよ
いし、シャッタースピードから一定の計算式により算出してもよい。
【００７１】
　なお、シャッタースピード優先ＡＥに代えて絞り優先ＡＥを採用し、ユーザが設定した
Ｆ値に応じて、シャッタースピードおよびＩＳＯ感度を設定してもよい。また、シャッタ
ースピード、Ｆ値、ＩＳＯ感度のうちの一部または全てを固定値としてもよい。
【００７２】
　図７は、第１の実施の形態における画像シーン撮像条件テーブル２５７の一構成例を示
す図である。画像シーン撮像条件テーブル２５７においては、画像シーンのそれぞれに、
その画像シーンに適した撮像条件が画像シーン撮像条件として対応付けられる。
【００７３】
　［撮像装置の動作例］
　図８は、第１の実施の形態における撮像装置１００の動作の一例を示すフローチャート
である。この動作は、例えば、撮像素子１２０からの画像データをリアルタイムにファイ
ンダ５２０に表示するモード、いわゆるライブビューモードに撮像装置１００が移行した
ときに開始する。このライブビューモードにおいて、撮像装置１００は、画像データを画
像メモリ１６０に保持する（ステップＳ９０２）。そして、撮像装置１００内の撮像制御
装置２００は、画像データに含まれる所定の文字と所定の物体とを認識し（ステップＳ９
０３およびＳ９０４）、画像全体の特徴量を算出する（ステップＳ９０５）。撮像制御装
置２００は、撮像条件を決定するための撮像条件決定処理を実行する（ステップＳ９１０
）。
【００７４】
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　そして、撮像装置１００は、シャッターボタンが押下されたか否かを判断する（ステッ
プＳ９７１）。シャッターボタンが押下された場合（ステップＳ９７１：Ｙｅｓ）、撮像
装置１００は、決定された撮像条件に従って画像データを撮像する（ステップＳ９７２）
。シャッターボタンが押下されない場合（ステップＳ９７１：Ｎｏ）、またはステップＳ
９７２の後、撮像装置１００は、ステップＳ９０２に戻る。
【００７５】
　［撮像制御装置の動作例］
　図９は、第１の実施の形態における撮像条件決定処理の一例を示すフローチャートであ
る。撮像制御装置２００は、画像全体の特徴量から画像シーンを判別する（ステップＳ９
１１）。撮像制御装置２００は、文字シーン判別データベース２５１における所定の文字
列が認識されたか否かを判断する（ステップＳ９１２）。文字列が認識された場合（ステ
ップＳ９１２：Ｙｅｓ）、撮像制御装置２００は、認識された文字列に対応する文字シー
ンの名称をファインダ５２０に表示させる。そして、撮像制御装置２００は、文字シーン
が複数である場合には、それらのうちのいずれかを選択する操作を受け付け、文字シーン
が１つである場合には、その文字シーンを確認する操作を受け付ける（ステップＳ９１３
）。撮像制御装置２００は、一定時間内にいずれかの文字シーンが選択または確認された
か否かを判断する（ステップＳ９１４）。
【００７６】
　一定時間内にいずれかが選択または確認された場合には（ステップＳ９１４：Ｙｅｓ）
、撮像制御装置２００は、その文字シーンおよび物体の組合せに対応する文字シーン撮像
条件を撮像条件として決定する（ステップＳ９１５）。文字列が認識されなかった場合（
ステップＳ９１２：Ｎｏ）、または、一定時間内にいずれかが選択または確認されなった
場合（ステップＳ９１４：Ｎｏ）、撮像制御装置２００は、画像シーン撮像条件を撮像条
件として決定する（ステップＳ９１６）。ステップＳ９１５またはＳ９１６の後、撮像制
御装置２００は、撮像条件決定処理を終了する。
【００７７】
　図１０は、第１の実施の形態における文字シーンが表示されたファインダ５２０の画面
の一例を示す図である。この画面に映った画像データには、「Ｗｅｄｄｉｎｇ」の文字列
が含まれている。文字シーン判別データベース２５１において「Ｗｅｄｄｉｎｇ」に結婚
式が対応付けられている場合、撮像装置１００は、結婚式の文字シーンを表示する。そし
て、一定時間内に、この文字シーンを確認する操作を受け付けると、撮像装置１００は、
結婚式および物体に対応する文字シーン撮像条件を決定して撮像を行う。
【００７８】
　図１１は、第１の実施の形態における複数の文字シーンが表示された画面の一例を示す
図である。この画面に映った画像データには、「Ｗｅｄｄｉｎｇ」および「Ｓｅａ」の文
字列が含まれている。文字シーン判別データベース２５１において「Ｗｅｄｄｉｎｇ」お
よび「Ｓｅａ」に結婚式およびビーチが対応付けられている場合、撮像装置１００は、結
婚式の文字シーンとビーチの文字シーンとを表示する。そして、一定時間内に、いずれか
の文字シーンを選択する操作を受け付けると、撮像装置１００は、選択された文字シーン
および物体に対応する文字シーン撮像条件を決定して撮像を行う。
【００７９】
　なお、撮像装置１００は、文字シーンが複数存在する場合に、それらの文字シーンの中
のいずれかを選択するようにユーザに促す表示を行う構成としている。しかし、撮像装置
１００は、さらに詳細に、文字シーンおよび物体に対応する撮像条件が複数存在する場合
に、それらの撮像条件の中のいずれかを選択するようにユーザに促す表示を行う構成とす
ることもできる。
【００８０】
　このように、本技術の第１の実施の形態によれば、撮像制御装置２００は、撮像すべき
画像に含まれる所定の文字および所定の物体を認識して、認識された文字および物体に基
づいて撮像条件を決定する。これにより、画像の撮像シーンが、その画像において認識さ
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れた文字列および物体から判別されて、判別された撮像シーンに適した撮像条件が決定さ
れる。したがって、撮像装置１００は、画像全体の特徴量からは判別困難な撮像シーンで
あっても撮像条件を適切に決定することができる。
【００８１】
　例えば、結婚式において、花嫁等の入場時や退場時に一時的に照明が暗くなったシーン
で撮影が行われる場合を想定する。この場合、撮像装置が画像の特徴量のみから撮像シー
ンを判別する構成では、画像内の輝度値の平均値が小さいために夜景のシーンを撮像シー
ンとして判別してしまうことがある。しかし、夜景のシーンに対応する撮像条件に従って
撮像すると、露出オーバーによりウェディングドレスなどにおいて白とびが発生するおそ
れがある。これに対して、撮像制御装置２００は、「Ｗｅｄｄｉｎｇ」などの文字列から
結婚式の文字シーンを判別し、結婚式のシーンとドレス等の物体との組合せに対応する撮
像条件に従って、露出を抑え、ガンマ補正において白側を強調するなどして撮像を行う。
この結果、適切な撮像条件が決定され、白とびなどが生じなくなる。
　［変形例］
【００８２】
　図１２を参照して、本技術の第１の実施の形態における変形例について説明する。図１
２は、第１の実施の形態の変形例における撮像条件決定処理の一例を示すフローチャート
である。変形例における撮像条件決定処理は、文字列に対応する文字シーンが１つである
場合に、ユーザの操作を受け付けずに、その文字シーンに対応する文字シーン撮像条件を
使用する撮像条件として決定する点において図９に例示した撮像条件決定処理と異なる。
具体的には、撮像制御装置２００は、所定の文字列が認識された場合（ステップＳ９１２
：Ｙｅｓ）、対応する文字シーンが複数であるか否かを判断する（ステップＳ９１７）。
文字シーンが１つである場合（ステップＳ９１７：Ｎｏ）、撮像制御装置２００は、その
文字シーンおよび物体に対応する文字シーン撮像条件を使用する撮像条件として決定する
（ステップＳ９１８）。ステップＳ９１８の後、撮像制御装置２００は、撮像条件決定処
理を終了する。文字シーンが複数である場合（ステップＳ９１７：Ｙｅｓ）、撮像制御装
置２００は、認識された文字列に対応する文字シーンを表示する（ステップＳ９１３）。
変形例におけるステップＳ９１３以降の処理は、第１の実施の形態と同様である。
【００８３】
　このように変形例によれば、文字シーンが１つである場合に、確認の操作を受け付けず
に撮像条件を決定する。これにより、文字シーンが１つである場合にユーザは確認の操作
を行う必要がなくなり、利便性が向上する。
【００８４】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［撮像制御装置の構成例］
　図１３乃至図２５を参照して、本技術の第２の実施の形態について説明する。図１３は
、第２の実施の形態における撮像制御装置２００の一構成例を示すブロック図である。第
２の実施の形態の撮像制御装置２００は、一定の条件下で文字シーン撮像条件および画像
シーン撮像条件のそれぞれに従って画像を連続して撮像する点において第１の実施の形態
と異なる。
【００８５】
　第２の実施の形態の撮像条件決定部２５０は、文字シーン設定時間計時部２５９および
シーン一致判定テーブル２６０をさらに備える。また、第２の実施の形態の文字シーン撮
像条件テーブル２５４には、文字シーンごとに時間条件がさらに設定される。この時間条
件には、時間に関して、その条件を満たしているか否かにより文字シーンの設定が誤って
いるか否かを判断することができるような条件が設定される。例えば、結婚式は３時間以
内で終了することが多いため、結婚式の文字シーンの設定時間が３時間を越える場合には
、文字シーンの設定が誤っている可能性がある。このため、結婚式の文字シーンについて
は、設定時間が３時間以内であることが時間条件とされる。また、ビーチの文字シーンに
対応する撮像条件は、日中のビーチを想定して設定されているため、現在時刻が日中（例
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えば、午前８時から午後６時までの期間内）であることが時間条件とされる。
【００８６】
　文字シーン設定時間計時部２５９は、同一の文字シーンが連続して設定されている時間
を計時するものである。文字シーン設定時間計時部２５９は、計時した時間を使用撮像条
件決定部２５８に出力する。
【００８７】
　シーン一致判定テーブル２６０は、画像シーンと文字シーンとの組合せごとに、その組
合せにおける文字シーンと画像シーンとが一致しているか否かを記載したテーブルである
。
【００８８】
　第２の実施の形態の文字シーン判別部２５２は、文字列に対応する文字シーンが１つで
ある場合、その文字シーンを使用すべき文字シーンとして決定する。一方、文字列に対応
する文字シーンが複数である場合、文字シーン判別部２５２は、それらの中のいずれかを
使用すべき文字シーンとして選択する。例えば、文字シーン判別部２５２は、文字の大き
さが最も大きい文字列に対応する文字シーンを選択する。なお、使用撮像条件決定部２５
８は、第１の実施の形態と同様にユーザの操作に従って文字シーンを選択してもよい。
【００８９】
　使用撮像条件決定部２５８は、使用すべき文字シーンの設定時間や現在時刻に基づいて
文字シーンに対応する時間条件が満たされているか否かを判断する。時間条件が満たされ
ていないときに使用撮像条件決定部２５８は、シーン一致判定テーブル２６０を参照して
文字シーンと画像シーンとが一致しているか否かを判断する。文字シーンと画像シーンと
が不一致であるときに使用撮像条件決定部２５８は、文字シーン撮像条件および画像シー
ン撮像条件の両方を使用すべき撮像条件として決定する。撮像制御部２７０は、文字シー
ン撮像条件および画像シーン撮像条件のうちの一方のみが撮像条件に決定された場合には
、その撮像条件のみに従って画像が撮像されるように制御する。一方、文字シーン撮像条
件および画像シーン撮像条件の両方が撮像条件として決定された場合には、撮像制御部２
７０は、それらの撮像条件のそれぞれに従って画像が連続して撮像されるように制御する
。
【００９０】
　図１４は、第２の実施の形態における文字シーン撮像条件テーブル２５４の一構成例を
示す図である。この文字シーン撮像条件テーブル２５４には、文字シーンごとに時間条件
がさらに設定される。例えば、結婚式の文字シーンには、時間条件として「設定開始から
３時間以内」であることが設定される。また、ビーチの文字シーンには、時間条件として
「現在時刻が日中」であることが設定される。なお、時間条件は、時間に関する条件であ
れば、図１４に例示した条件に限定されない。例えば、ビーチの文字シーンの時間条件と
して、さらに詳細に「現在時刻が６月乃至９月の日中」であることを設定してもよい。
【００９１】
　図１５は、第２の実施の形態におけるシーン一致判定テーブル２６０の一構成例を示す
図である。シーン一致判定テーブル２６０には、文字シーンと画像シーンとの組合せごと
に、その組合せにおける文字シーンおよび画像シーンが一致するか否かが記載される。図
１５において、「○」印は、撮像シーン同士が一致していることを示し、「×」印は、撮
像シーン同士が一致していないことを示す。文字シーンおよび画像シーンが一致するか否
かは、それぞれの撮像シーンに対応する撮像条件が似ているか否かにより決定される。例
えば、花火の文字シーンと、夜景の画像シーンとが一致するか否かについて考える。花火
は一般に夜間に撮像されることから、花火の撮像のための撮像条件は、夜景の撮像のため
の撮像条件とよく似たものとなる。このため、花火の文字シーンと夜景の画像シーンとは
一致しているものとして設定される。
【００９２】
　なお、シーン一致判定テーブル２６０の構成は、文字シーンと画像シーンとの組合せご
とに撮像シーンが一致するか否かが記載される構成に限られない。例えば、さらに詳細に
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、文字シーン撮像条件と画像シーン撮像条件との組合せごとに撮像条件が一致するか否か
をテーブルに記載しておいてもよい。この場合、撮像制御装置２００は、撮像条件が不一
致であるときに文字シーン撮像条件および画像シーン撮像条件の両方を撮像条件に決定す
る。
【００９３】
　図１６は、第２の実施の形態における撮像制御装置２００の状態遷移図の一例である。
前述したように撮像制御装置２００は、文字シーン撮像条件および画像シーン撮像条件の
うちのいずれか一方、または、両方を撮像条件として決定する。撮像制御装置２００が画
像シーン撮像条件のみを撮像条件として決定した状態を以下、「画像シーン撮像モード」
と称する。撮像制御装置２００が文字シーン撮像条件のみを撮像条件として決定した状態
を以下、「文字シーン撮像モード」と称する。また、撮像制御装置２００が画像シーン撮
像条件および文字シーン撮像条件の両方を撮像条件として決定した状態を以下、「連写モ
ード」と称する。
【００９４】
　撮像制御装置２００の初期状態は、例えば、画像シーン撮像モード６１０に設定される
。この画像シーン撮像モード６１０において撮像制御装置２００は、所定の文字列の認識
に失敗した場合には状態を維持し、文字列の認識に成功した場合には文字シーン撮像モー
ド６２０に移行する。この文字シーン撮像モード６２０において撮像制御装置２００は、
文字シーンの設定を解除するための消去ボタンをファインダ５２０に表示させる。そして
、撮像制御装置２００は、消去ボタンを押下する操作の受け付けを開始する。例えば、タ
ッチパネルをファインダ５２０として用い、撮像制御装置２００は、消去ボタンの表示箇
所に指などが触れる操作を、消去ボタンを押下する操作として受け付ける。
【００９５】
　文字シーン撮像モード６２０において消去ボタンが押下された場合には、撮像制御装置
２００は、消去ボタンの表示を終了して画像シーン撮像モード６１０に移行する。文字シ
ーン撮像モード６２０において撮像シーンの不一致を検出した場合には撮像制御装置２０
０は、消去ボタンの表示を継続して連写モード６３０に移行する。そして撮像制御装置２
００は、連写モード６３０における撮像後に文字シーンおよび画像シーンのいずれかの選
択を促すメッセージをファインダ５２０に表示させて、撮像条件を選択する操作を受け付
ける。連写モード６３０において連写後に文字シーンが選択された場合には、撮像制御装
置２００は文字シーン撮像モード６２０に移行する。連写モード６３０において連写後に
画像シーンが選択された場合または連写前に消去ボタンが押下された場合には、撮像制御
装置２００は、画像シーン撮像モード６１０に移行する。
【００９６】
　［撮像装置の動作例］
　図１７は、第２の実施の形態における撮像装置１００の動作の一例を示すフローチャー
トである。第２の実施の形態の撮像装置１００の動作は、ステップＳ９７２の代わりにス
テップＳ９０１、Ｓ９８０、および、Ｓ９９０を実行する点において第１の実施の形態と
異なる。
【００９７】
　撮像装置１００は、文字シーン設定時間計時部２５９における文字シーン設定時間を初
期化し、撮像制御装置２００の状態を画像シーン撮像モードに設定する（ステップＳ９０
１）。そして、撮像装置１００は、ステップＳ９０２乃至Ｓ９７１を実行する。これらの
ステップにおける処理は、第１の実施の形態と同様である。シャッターボタンが押下され
た場合に（ステップＳ９７１：Ｙｅｓ）、撮像装置１００は撮像処理を実行し（ステップ
Ｓ９８０）、その後に撮像条件を選択するための連写後モード選択処理を実行する（ステ
ップＳ９９０）。ステップＳ９９０の後、撮像装置１００は、ステップＳ９０２に戻る。
【００９８】
　［撮像制御装置の動作例］
　図１８は、第２の実施の形態における撮像条件決定処理の一例を示すフローチャートで
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ある。撮像制御装置２００は、現在の状態が画像シーン撮像モードであるか否かを判断す
る（ステップＳ９２１）。画像シーン撮像モードである場合（ステップＳ９２１：Ｙｅｓ
）、撮像制御装置２００は、文字シーン撮像モードに移行するか否かを判定するための文
字シーン撮像モード以降判定処理を実行する（ステップＳ９３０）。
【００９９】
　現在の状態が画像シーン撮像モードでない場合（ステップＳ９２１：Ｎｏ）、撮像制御
装置２００は、文字シーン撮像モードであるか否かを判断する（ステップＳ９２２）。文
字シーン撮像モードである場合（ステップＳ９２２：Ｙｅｓ）、撮像制御装置２００は、
連写モードに移行するか否かを判定するための連写撮像モード移行判定処理を実行する（
ステップＳ９４０）。文字シーン撮像モードでない場合、すなわち連写モードである場合
（ステップＳ９２２：Ｎｏ）、またはステップＳ９４０の後、撮像制御装置２００は、画
像シーン撮像モード移行判定処理を実行する（ステップＳ９５０）。この画像シーン撮像
モード移行判定処理は、画像シーン撮像モードに移行するか否かを判定するための処理で
ある。ステップＳ９３０またはＳ９５０の後、撮像制御装置２００は、撮像条件決定処理
を終了する。
【０１００】
　図１９は、第２の実施の形態における文字シーン撮像モード移行判定処理の一例を示す
フローチャートである。撮像制御装置２００は、所定の文字列が認識されたか否かを判断
する（ステップＳ９３１）。所定の文字列が認識された場合（ステップＳ９３１：Ｙｅｓ
）、撮像制御装置２００は、文字シーンおよび物体に対応する文字シーン撮像条件を撮像
条件として決定して、文字シーン撮像モードに移行する。文字シーン撮像モードに移行す
ると、撮像制御装置２００は、認識した文字列に対応する文字シーンの名称と消去ボタン
との表示をファインダ５２０に開始させる（ステップＳ９３２）。文字列が認識されなか
った場合（ステップＳ９３１：Ｎｏ）、撮像制御装置２００は、特徴量から判別された画
像シーンに対応する画像シーン撮像条件を撮像条件として決定する（ステップＳ９３３）
。ステップＳ９３２またはＳ９３３の後、撮像制御装置２００は、文字シーン撮像モード
移行判定処理を終了する。
【０１０１】
　図２０は、第２の実施の形態における連写モード移行判定処理の一例を示すフローチャ
ートである。撮像制御装置２００は、現在設定されている文字シーンの設定時間または現
在時刻を参照して、文字シーンの時間条件を満たしているか否かを判断する（ステップＳ
９４１）。時間条件が満たされていない場合に（ステップＳ９４１：Ｎｏ）、撮像制御装
置２００は、シーン一致判定テーブル２６０を参照して、判別された画像シーンと文字シ
ーンとが一致しているか否かを判断する（ステップＳ９４２）。画像シーンと文字シーン
とが不一致である場合に（ステップＳ９４２：Ｎｏ）、撮像制御装置２００は、画像シー
ンに対応する画像シーン撮像条件を撮像条件としてさらに決定して連写モードに移行する
。連写モードに移行しても文字シーンの名称および消去ボタンの表示は継続される（ステ
ップＳ９４３）。時間条件が満たされている場合（ステップＳ９４１：Ｙｅｓ）、画像シ
ーンと文字シーンとが一致している場合（ステップＳ９４２：Ｙｅｓ）、または、ステッ
プＳ９４３の後、撮像制御装置２００は連写モード移行判定処理を終了する。
【０１０２】
　なお、撮像制御装置２００は、時間条件を満たしておらず、且つ、撮像シーンが不一致
であることを連写モードの移行条件としているが、この移行条件と異なる条件に従って連
写モードに移行してもよい。例えば、撮像制御装置２００は、時間条件を満たしているか
否かに関らずに撮像シーンが不一致であるときに連写モードに移行してもよい。また、撮
像制御装置２００は、撮像シーンが一致しているか否かに関らずに時間条件を満たしてい
ないときに連写モードに移行してもよい。あるいは、時間条件や撮像シーンの不一致に関
らずに、文字列が認識された場合に連写モードに移行してもよい。文字列が認識されたこ
とのみを連写モードの移行条件とする場合には、撮像制御装置２００の状態に文字シーン
撮像モードが含まれず、画像シーン撮像モードおよび連写モードのみとなる。
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【０１０３】
　図２１は、第２の実施の形態における画像シーン撮像モード移行判定処理の一例を示す
フローチャートである。撮像制御装置２００は、消去ボタンが押下されたか否かを判断す
る（ステップＳ９５１）。消去ボタンが押下された場合（ステップＳ９５１：Ｙｅｓ）、
撮像制御装置２００は、画像シーンに対応する画像シーン撮像条件を撮像条件として決定
して画像シーン撮像モードに移行する。画像シーン撮像モードに移行すると、撮像制御装
置２００は、文字シーンの名称および消去ボタンの表示を終了させる（ステップＳ９５２
）。消去ボタンが押下されていない場合（ステップＳ９５１：Ｎｏ）、または、ステップ
Ｓ９５２の後、撮像制御装置２００は、画像シーン撮像モード移行判定処理を終了する。
【０１０４】
　図２２は、第２の実施の形態における撮像処理の一例を示すフローチャートである。撮
像装置１００は、撮像制御装置２００の状態が画像シーン撮像モードであるか否かを判断
する（ステップＳ９８１）。画像シーン撮像モードである場合（ステップＳ９８１：Ｙｅ
ｓ）、撮像装置１００は、決定された画像シーン撮像条件に従って画像を撮像する（ステ
ップＳ９８２）。画像シーン撮像モードでない場合（ステップＳ９８１：Ｎｏ）、撮像装
置１００は、撮像制御装置２００の状態が文字シーン撮像モードであるか否かを判断する
（ステップＳ９８３）。文字シーン撮像モードである場合（ステップＳ９８３：Ｙｅｓ）
、撮像装置１００は、決定された文字シーン撮像条件に従って画像を撮像する（ステップ
Ｓ９８４）。文字シーン撮像モードでない場合、すなわち連写モードである場合（ステッ
プＳ９８３：Ｎｏ）、撮像装置１００は、文字シーン撮像条件および画像シーン撮像条件
のそれぞれに従って２枚の画像を連写する（ステップＳ９８５）。ステップＳ９８２、Ｓ
９８４、または、Ｓ９８５の後、撮像装置１００は、撮像処理を終了する。
【０１０５】
　図２３は、第２の実施の形態における連写後モード選択処理の一例を示すフローチャー
トである。撮像制御装置２００は、現在の状態が連写モードであるか否かを判断する（ス
テップＳ９９１）。連写モードである場合（ステップＳ９９１：Ｙｅｓ）、撮像制御装置
２００は、画像シーン撮像モードおよび文字シーン撮像モードのうちのいずれかの選択を
ユーザに促すメッセージをファインダ５２０に表示させる。例えば、撮像制御装置２００
は、画像シーン撮像モードおよび文字シーン撮像モードに対応する文字シーンおよび画像
シーンの名称を表示して、それらのいずれかを選択を促すメッセージを表示する（ステッ
プＳ９９２）。
【０１０６】
　そして、撮像制御装置２００は、モードを選択するための操作を受け付け、モードが選
択されたか否かを判断する（ステップＳ９９３）。モードが選択されなければ（ステップ
Ｓ９９３：Ｎｏ）、撮像制御装置２００はステップＳ９９３に戻る。モードが選択された
のであれば（ステップＳ９９３：Ｙｅｓ）、撮像制御装置２００は、選択されたモードが
画像シーン撮像モードであるか否かを判断する（ステップＳ９９４）。画像シーン撮像モ
ードである場合に（ステップＳ９９４：Ｙｅｓ）、撮像制御装置２００は、画像シーン撮
像モードに移行する（ステップＳ９９５）。一方、文字シーン撮像モードである場合に（
ステップＳ９９４：Ｎｏ）、撮像制御装置２００は、文字シーン撮像モードに移行する（
ステップＳ９９６）。画像シーン撮像モードに移行した場合は、撮像制御装置２００は、
文字シーンの名称および消去ボタンの表示を終了させる。連写モードでない場合（ステッ
プＳ９９１：Ｎｏ）、または、ステップＳ９９５あるいはステップＳ９９６の後、撮像制
御装置２００は、連写後モード選択処理を終了する。
【０１０７】
　図２４は、第２の実施の形態における消去ボタンが表示された画面の一例を示す図であ
る。文字列が認識された場合、例えば、ファインダ５２０の右上に、認識された文字列に
対応する文字シーンの名称と消去ボタンとが表示される。消去ボタンが押下されると、撮
像制御装置２００は、文字シーンの設定を解除して画像シーン撮像モードに移行する。消
去ボタンの押下という簡易な操作により撮像装置１００が設定した文字シーンを解除する
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ことができるため、ユーザが撮像シーンの設定変更に煩わしさを感じることがなくなる。
消去ボタンが押されずに、撮像シーンの不一致が検出されると、撮像制御装置２００は、
連写モードに移行する。
【０１０８】
　なお、ファインダ５２０に表示した消去ボタンの押下により文字シーンの設定を解除す
る構成としているが、別の操作に従って文字シーンの設定を解除する構成としてもよい。
例えば、撮像装置１００は、消去ボタンは表示せずに設定した文字シーンのみをファイン
ダ５２０に表示し、ファインダ５２０以外の箇所に設けられた所定のボタンやレバーを操
作することにより文字シーンを解除する構成とすることもできる。
【０１０９】
　図２５は、第２の実施の形態における連写後の画面の一例を示す図である。例えば、結
婚式の文字シーンと夜景の画像シーンとのそれぞれの撮像条件に従って連写された場合、
撮像制御装置２００は、結婚式のシーンと夜景のシーンとのいずれかを選択するメッセー
ジをファインダ５２０に表示させる。撮像制御装置２００は、結婚式のシーン（すなわち
、文字シーン）が選択された場合には文字シーン撮像モードに移行し、夜景のシーン（す
なわち、画像シーン）が選択された場合には画像シーン撮像モードに移行する。
【０１１０】
　なお、撮像制御装置２００は、シーンの選択を促すメッセージをファインダ５２０に表
示させる構成としているが、このメッセージを音声により出力する構成とすることもでき
る。
【０１１１】
　このように、本技術の第２の実施の形態によれば、撮像制御装置２００は、文字シーン
と画像シーンとが不一致である場合に、文字シーン撮像条件および画像シーン撮像条件の
両方を撮像条件に設定する連写モードに移行する。これにより、ユーザの操作を必要とせ
ずに文字シーン撮像条件および画像シーン撮像条件の両方が設定されるため、それぞれの
撮像条件に従って撮像を行うタイミングを逃すことがなくなる。
【０１１２】
　なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、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技術の
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、本技術は実施の形態に
限定されるものではなく、そ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。
【０１１３】
　また、上述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。
【０１１４】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）撮像すべき画像に含まれる所定の文字列を認識する文字認識部と、
　前記画像に含まれる所定の物体を認識する物体認識部と、
　前記画像を撮像するための撮像条件を前記認識された文字と前記認識された物体とに基
づいて決定する撮像条件決定部と、
　前記決定された撮像条件に従って前記画像の撮像を制御する撮像制御部と
を具備する撮像制御装置。
（２）前記撮像条件決定部は、
　前記認識された文字列から撮像シーンを判別する文字シーン判別部と、
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　前記判別された撮像シーンと前記認識された物体とに基づいて前記撮像条件を決定する
文字シーン撮像条件決定部と
を備える前記（１）記載の撮像制御装置。
（３）前記撮像条件決定部は、前記撮像シーンの候補ごとに当該候補に関連する前記文字
列を対応付けた文字シーン判別データベースをさらに備え、
　前記文字シーン判別部は、前記文字列が認識された場合には当該文字列に対応する前記
候補が前記撮像シーンであると判別する
前記（２）記載の撮像制御装置。
（４）前記撮像条件決定部は、前記撮像シーンと当該撮像シーンに関連する複数の物体と
の組合せに複数の撮像条件を対応付けた撮像条件テーブルをさらに備え、
　前記文字シーン撮像条件決定部は、前記複数の撮像条件の中から前記判別された撮像シ
ーンと前記認識された物体との組合せに対応する撮像条件を選択して前記画像を撮像する
ための撮像条件として決定する
前記（２）または（３）記載の撮像制御装置。
（５）前記文字シーン撮像条件決定部は、前記組合せに対応する前記撮像条件が複数存在
する場合には当該対応する撮像条件のうちのいずれかを選択する操作を受け付けて当該選
択された撮像条件を前記画像の撮像のための撮像条件として決定する
前記（４）記載の撮像制御装置。
（６）前記文字シーン撮像条件決定部は、前記組合せに対応する前記撮像条件が１つであ
る場合には前記操作を受け付けずに当該対応する撮像条件を前記画像の撮像のための撮像
条件として決定する
前記（５）記載の撮像制御装置。
（７）前記撮像条件決定部は、
　前記認識された文字列と前記認識された物体とに基づいて撮像条件を文字シーン撮像条
件として決定する文字シーン撮像条件決定部と、
　前記画像全体の所定の特徴の度合いを示す特徴量に基づいて撮像条件を画像シーン撮像
条件として決定する画像シーン撮像条件決定部と、
　前記文字列が認識された場合には前記文字シーン撮像条件を前記画像の撮像のための撮
像条件として決定し、前記文字列が認識されない場合には前記画像シーン撮像条件を前記
画像の撮像のための撮像条件として決定する使用撮像条件決定部と
を備える前記（１）記載の撮像制御装置。
（８）前記使用撮像条件決定部は、前記文字列が認識された場合において前記文字シーン
撮像条件および前記画像シーン撮像条件を前記画像の撮像のための撮像条件として決定し
、
　前記撮像制御部は、前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件のそれぞれ
に従って前記画像の撮像を制御する
前記（７）記載の撮像制御装置。
（９）前記使用撮像条件決定部は、前記文字列が認識された場合において現在時刻が所定
の期間外であるときに前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件を前記画像
の撮像のための撮像条件として決定し、
　前記撮像制御部は、前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件のそれぞれ
に従って前記画像の撮像を制御する
前記（７）または（８）記載の撮像制御装置。
（１０）前記使用撮像条件決定部は、前記文字列が認識された場合において前記文字シー
ン撮像条件と前記画像シーン撮像条件との組合せが特定の組合せに該当するときに前記文
字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件を前記画像の撮像のための撮像条件とし
て決定し、
　前記撮像制御部は、前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件のそれぞれ
に従って前記画像の撮像を制御する
前記（７）乃至（９）のいずれかに記載の撮像制御装置。
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（１１）前記使用撮像条件決定部は、前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像
条件のそれぞれに従って前記画像が撮像された場合には前記撮像条件を選択する操作に従
って前記文字シーン撮像条件および前記画像シーン撮像条件のうちのいずれかを前記撮像
された画像以降の画像を撮像するための撮像条件として決定する
前記（７）乃至（１０）のいずれかに記載の撮像制御装置。
（１２）撮像すべき画像に含まれる所定の文字列を認識する文字認識部と、前記画像に含
まれる所定の物体を認識する物体認識部と、前記画像を撮像するための撮像条件を前記認
識された文字列と前記認識された物体とに基づいて決定する撮像条件決定部と、前記決定
された撮像条件に従って前記画像の撮像を制御する撮像制御部とを備える撮像制御装置と
、
　前記制御に従って前記画像を撮像する撮像部と
を具備する撮像装置。
（１３）文字認識部が、撮像すべき画像に含まれる所定の文字列を認識する文字認識手順
と、
　物体認識部が、前記画像に含まれる所定の物体を認識する物体認識手順と、
　撮像条件決定部が、前記画像を撮像するための撮像条件を前記認識された文字列と前記
認識された物体とに基づいて決定する撮像条件決定手順と、
　撮像制御部が、前記決定された撮像条件に従って前記画像の撮像を制御する撮像制御手
順と
を具備する撮像制御装置の制御方法。
【符号の説明】
【０１１５】
　１００　撮像装置
　１１０　撮像レンズ
　１１１　フォーカスレンズ
　１１２　バリエータ
　１１３　絞り
　１２０　撮像素子
　１３０　信号処理部
　１４０　画像処理部
　１４１　ホワイトバランス調整部
　１４２　カラーバランス調整部
　１４３　画素補間処理部
　１４４　色補正処理部
　１４５　ガンマ補正処理部
　１４６　色分解処理部
　１４７　空間フィルタ
　１４８　解像度変換部
　１４９　圧縮伸張処理部
　１６０　画像メモリ
　２００　撮像制御装置
　２１０　辞書データ
　２２０　文字認識部
　２３０　物体認識部
　２４０　画像特徴量算出部
　２５０　撮像条件決定部
　２５１　文字シーン判別データベース
　２５２　文字シーン判別部
　２５３　画像シーン判別部
　２５４　文字シーン撮像条件テーブル
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　２５５　文字シーン撮像条件決定部
　２５６　画像シーン撮像条件決定部
　２５７　画像シーン撮像条件テーブル
　２５８　使用撮像条件決定部
　２５９　文字シーン設定時間計時部
　２６０　シーン一致判定テーブル
　２７０　撮像制御部
　４１０　発光制御部
　４２０　フラッシュ
　４３０　レンズ制御部
　４３１　シャッター制御部
　４３２　アイリス制御部
　４３３　ズーム制御部
　４３４　フォーカス制御部
　５１０　表示制御部
　５２０　ファインダ
　５３０　操作部
　５４０　媒体インタ－フェース
　５５０　記録媒体
　５６０　通信インターフェース
　

【図１】 【図２】
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