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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の光を画像データに変換する撮像素子と、
　異なる撮影条件を複数取得する取得手段と、
　ユーザが前記取得手段により取得された複数の撮影条件の中から任意の撮影条件を選択
する選択手段と、
　前記撮像素子を用いて、前記取得手段により取得された各撮影条件での撮像を複数回行
なうとともに、前記取得手段により取得されたある撮影条件で複数回撮像する間に、該取
得された他の撮影条件での撮像を介在させるという撮像動作を、該取得した全ての撮影条
件での複数回の撮像に適用することにより、該取得した全ての撮影条件での撮像が入り混
じった連続撮像を行なう第１の連続撮像制御手段と、
　前記第１の連続撮像制御手段により撮像されたフレーム画像データに基づいて、各撮影
条件の動画像データを生成する生成手段と、
　を備え、
　前記第１の連続撮像制御手段は、
　前記選択手段により選択された撮影条件の撮像回数を他の撮影条件の撮像回数より多く
して連続撮像を行なうことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記取得手段は、
　異なる撮影条件として、異なるシャッタスピード、又は、異なる絞りを複数取得するこ
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とを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記生成手段により生成された各動画像データを表示手段にマルチ表示させる表示制御
手段を備えたことを特徴とする請求項１又は２記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、
　前記生成手段により生成された各動画像データを同じ大きさで表示させることを特徴と
する請求項３記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、
　前記生成手段により生成された各動画像データのうち、任意の動画像データを他の動像
データより大きくして表示させることを特徴とする請求項３記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記選択手段は、
　前記表示制御手段によりマルチ表示されている各動画像データの中から任意の動画像デ
ータを選択することにより、任意の撮影条件を選択することを特徴とする請求項３乃至５
の何れかに記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記取得手段は、
　ユーザによって複数指定されたシャッタスピード、又は、ユーザによって複数指定され
た感度又は露出補正値にそれぞれ対応するシャッタスピードを複数取得することを特徴と
する請求項１乃至６の何れかに記載の撮像装置。
【請求項８】
　異なる撮影条件を複数取得する取得処理と、
　この取得処理により取得された複数の撮影条件の中から任意の撮影条件を選択する選択
処理と、
　被写体の光を画像データに変換する撮像素子を用いて、前記取得処理により取得された
各撮影条件での撮像を複数回行なうとともに、前記取得処理により取得されたある撮影条
件で複数回撮像する間に、該取得された他の撮影条件での撮像を介在させるという撮像動
作を、前記選択処理により選択された撮影条件の撮像回数を他の撮影条件の撮像回数より
多くして該取得した全ての撮影条件での複数回の撮像に適用することにより、該取得した
全ての撮影条件での撮像が入り混じった連続撮像を行なう連続撮像処理と、
　前記連続撮像処理により撮像されたフレーム画像データに基づいて、各撮影条件の動画
像データを生成する生成処理と、
　を含み、上記各処理をコンピュータで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、撮像装置及びそのプログラムに係り、詳しくは、撮像された動画から異なる
撮影条件の動画データを複数得ることができる撮像装置及びそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像装置においては、撮像された動画データから異なる撮影条件の動画データを複数得
る方法として、撮像された動画データから、各々異なる画角となるようにデジタルズーム
処理を行って、画角の異なる複数の動画データを生成し、該生成した複数の動画データを
マルチ表示させるという技術が存在する（特許文献１）。
【０００３】
【特許文献１】公開特許公報　特開２００４－２００９５０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、上記技術によれば、撮像された動画データから異なる撮影条件の動画デ
ータを複数得ることができるが、該撮像された動画データに異なる画像処理、加工処理を
施すことにより、異なる撮影条件の動画データを複数生成するため、加工処理や画像処理
ではなく機械的に異なる撮影条件、例えば、シャッタスピードの異なる複数の画像データ
を得ることはできない。
【０００５】
　そこで本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたものであり、画像加工、画像処
理によらない撮影条件が異なる動画を複数得ることができる撮像装置及びそのプログラム
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】
　上記目的達成のため、請求項１記載の発明による撮像装置は、被写体の光を画像データ
に変換する撮像素子と、
　異なる撮影条件を複数取得する取得手段と、
　ユーザが前記取得手段により取得された複数の撮影条件の中から任意の撮影条件を選択
する選択手段と、
　前記撮像素子を用いて、前記取得手段により取得された各撮影条件での撮像を複数回行
なうとともに、前記取得手段により取得されたある撮影条件で複数回撮像する間に、該取
得された他の撮影条件での撮像を介在させるという撮像動作を、該取得した全ての撮影条
件での複数回の撮像に適用することにより、該取得した全ての撮影条件での撮像が入り混
じった連続撮像を行なう第１の連続撮像制御手段と、
　前記第１の連続撮像制御手段により撮像されたフレーム画像データに基づいて、各撮影
条件の動画像データを生成する生成手段と、
　を備え、
　前記第１の連続撮像制御手段は、
　前記選択手段により選択された撮影条件の撮像回数を他の撮影条件の撮像回数より多く
して連続撮像を行なうことを特徴とする。
 
【０００７】
　また、例えば、請求項２に記載されているように、前記取得手段は、
　異なる撮影条件として、異なるシャッタスピード、又は、異なる絞りを複数取得するよ
うにしてもよい。
【０００８】
　また、例えば、請求項３に記載されているように、前記生成手段により生成された各動
画像データを表示手段にマルチ表示させる表示制御手段を備えるようにしてもよい。
【０００９】
　また、例えば、請求項４に記載されているように、前記表示制御手段は、
　前記生成手段により生成された各動画像データを同じ大きさで表示させるようにしても
よい。
【００１０】
　また、例えば、請求項５に記載されているように、前記表示制御手段は、
　前記生成手段により生成された各動画像データのうち、任意の動画像データを他の動画
像データより大きくして表示させるようにしてもよい。
【００２２】
　また、例えば、請求項６に記載されているように、前記選択手段は、
　前記表示制御手段によりマルチ表示されている各動画像データの中から任意の動画像デ
ータを選択することにより、任意の撮影条件を選択するようにしてもよい。
 
【００２５】
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　また、例えば、請求項７に記載されているように、前記取得手段は、
　ユーザによって複数指定されたシャッタスピード、又は、ユーザによって複数指定され
た感度又は露出補正値にそれぞれ対応するシャッタスピードを複数取得するようにしても
よい。
 
【００２６】
　上記目的達成のため、請求項８記載の発明によるプログラムは、異なる撮影条件を複数
取得する取得処理と、
　この取得処理により取得された複数の撮影条件の中から任意の撮影条件を選択する選択
処理と、
　被写体の光を画像データに変換する撮像素子を用いて、前記取得処理により取得された
各撮影条件での撮像を複数回行なうとともに、前記取得処理により取得されたある撮影条
件で複数回撮像する間に、該取得された他の撮影条件での撮像を介在させるという撮像動
作を、前記選択処理により選択された撮影条件の撮像回数を他の撮影条件の撮像回数より
多くして該取得した全ての撮影条件での複数回の撮像に適用することにより、該取得した
全ての撮影条件での撮像が入り混じった連続撮像を行なう連続撮像処理と、
　前記連続撮像処理により撮像されたフレーム画像データに基づいて、各撮影条件の動画
像データを生成する生成処理と、
　を含み、上記各処理をコンピュータで実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、画像加工、画像処理に依らない撮影条件（例えば、シャッタスピード
）が異なる動画を複数生成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本実施の形態について、本発明の撮像装置をデジタルカメラに適用した一例とし
て図面を参照して詳細に説明する。
　［実施の形態]
Ａ．デジタルカメラの構成
　図１は、本発明の撮像装置を実現するデジタルカメラ１の電気的な概略構成を示すブロ
ック図である。
　デジタルカメラ１は、撮影レンズ２、レンズ駆動回路３、絞り４、ＣＣＤ５、ドライバ
６、ＴＧ（timing generator）７、ユニット回路８、メモリ９、ＣＰＵ１０、ＤＲＡＭ１
１、画像表示部１２、フラッシュメモリ１３、キー入力部１４、バス１５を備えている。
【００２９】
　撮影レンズ２は、複数のレンズ群から構成されるフォーカスレンズ、ズームレンズ等を
含み、撮影レンズ２にはレンズ駆動回路３が接続されている。
　レンズ駆動回路３は、フォーカスレンズ、ズームレンズをそれぞれ光軸方向に沿って駆
動させるフォーカスモータ、ズームモータと、ＣＰＵ１０から送られてくる制御信号にし
たがって、フォーカスモータ、ズームモータを駆動させるフォーカスモータドライバ、ズ
ームモータドライバから構成されている（図示略）。
【００３０】
　絞り４は、図示しない駆動回路を含み、駆動回路はＣＰＵ１０から送られてくる制御信
号にしたがって絞り４を動作させる。
　絞りとは、撮影レンズ２から入ってくる光の量を制御する機構のことをいう。
【００３１】
　撮像素子（ＣＣＤ５）は、ドライバ６によって駆動され、一定周期毎に被写体像のＲＧ
Ｂ値の各色の光の強さを光電変換して撮像信号としてユニット回路８に出力する。このド
ライバ６、ユニット回路８の動作タイミングはＴＧ７を介してＣＰＵ１０により制御され
る。なお、ＣＣＤ５はベイヤー配列の色フィルターを有しており、電子シャッタとしての
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機能も有する。この電子シャッタのシャッタ速度は、ドライバ６、ＴＧ７を介してＣＰＵ
１０によって制御される。
【００３２】
　ユニット回路８には、ＴＧ７が接続されており、ＣＣＤ５から出力される撮像信号を相
関二重サンプリングして保持するＣＤＳ（Correlated Double Sampling）回路、そのサン
プリング後の撮像信号の自動利得調整を行なうＡＧＣ（Automatic Gain control）回路、
その自動利得調整後のアナログの撮像信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器から構
成されており、ＣＣＤ５から出力された撮像信号はユニット回路８を経てデジタル信号と
してＣＰＵ１０に送られる。
【００３３】
　ＣＰＵ１０は、ユニット回路８から送られてきた画像データに対してガンマ補正、補間
処理、ホワイトバランス処理、ヒストグラム生成処理、輝度色差信号（ＹＵＶデータ）の
生成処理などの画像処理を行う機能、画像データの圧縮・伸張（例えば、ＪＰＥＧ形式、
ＭＰＥＧ形式の圧縮・伸張）処理、撮像処理を行う機能を有するとともに、デジタルカメ
ラ１の各部を制御するワンチップマイコンである。
　特に、本実施の形態では、ＣＰＵ１０は、少なくとも、異なる撮影条件（例えば、シャ
ッタスピード）を複数取得する機能（取得手段）、撮像素子を用いて、該取得した各撮影
条件での撮像を複数回行なうとともに、該取得されたある撮影条件で複数回撮像する間に
、該取得された他の撮影条件での撮像を介在させるという撮像動作を、該取得した全ての
撮影条件での複数回の撮像に適用することにより、該取得した全ての撮影条件での撮像が
入り混じった連続撮像を行なう機能（第１の連続撮像制御手段）、該連続撮像されたフレ
ーム画像データに基づいて、各撮影条件の動画像データを生成する機能（生成手段）を有
する。
【００３４】
　メモリ９には、ＣＰＵ１０の各部の制御に必要な制御プログラム、及び必要なデータが
格納されており、ＣＰＵ１０は、該プログラムに従って動作する。
【００３５】
　ＤＲＡＭ１１は、ＣＣＤ５によってそれぞれ撮像された後、ＣＰＵ１０に送られてきた
画像データを一時記憶するバッファメモリとして使用されるとともに、ＣＰＵ１０のワー
キングメモリとして使用される。
　画像表示部１２は、カラーＬＣＤとその駆動回路を含み、撮影待機状態にあるときには
、ＣＣＤ５によって撮像された被写体をスルー画像として表示し、記録画像の再生時には
、フラッシュメモリ１３から読み出され、伸張された記録画像を表示させる。
【００３６】
　フラッシュメモリ１３は、ＣＣＤ５によって撮像された画像データなどを保存しておく
記録媒体である。
　キー入力部１４は、シャッタボタン（撮影指示手段）、録画ボタン（撮影指示手段）、
モード切替キー、ＥＶシフトキー、キャンセルキー、十字キー、ＳＥＴキー等の複数の操
作キーを含み、ユーザのキー操作に応じた操作信号をＣＰＵ１０に出力する。
【００３７】
Ｂ．デジタルカメラ１の動作
　実施の形態におけるデジタルカメラ１の動作を図２フローチャートに従って説明する。
【００３８】
　ユーザのキー入力部１４のモード切替キーの操作により撮影モードに設定されると、Ｃ
ＰＵ１０は、ＣＣＤ５に所定のフレームレート（ここでは、３０ｆｐｓのフレームレート
）で被写体を撮像させる処理を開始させ、順次撮像されたフレーム画像から輝度色差信号
のフレーム画像データを生成し、該生成した輝度色差信号のフレーム画像データをバッフ
ァメモリ（ＤＲＡＭ１１）に記憶させていき、順次記憶された画像データを画像表示部１
２に表示させていくという、いわゆるスルー画像表示を開始する（ステップＳ１）。
【００３９】
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　このとき、該撮像されたフレーム画像データに基づいて、適正露出量ＥＶ値を算出し、
該算出した適正露出量ＥＶ値となるように電子シャッタのシャッタ速度、及び絞り４の絞
り値、及び感度を設定し（ユニット回路８のゲイン量やＣＣＤ５の画素加算駆動における
画素加算数を設定し）、該設定されたシャッタ速度、絞り値、感度となるよう被写体の画
像データを得る。
　この感度は、画像の明るさに関するものであり、ユニット回路８のＡＧＣのゲイン値や
画素加算駆動により加算させる画素の数によって感度を変えることができる。
　なお、ここでは、適正露出量ＥＶ値に基づいて設定したシャッタ速度を１／１２５（ｓ
（秒））とする、
【００４０】
　次いで、ステップＳ２で、ＣＰＵ１０は、ＥＶシフトキーの操作が行なわれたか否かを
判断する。この判断は、ＥＶシフトキーの操作に対応する操作信号がキー入力部１４から
送られてきたか否かにより判断する。
　ステップＳ２で、ＥＶシフトキーの操作が行われていないと判断すると他の処理へ移行
し、ＥＶシフトキーの操作が行なわれたと判断すると、ステップＳ３に進み、ＥＶシフト
値（ＥＶ補正値）が選択されたか否かを判断する。このＥＶシフト値の選択は、複数行な
うことができ、ここでは、最大４つのＥＶシフト値を選択することができるものとする。
【００４１】
　ここで、ＣＰＵ１０は、ステップＳ２でＥＶシフトキーの操作が行なわれたと判断する
と、ＥＶシフト値を複数表示させる。例えば、「ＥＶシフト：＋０．７」、「ＥＶシフト
：＋６」、～「ＥＶシフト：０」、～「ＥＶシフト：－０．７」というように、複数のＥ
Ｖシフト値を一覧表示させる。そして、ユーザが十字キー及びＳＥＴキーの操作を行なう
ことにより選択することができる。これにより、ユーザが撮影時に使用したいと思うＥＶ
シフト値の候補を複数選択することができる。
【００４２】
　また、ＥＶシフト値の「＋０．７」とか「＋０．３」等はどのくらい露出補正するのか
を示しており、ＥＶシフト値「０」が補正を行なわない、つまり、上記した適正露出量の
ことを示し、＋方向に行けばいくほど（＋1～＋０．３～＋０．７）露出量を適正露出量
より多くする、つまり、明るくする方向に補正することを示している。また、－方向に行
けば行くほど（－０．１～－０．３～－０．７）露出量を適正露出量より少なくする、つ
まり、暗くする方向に補正することを示している。
【００４３】
　ステップＳ３で、ＥＶシフト値の選択が行なわれたと判断すると、ステップＳ４に進み
、ＣＰＵ１０は、該選択されたＥＶシフト値をバッファメモリのＥＶシフト情報記憶領域
に記憶させる。
　次いで、ステップＳ５で、ＣＰＵ１０は、ＳＥＴキーの操作が行なわれたか否かを判断
する。この判断は、ＳＥＴキーの操作に対応する操作信号がキー入力部１４から送られて
きたか否かにより判断する。
　ステップＳ５で、ＳＥＴキーの操作が行われていないと判断すると、ステップＳ３に戻
り上記した動作を繰り返すことができる。つまり、ＳＥＴキーの操作が行われるまではＥ
Ｖシフト値の選択を変更することができる。このＥＶシフト値の選択の変更が行なわれる
と、それに伴ってＥＶシフト情報記憶領域の記憶も更新される。
【００４４】
　一方、ステップＳ５で、ＳＥＴキーの操作が行われたと判断すると、現在選択している
ＥＶシフト値（ＥＶシフト情報記憶領域に現在記憶されているＥＶシフト値）を補正値と
して確定して、ステップ６に進み、ＣＰＵ１０は、適正露出量ＥＶ値に該確定したＥＶシ
フト値（ＥＶシフト情報記憶領域に記憶されているＥＶシフト値）を加えたＥＶ値に対応
するシャッタ速度をそれぞれ算出し、該算出したシャッタ速度をバッファメモリのシャッ
タ速度記憶領域に記憶させる（取得手段）。このとき、該算出したシャッタ速度は、どの
ＥＶシフト値に対応するシャッタ速度であるのかを示す情報も記憶させる。
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【００４５】
　ここで、ＥＶシフト値の値が大きくなればなるほど明るくする方向に補正し、ＥＶシフ
ト値の値が小さくなればなるほど暗くする方向に補正するので、ＥＶシフト値の値が大き
くなればなるほどシャッタ速度を遅くすることにより画像を明るくさせ、ＥＶシフト値が
小さくなればなるほどシャッタ速度を速くすることにより画像を暗くさせる。
【００４６】
　また、ＳＥＴキー操作時にＥＶシフト情報記憶領域に記憶されていたＥＶシフト値を（
補正値として確定されたＥＶシフト値を）、「ＥＶシフト：＋０．７」、「ＥＶシフト：
＋０．３」、「ＥＶシフト：０」、「ＥＶシフト：－０．３」とすると、例えば、「ＥＶ
シフト：０」（基準ＥＶシフト値）に対応するシャッタ速度は、露出補正を行なわないの
で上記した適正露出量ＥＶ値に基づいて設定されたシャッタ速度（補正の無いシャッタ速
度）、１／１２５（ｓ）となり、「ＥＶシフト：＋０．３」に対応する算出されるシャッ
タ速度は、該補正のないシャッタ速度１／１２５（ｓ）より遅い１／６０（ｓ）となり、
「ＥＶシフト：＋０．７」に対応する算出されるシャッタ速度は、更に遅い１／３０（ｓ
）となる。
【００４７】
　また、「ＥＶシフト：－０．３」に対応する算出されるシャッタ速度は、該補正のない
シャッタ速度１／１２５（ｓ）より速い１／２５０（ｓ）となる。
　このように、ＥＶシフト値が基準ＥＶシフト値より大きくなればなるほど、補正のない
シャッタ速度より遅くなり、ＥＶシフト値が基準ＥＶシフト値より小さくなればなるほど
シャッタ速度は速くなる。
【００４８】
　なお、ここでは所定のフレームレート（３０ｆｐｓ）のフレームレートで被写体を撮像
していくため、算出されるシャッタ速度は１／３０（ｓ）以下となるように各シャッタ速
度を算出するようにする。
　このとき、補正のないシャッタ速度（適正露出量ＥＶ値に基づいて算出されたシャッタ
速度）が遅い場合には、ＥＶシフト値が基準ＥＶシフト値より大きくなると該ＥＶシフト
値に対応するシャッタ速度が１／３０（ｓ）よりも遅くなってしまう場合があるが、この
場合は、該ＥＶシフト値に対応するシャッタ速度が１／３０（ｓ）以内になるように、絞
り、感度を変えることにより、補正のないシャッタ速度（基準ＥＶシフト値に対応するシ
ャッタ速度）を速くするようにする。
【００４９】
　図２のフローチャートに戻り、現在選択している複数のＥＶシフト値に対応するシャッ
タ速度を算出すると、ステップＳ７に進み、ＣＰＵ１０は、該算出したシャッタ速度で繰
り返し被写体を撮像する処理を開始する（第１の連続撮像制御手段）。ここでは、確定さ
れたＥＶシフト値の中でＥＶシフト値が大きい順番に、それに対応するシャッタ速度で撮
像していく。
【００５０】
　例えば、確定されたＥＶシフト値は、「ＥＶシフト：＋０．７」、「ＥＶシフト：＋０
．３」、「ＥＶシフト：０」、「ＥＶシフト：－０．３」であるので、撮像するシャッタ
速度の順番は、１番目が「ＥＶシフト：＋０．７」に対応する１／３０（ｓ）のシャッタ
速度、２番目が「ＥＶシフト：＋０．３」に対応する１／６０（ｓ）のシャッタ速度、３
番目が「ＥＶシフト：０」に対応する１／１２５（ｓ）のシャッタ速度、４番目が「ＥＶ
シフト：－０．３」に対応する１／２５０（ｓ）のシャッタ速度ということになり、１番
目のシャッタ速度→２番目のシャッタ速度→３番目のシャッタ速度→４番目のシャッタ速
度→１番目のシャッタ速度という順番に被写体のフレーム画像データを撮像していく。
【００５１】
　図４は、ステップＳ７で撮像されるフレーム画像データのシャッタ速度の様子を示すも
のであり、算出された各シャッタ速度で順番に繰り返し被写体を撮像しているのがわかる
。
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【００５２】
　該算出したシャッタ速度で繰り返し撮像する処理を開始すると、ステップＳ８に進み、
ＣＰＵ１０は、撮像されたフレーム画像データをシャッタ速度毎に振り分けて動画データ
を生成する処理を開始する（生成手段）。この動画データの生成について説明すると、ま
ず、ＣＰＵ１０は、該算出したシャッタ速度と同じ数の領域をバッファメモリに設ける。
ここでは、４つのＥＶシフト値が選択され確定されたのでシャッタ速度は４つとなり、４
つの記憶領域を設けることになる。そして、撮像されたフレーム画像データをシャッタ速
度毎に振り分けることによりシャッタ速度毎の動画データを生成し各記憶領域に記憶させ
る。
【００５３】
　図５は、フレーム画像データをシャッタ速度毎に振り分けて記憶させる様子を示す図で
あり、１番目のシャッタ速度で撮像されたフレーム画像データをバッファメモリの記憶領
域１に記憶させ、２番目のシャッタ速度で撮像されたフレーム画像データを記憶領域２に
記憶させ、３番目のシャッタ速度で撮像されたフレーム画像データを記憶領域３に記憶さ
せ、４番目のシャッタ速度で撮像されたフレーム画像データを記憶領域４に記憶させる。
　これにより、シャッタ速度の異なる複数の動画データを並列的に複数得ることができる
。
　なお、シャッタ速度毎の記憶領域を設けずに撮像されたフレーム画像データを１つの記
憶領域に記憶して、シャッタ速度毎の動画データを生成するようにしてもよい。
【００５４】
　次いで、ステップＳ９で、ＣＰＵ１０は、該生成されたシャッタ速度の異なる複数の動
画データをスルー画像として画像表示部１２にマルチ表示させる（表示制御手段）。
　図６は、シャッタ速度の異なる複数のスルー画像のマルチ表示の様子を示す図であり、
図を見るとわかるように、シャッタ速度毎のスルー画像が表示されているのが分かる。こ
のとき、どのスルー画像がどのＥＶシフト値に対応するものなのか、及び、そのシャッタ
速度をユーザに視認させるため、スルー画像上にＥＶシフト値、シャッタ速度（スピード
）を重畳表示させる。
　これにより、リアルタイムに被写体を認識しながら候補として選択した複数のＥＶシフ
ト値（シャッタ速度）を比較することができ、ユーザが最適又は所望するＥＶシフト値（
シャッタ速度）を選択することができる。また、異なるシャッタ速度の動画データを同じ
大きさで表示させるので、同じ条件で各動画データを公平に比較することができ、ユーザ
が所望するシャッタ速度を選択することができる。また、算出した各シャッタ速度で順番
に繰り返して撮像するので、各シャッタ速度の撮像回数（フレームレート）を同じにする
ことができ、同じ条件で各動画データを公平に比較することができ、ユーザが所望するシ
ャッタ速度を選択することができる。
【００５５】
　また、マルチ表示を開始する際には、任意のシャッタ速度、ここでは、１番目のシャッ
タ速度（のスルー画像）を選択し、該選択したシャッタ速度（スルー画像）を他のシャッ
タ速度（スルー画像）と差別表示させる。
　図６を見ると、１番目のシャッタ速度（１／３０のシャッタ速度）のスルー画像が太枠
で表示されており、他のスルー画像と差別表示されているのが分かる。
【００５６】
　次いで、ステップＳ１０に進み、ＣＰＵ１０は、シャッタボタンが押下されたか否かを
判断する。この判断は、シャッタボタンの押下に対応する操作信号がキー入力部１４から
送られてきたか否かにより判断する。これにより、ユーザが静止画の撮影タイミングを指
示することができる。
　ステップＳ１０で、シャッタボタンが押下されていないと判断すると、ステップＳ１１
に進み、ＣＰＵ１０は、録画を開始するか否かを判断する。この判断は、録画ボタンの押
下に対応する操作信号がキー入力部１４から送られてきたか否かにより判断する。これに
より、ユーザが動画の撮影タイミングを指示することができる。
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【００５７】
　ステップＳ１１で、録画を開始しないと判断すると、ステップＳ１２に進み、ＣＰＵ１
０は、シャッタ速度（スルー画像）の選択操作が行なわれたか否かを判断する。この判断
は、十字キーの操作に対応する操作信号がキー入力部１４から送られてきたか否かにより
判断する。
　ステップＳ１２で、シャッタ速度の選択操作が行なわれたと判断すると、ステップＳ１
３に進み、ＣＰＵ１０は、該選択操作にしたがって、シャッタ速度（スルー画像）を選択
してステップＳ１４に進む。このとき、新たに選択したシャッタ速度のスルー画像を他の
スルー画像と差別表示させる。
【００５８】
　例えば、図６に示すような状態（１／３０のシャッタ速度が選択されている状態）で、
ユーザが十字キーの「→」キーの操作を行なうと、１／６０のシャッタ速度のスルー画像
を選択するとともに、該選択したスルー画像を太枠で表示させる。同様に、図６に示すよ
うな状態で、ユーザが十字キーの「↓」キーの操作を行なうこと、１／１２５のシャッタ
速度のスルー画像を選択するとともに、該選択したスルー画像を太枠で表示させる。
　これにより、ユーザはマルチ表示されているスルー画像を見ることにより、撮影したい
と思うシャッタ速度を選択することができる。
【００５９】
　一方、ステップＳ１２で、シャッタ速度の選択操作が行なわれていないと判断するとそ
のままステップＳ１４に進む。
　ステップＳ１４に進むと、ＣＰＵ１０は、シャッタ速度の選択を確定するか否かを判断
する。
　ここで、ユーザは、十字キーを操作することによりシャッタ速度を選択し、現在選択し
ているシャッタ速度の選択を確定したいと思う場合は（現在選択しているシャッタ速度で
撮影をしたいと思う場合は）、ＳＥＴキーの操作を行なうことにより選択を確定すること
ができ、該ＳＥＴキーの操作に対応する操作信号がキー入力部１４から送られてきたと判
断すると、ＣＰＵ１０は選択を確定すると判断する。この十字キー及びＳＥＴキーは選択
手段として機能する。
　これにより、ユーザが所望するシャッタ速度を選択確定することができる。
　ステップＳ１４で、シャッタ速度の選択を確定しないと判断するとステップＳ１０に戻
り、上記した動作を繰り返す。
【００６０】
　ここで、ステップＳ１０で、シャッタボタンが押下されたと判断すると、ステップＳ１
５に進み、ＣＰＵ１０は、ステップＳ６で算出した各シャッタ速度（シャッタ速度記憶領
域に記憶されている各シャッタ速度）で１回ずつ連続して静止画撮影を行なう連続静止画
撮影処理を行う（連続静止画撮像制御手段）。つまり、１番目のシャッタ速度で撮影し、
その後、２番目のシャッタ速度で撮影し、３番目、４番目のシャッタ速度で撮影する。こ
れにより、各シャッタ速度で撮影された画像データを１枚ずつ得ることができる。
　次いで、ステップＳ１６で、ＣＰＵ１０は、該連続撮影処理により得られた静止画デー
タをそれぞれ圧縮し、静止画ファイルをそれぞれ生成してフラッシュメモリ１３に記録さ
せる（記録制御手段）。
　つまり、後述するシャッタ速度の選択確定が行なわれる前にシャッタボタンが押下され
た場合は、該選択された複数のＥＶシフト（シャッタ速度）の優劣がつかないと考えられ
るので、各シャッタ速度の静止画を撮影する。
【００６１】
　また、ステップＳ１１で、録画を開始すると判断すると、ステップＳ１７に進み、ＣＰ
Ｕ１０は、録画開始後、撮像され生成された各シャッタ速度毎の動画データを記録する処
理を開始する（記録制御手段）。つまり、録画開始後、撮像されたフレーム画像データは
、図５に示すように、シャッタ速度毎に振り分けられてバッファメモリに記憶されていき
（シャッタ速度毎の動画データを生成して記憶させていき）、該振り分けて記憶された各
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動画データをフラッシュメモリ１３に記憶させる。
　つまり、後述するシャッタ速度の選択確定が行なわれる前に録画ボタンが押下された場
合は、該選択された複数のＥＶシフト（シャッタ速度）の優劣がつかないと考えられるの
で、録画ボタン押下後の撮像された各シャッタ速度の動画データを記録する。
　これにより同じ画質となる各シャッタ速度の動画データを得ることができる。
【００６２】
　次いで、ステップＳ１８で、録画を終了するか否かを判断する。この判断は、録画ボタ
ンの押下に対応する操作信号がキー入力部１４から再び送られてきたか否かにより判断す
る。
　ステップＳ１８で録画を終了しないと判断すると録画を終了すると判断するまでステッ
プＳ１８に留まり、録画を終了すると判断すると、ステップＳ１９に進み、ＣＰＵ１０は
、記録したシャッタ速度毎の動画データから動画ファイルをそれぞれ生成する。
【００６３】
　一方、ステップＳ１４で、シャッタ速度の選択を確定すると判断すると、現在選択して
いるシャッタ速度の選択を確定して、図３のステップＳ２０に進み、選択確定したシャッ
タ速度での撮像回数を他のシャッタ速度の撮像回数より多くして撮像する処理を開始する
（第１の連続撮像制御手段）。
【００６４】
　つまり、今までは図４に示すように各シャッタ速度で順番に繰り返し撮像していたが、
ＳＥＴキーの操作時に選択されていた（選択確定された）シャッタ速度の撮像回数を多く
する。例えば、秒３０フレームの画像データのうち、２１フレームは選択確定されたシャ
ッタ速度で撮像し、それ以外の９フレームは、それ以外の３つのシャッタ速度でそれぞれ
３フレームずつ撮像する。これにより、選択確定されたシャッタ速度の撮像回数は多くな
り、ユーザによって撮影したいと思われる該シャッタ速度のスルー画像をスムーズに表示
させることができる。なお、ここでは、１番目のシャッタ速度が選択されたものとする。
【００６５】
　図７は、ステップＳ２０で撮像されるフレーム画像データのシャッタ速度の様子を示す
ものである。ここでは、選択確定されたシャッタ速度は１番目のシャッタ速度とするので
、図７（ａ）に示すように、単に、１番目のシャッタ速度で２１フレーム分のフレーム画
像データを連続して撮像し、その後に、２番目のシャッタ速度で３フレーム分、３番目の
シャッタ速度で３フレーム分、４番目のシャッタ速度で３フレーム分のフレーム画像デー
タを順番に撮像するようにしてもよいが、この場合は、同じシャッタ速度のフレーム画像
データ同士が連続して撮像されてしまうので（同じシャッタ速度のフレーム画像データが
かたまってしまうので）、表示される各シャッタ速度のスルー画像が途切れ途切れになっ
てしまう。したがって、図７（ｂ）に示すように、表示される各シャッタ速度のスルー画
像が滑らかに表示されるように、各シャッタ速度での撮像の間隔が略均等になるようにし
た方が好ましい。
【００６６】
　次いで、ステップＳ２１に進み、マルチ表示されている複数のスルー画像のうち、該選
択確定されたシャッタ速度のスルー画像を他のスルー画像より大きく表示させるとともに
、該選択確定されているシャッタ速度のスルー画像を他のスルー画と差別表示させる（表
示制御手段）。
　図８は、そのときの様子を示す図であり、ここでは、１番目のシャッタ速度が選択確定
されているので、１番目のシャッタ速度のスルー画像が他のスルー画像より大きく表示さ
れているのが分かる。つまり、確定選択されたシャッタ速度のスルー画像を大画面表示さ
せ、それ以外のシャッタ速度のスルー画像を小画面表示させる。また、選択確定されてい
る該１番目のシャッタ速度のスルー画像が太枠で表示されており、他のスルー画像と差別
表示されているのもわかる。
　これにより、選択確定されたシャッタ速度のスルー画像を他のシャッタ速度のスルー画
像より大きく表示させるので、撮影したいと思うシャッタ速度（選択確定されているシャ
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ッタ速度）のスルー画像を分かりやすく表示させることができるとともに、他のシャッタ
速度のスルー画像との比較も継続して行なえることができる。また、選択確定されたシャ
ッタ速度の撮像回数（フレームレート）を他のシャッタ速度の撮像回数（フレームレート
）より多く（高く）するので、撮影したいと思うシャッタ速度（選択確定されているシャ
ッタ速度）のスルー画像を分かりやすく表示させることができるとともに、他のシャッタ
速度のスルー画像との比較も継続して行なえることができる。
【００６７】
　次いで、ステップＳ２２で、ＣＰＵ１０は、選択されているシャッタ速度（のスルー画
像）の再選択操作が行なわれたか否かを判断する。この判断は、十字キーの操作に対応す
る操作信号がキー入力部１４から送られてきたか否かにより判断する。
　ステップＳ２２で、シャッタ速度の再選択操作が行なわれたと判断すると、ステップＳ
２３に進み、ＣＰＵ１０は、該再選択操作にしたがって、シャッタ速度（スルー画像）を
選択して、ステップＳ２４に進む。このとき、新たに選択したシャッタ速度のスルー画像
を他のスルー画像と差別表示させる。
【００６８】
　例えば、図８に示すような状態（１／３０のシャッタ速度が選択されている状態）で、
ユーザが十字キーの「→」キー若しくは「↓」キーの操作が行なれると、１／６０のシャ
ッタ速度のスルー画像を選択するとともに、該選択したスルー画像を太枠で表示させ、更
に、「→」キー若しくは「↓」キーの操作が行なわれると、１／１２５のシャッタ速度の
スルー画像を選択するとともに、該選択したスルー画像を太枠で表示させる。
　これにより、ユーザは、選択確定されたシャッタ速度を大きく表示させるマルチ表示の
状態でも撮影したいと思うシャッタ速度の再選択を行なうことができる。
【００６９】
　一方、ステップＳ２２で、シャッタ速度の再選択が行なわれていないと判断するとその
ままステップＳ２４に進む。
　ステップＳ２４に進むと、ＣＰＵ１０は、現在選択確定しているシャッタ速度を変更さ
せるか否かの判断を行う。この判断は、まず、ＳＥＴキーの操作に対応する操作信号がキ
ー入力部１４から送られてきたか否か、及び、ＳＥＴキーの操作に対応する操作信号が送
られてきたときに選択確定されていないシャッタ速度のスルー画像が選択されているか（
小画面表示されているスルー画像が選択されているか）否かの判断を行い、ＳＥＴキーの
操作に対応する操作信号が送られてきたと判断し、且つ、該ＳＥＴキーの操作に対応する
操作信号が送られてきたか時に小画面表示されているスルー画像が選択されている場合は
、選択確定しているシャッタ速度を変更させると判断する。
　ステップＳ２４で、シャッタ速度の選択確定を変更すると判断すると、選択確定してい
るシャッタ速度を、現在選択されている小画面表示されているスルー画像のシャッタ速度
に変更してステップＳ２０に戻る。これにより、選択確定したシャッタ速度以外のシャッ
タ速度で撮影をしたいと思う場合であっても対応することができる。
【００７０】
　一方、ステップＳ２４で、シャッタ速度の選択確定を変更しないと判断すると、ステッ
プＳ２５に進み、ＣＰＵ１０は、キャンセルキーの操作が行なわれたか否かを判断する。
この判断は、キャンセルキーの操作に対応する操作信号がキー入力部１４から送られてき
たか否かを判断する。
　ステップＳ２５で、キャンセルキーの操作が行われたと判断すると、ステップＳ２６に
進み、ＣＰＵ１０は、図４に示すように各シャッタ速度で順番に繰り返して撮像する処理
を開始する（第１の連続撮像制御手段）。
【００７１】
　次いで、ステップＳ２７で、ＣＰＵ１０は、図６に示すようにマルチ表示される複数の
スルー画像を同じ大きさで表示させる処理を開始して（表示制御手段）、図２のステップ
Ｓ１０に戻る。このときは、１番目のシャッタ速度を選択して差別表示するようにしても
よいし、直近に選択していたシャッタ速度、若しくは、直近に選択確定していたシャッタ
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速度を選択して差別表示させるようにしてもよい。
　これにより、選択確定するシャッタ速度の選択変更を行なうこともできる。
【００７２】
　一方、ステップＳ２５で、キャンセルキーの操作が行われていないと判断すると、ステ
ップＳ２８に進み、シャッタボタンが押下されたか否かを判断する。これにより、ユーザ
が静止画の撮影タイミングを指示することができる。
　ステップＳ２８で、シャッタボタンが押下されていないと判断すると、ステップＳ２９
に進み、ＣＰＵ１０は、録画を開始するか否かを判断する。これにより、ユーザが動画の
撮影タイミングを指示することができる。
　ステップＳ２９で、録画を開始しないと判断するとステップＳ２２に戻り、上記した動
作を繰り返す。
【００７３】
　一方、ステップＳ２８で、シャッタボタンが押下されたと判断するとステップＳ３０に
進み、ＣＰＵ１０は、現在選択確定しているシャッタ速度（他のスルー画像より大きく表
示されているスルー画像のシャッタ速度）で静止画撮影処理を行う（静止画撮像制御手段
）。これによりユーザが所望するシャッタ速度の静止画データを得ることができる。
　次いで、ステップＳ３１で、ＣＰＵ１０は、該撮影処理により得られた静止画データを
圧縮し、静止画ファイルを生成してフラッシュメモリ１３に記録する（記録制御手段）。
【００７４】
　一方、ステップＳ２９で、録画を開始すると判断すると、ステップＳ３２に進み、ＣＰ
Ｕ１０は、現在選択確定しているシャッタ速度で動画撮像処理を開始する（第２の連続撮
像制御手段）。これにより、ユーザが所望するシャッタ速度の動画データを得ることがで
きる。
　次いで、ステップＳ３３で、ＣＰＵ１０は、該撮像された動画データをフラッシュメモ
リ１３に記録する処理を開始する。つまり、動画撮像処理により順次撮像されたフレーム
画像データをフラッシュメモリ１３に記録していく（記録制御手段）。
　次いで、ステップＳ３４で、ＣＰＵ１０は、録画を終了するか否かを判断し、ステップ
Ｓ３４で録画を終了しないと判断すると録画を終了すると判断するまでステップＳ３４に
留まり、録画を終了すると判断すると、ステップＳ３５に進み、ＣＰＵ１０は、記録した
選択確定したシャッタ速度の動画データから動画ファイルを生成する。
【００７５】
Ｃ．以上のように、実施の形態においては、ユーザによって選択された複数のＥＶシフト
値にそれぞれ対応するシャッタ速度で被写体を撮像し、該撮像により得られたフレーム画
像データをシャッタ速度毎に振り分けて動画データを生成するので、画像加工、画像処理
に依らない撮影条件（例えば、シャッタスピード）が異なる動画を並列的に複数生成する
ことができる。
　また、生成された複数の動画データ（シャッタ速度毎の動画データ）をスルー画像とし
てマルチ表示させるようにしたので、被写体をリアルタイムに認識しながら、それぞれの
ＥＶシフト値（シャッタ速度）のスルー画像を比較することができ、ユーザが所望するＥ
Ｖシフト値（シャッタ速度）を選択することができる。
　また、各シャッタ速度のスルー画像を同じ大きさでマルチ表示させる場合は、該各シャ
ッタ速度で順番に繰り返し撮像するので、各シャッタ速度のスルー画像を同じ画質（同じ
フレームレート）で表示させることができる。
【００７６】
　また、シャッタ速度毎のスルー画像が同じ大きさでマルチ表示されている際に（選択確
定前に）、シャッタボタンが押下されると、スルー画像表示されている各シャッタ速度で
１回ずつ連続して被写体を撮像し、該撮像された各シャッタ速度毎の画像データを静止画
として記録するようにしたので、各シャッタ速度の静止画を得ることができる。
　また、シャッタ速度毎のスルー画像が同じ大きさでマルチ表示されている際に（選択確
定前に）、録画ボタンが押下されると、録画ボタン押下後生成された動画データを記録す
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るようにしたので、各シャッタ速度の動画データを得ることができ、画質が同じ各動画デ
ータを得ることができる。
【００７７】
　また、シャッタ速度毎のスルー画像が同じ大きさでマルチ表示されている際に、ユーザ
が撮影したいと思うシャッタ速度のスルー画像を選択確定することができるので、ユーザ
が撮影したいと思うシャッタ速度を選択確定することができる。
　また、シャッタ速度の選択確定が行なわれると、該選択確定されたシャッタ速度のスル
ー画像を他のスルー画像より大きく表示させるので、該選択されたシャッタ速度のスルー
画像を分かりやすく表示させることができるとともに、他のシャッタ速度のスルー画像と
の比較も継続して行なうことができる。
　また、シャッタ速度の選択確定が行なわれると、該選択確定されたシャッタ速度の撮像
回数（フレームレート）を、他のシャッタ速度の撮像回数（フレームレート）より多く（
高く）したので、該選択確定されたシャッタ速度のスルー画像を滑らかに表示させること
ができるとともに、他のシャッタ速度のスルー画像との比較も継続して行なうことができ
る。
【００７８】
　また、選択確定されたシャッタ速度のスルー画像を他のスルー画像より大きく表示させ
ている場合であっても、選択確定されたシャッタ速度の変更を行なうことができるので、
ユーザが撮影したい思うシャッタ速度に変更することができる。
　また、選択確定されたシャッタ速度のスルー画像を他のスルー画像より大きく表示され
ている場合であっても、キャンセルキーの操作により選択確定を解除することができ、選
択確定されていない状態（各シャッタ速度のスルー画像を同じ大きさで表示させ、各シャ
ッタ速度で順番に繰り返し撮像する状態）に戻すことができ、再び、シャッタ速度の選択
確定等を行なうことができる。
【００７９】
　また、選択確定されたシャッタ速度のスルー画像を他のスルー画像より大きく表示させ
ている状態で、シャッタボタンが押下されると、該選択確定されたシャッタ速度で静止画
撮影を行なうので、該選択確定したシャッタ速度で撮影された画像データを得ることがで
きる。
　また、選択確定されたシャッタ速度のスルー画像を他のスルー画像より大きく表示させ
ている状態で、録画ボタンが押下されると、該選択確定されたシャッタ速度で連続して撮
像し、該得られたフレーム画像データを動画データとして記録するので、該選択確定した
シャッタ速度で撮像された動画データを得ることができる。
【００８０】
　［変形例］
Ｄ．上記実施の形態は以下のような態様でもよい。
【００８１】
　（１）上記実施の形態においては、ユーザがＥＶシフト値を任意に複数選択し、該選択
した各ＥＶシフト値に対応するシャッタ速度で連続して被写体を撮像するようにしたが、
ユーザが異なる感度を任意に複数選択し、該選択した各感度に対応するシャッタ速度で連
続して被写体を撮像するようにしてもよい。
　また、ユーザが直接複数のシャッタ速度を選択し、該選択した各シャッタ速度で連続し
て被写体を連続して撮像するようにしてもよい。
　つまり、異なるシャッタ速度で連続撮像を行なう方法であればよい。
【００８２】
　（２）また、上記実施の形態においては、画像加工、画像処理に依らない撮影条件（不
依画像処理撮影条件）として、シャッタ速度について説明したが、シャッタ速度の換わり
に絞りであってもよいし、ストロボの発光時間（発光量）であってもよい。要は、画像の
加工処理、画像処理で撮影条件を異ならせる方法以外の方法で撮影条件を異ならせるもの
であればよい。
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　これにより、画像加工、画像処理に依らない撮影条件（例えば、シャッタスピード）が
異なる動画を並列的に複数生成することができる。
【００８３】
　（３）また、上記実施の形態においては、最初は図６のようなマルチ表示を行い、何れ
かのシャッタ速度のスルー画像が選択確定されると、図８のようなマルチ表示を行うよう
にしたが、最初から図８のようなマルチ表示のみを行うようにしてもよいし、図６に示す
ようなマルチ表示のみを行うようにしてもよい。
　まず、図８のようなマルチ表示を行う場合について具体的に説明すると、図２のステッ
プＳ６でシャッタ速度を算出すると、図３のステップＳ２０に進み、選択確定されたシャ
ッタ速度での撮像回数を他のシャッタ速度より多くして撮像し、該撮像されたフレーム画
像データをシャッタ速度毎に振り分けて各シャッタ速度毎の動画データを生成して、ステ
ップＳ２１に進むようにしてもよい。
　この場合の選択確定されたシャッタ速度とは、最初はユーザによって選択されていない
場合もあるので、任意のシャッタ速度を自動的に選択確定する。
　次に、図６のようなマルチ表示のみを行う場合について具体的に説明すると、図２のス
テップＳ１４で、シャッタ速度の選択が確定されると、ステップＳ２０に進み、選択確定
されたシャッタ速度での撮像回数を他のシャッタ速度より多くして撮像し、ステップＳ２
１をスキップすることによりシャッタ速度毎に振り分けられた動画データを同じ大きさで
スルー画像表示させるようにしてもよい。このときは、選択確定されたシャッタ速度のス
ルー画像と、現在選択されているスルー画像と、それ以外のスルー画像とがユーザに視認
できるように識別表示を行う。
【００８４】
　（４）また、上記実施の形態においては、図２のステップＳ１４で、シャッタ速度の選
択確定が行われると、図３のステップＳ２０に進み、該選択確定されたシャッタ速度での
撮像回数を他の撮像回数より多くして撮像する処理を行うようにしたが、選択確定後であ
っても、図２のステップＳ７と同様に各シャッタ速度で順番に繰り返し撮像する処理を継
続するようにしてもよい。つまり、選択確定されても、選択確定されたシャッタ速度のス
ルー画像と選択確定されていないシャッタ速度のスルー画像とのフレームレートは変わら
ないことになる。
【００８５】
　（５）また、上記実施の形態においては、図３のステップＳ２９で、録画を開始すると
判断すると、該選択されているシャッタ速度で動画撮像処理を行うようにしたが、ステッ
プＳ２０の撮像処理をそのまま継続して（つまり、該選択確定されたシャッタ速度での撮
像回数を他のシャッタ速度の撮像回数より多くして撮像する処理を継続して）、振り分け
られた各シャッタ速度毎の動画データを記録するようにしてもよい。つまり、録画開始と
判断した場合であっても、図７（ｂ）のような撮像処理を継続し、シャッタ速度毎に振り
分けられた動画データを記録する。この場合は、選択確定されているシャッタ速度とそれ
以外のシャッタ速度とでは、動画のフレームレートが異なり、選択確定されているシャッ
タ速度の方がフレームレートが高いということになる。
　これにより、各シャッタ速度での動画データを得ることができ、選択確定されたシャッ
タ速度の動画データを画質をよくすることができる。
【００８６】
　（６）また、上記実施の形態においては、選択確定することができるシャッタ速度は１
つであったが、２つ以上であってもよい。なお、この選択確定することができるシャッタ
速度は、ステップＳ６で算出されたシャッタ速度（ステップＳ５で、確定したＥＶシフト
値）の数より少なくなければならない。
　この場合も同様に、選択確定されたシャッタ速度のスルー画像を大画面表示させ、それ
以外のシャッタ速度のスルー画像を小画面表示させるが、大画面表示されるスルー画像が
２つ以上ということになる。
　この場合において、シャッタボタンが押下されると（図３のステップＳ２８でＹ）、該
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選択確定されている２つ以上のシャッタ速度で連続して静止画撮影（連続静止画撮像制御
手段）を行い、該撮影された選択確定されている各シャッタ速度の静止画データを記録す
る。ま録画ボタンの押下により録画が指示されると（図３のステップＳ２９でＹ）、該選
択確定されている２つ以上のシャッタ速度で順番に繰り返し被写体を連続して撮像し（第
３の連続撮像制御手段）、該撮像されたフレーム画像データをシャッタ速度に振り分けて
選択確定された各シャッタ速度の動画データを生成し、該選択確定された各シャッタ速度
の動画データを記録するようにする。
　また、選択確定されたシャッタ速度の中で優先順位を設け、優先順位の１番高いシャッ
タ速度の撮像回数を多くし、次に２番目に高いシャッタ速度の撮像回数を多くするという
ように、選択確定されたシャッタ速度の撮像回数を異ならせるようにしてもよい。
　これにより、ユーザが所望する複数のシャッタ速度の静止画データ、動画データを並列
的に得ることができる。
【００８７】
　（７）また、上記実施の形態においては、ステップＳ７で、各シャッタ速度で順番に繰
り返し撮像するようにし（図４参照）、ステップＳ２０では、選択確定されているシャッ
タ速度での撮像回数を他のシャッタ速度での撮像回数より多くして撮像する（図７（ｂ）
参照）ようにしたが、これに限定されるものではなく、要は、ステップＳ６で算出した複
数のシャッタ速度のうち、１のシャッタ速度での撮像を複数回行なう間に、該算出した他
のシャッタ速度での撮像を相互に介在させることにより、該算出した全ての撮影条件での
撮像が入り混じった連続撮像を行なうものであればよい。
　例えば、算出されたシャッタ速度が、シャッタ速度１、シャッタ速度２、シャッタ速度
３、シャッタ速度４と４つある場合において、シャッタ速度１での撮像と、シャッタ速度
１での撮像の間に、シャッタ速度２、シャッタ速度３、シャッタ速度４のうち１つ以上の
シャッタ速度での撮像が介在していればよく、また、シャッタ速度２での撮像とシャッタ
速度２での撮像の間に、シャッタ速度１、シャッタ速度３、シャッタ速度４のうち１つ以
上のシャッタ速度での撮像が介在していればよい。要は、１のシャッタ速度での撮像を複
数回行なう間に、該算出した他のシャッタ速度での撮像を介在させるという撮像動作を、
該算出した全てのシャッタ速度での複数回の撮像に適用することにより、該算出した全て
の撮影条件での撮像が入り混じった連続撮像を行なうものであればよい。
　したがって、各シャッタ速度の動画データのフレームレートの全てが、又は１部が異な
るように連続撮像する態様であってもよい。
【００８８】
　（８）また、上記実施の形態においては、図２のステップＳ７では各シャッタ速度で順
番に繰り返し撮像するようにしたので、所定のフレームレートＳで被写体を撮像している
場合には、各シャッタ速度のスルー画像のフレームレートは、所定のフレームレート／シ
ャッタ速度の数、となり、所定のフレームレートより著しく下がってしまう。
　したがって、ユーザによって選択されたＥＶシフト値の数（シャッタ速度の数）に応じ
て撮像するフレームレートを上げるようにしてもよい。例えば、所定のフレームレートＳ
で撮像する場合であって、選択されたＥＶシフト値の数が４つの場合は、撮像するフレー
ムレートを４×Ｓにするようにしてもよい。これにより、各シャッタ速度のスルー画像の
フレームレートを所定のフレームレートＳにすることができる。
　この場合の各シャッタ速度は、該撮像するフレームレート、４×Ｓより早くするように
する。
【００８９】
　（９）また、上記変形例（１）～（８）を任意に組み合わせた態様であってもよい。
【００９０】
　（１０）、本発明の上記実施形態は、何れも最良の実施形態としての単なる例に過ぎず
、本発明の原理や構造等をより良く理解することができるようにするために述べられたも
のであって、添付の特許請求の範囲を限定する趣旨のものでない。
　したがって、本発明の上記実施形態に対してなされ得る多種多様な変形ないし修正はす
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のと解さなければならない。
【００９１】
　最後に、上記各実施の形態においては、本発明の撮影装置をデジタルカメラ１に適用し
た場合について説明したが、上記の実施の形態に限定されるものではなく、要は、被写体
を撮像することができる機器であれば適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の実施の形態のデジタルカメラのブロック図である。
【図２】実施の形態のデジタルカメラ１の動作を示すフローチャートである。
【図３】実施の形態のデジタルカメラ１の動作を示すフローチャートである。
【図４】ステップＳ７で撮像されるフレーム画像データのシャッタ速度の様子を示す図で
ある。
【図５】フレーム画像データをシャッタ速度毎に振り分けて記憶させる様子を示す図であ
る。
【図６】シャッタ速度の異なる複数のスルー画像のマルチ表示の様子を示す図である。
【図７】ステップＳ２０で撮像されるフレーム画像データのシャッタ速度の様子を示す図
である。
【図８】選択確定後のマルチ表示の様子を示す図である。
【符号の説明】
【００９３】
　１　　　デジタルカメラ
　２　　　撮影レンズ
　３　　　レンズ駆動回路
　４　　　絞り
　５　　　ＣＣＤ
　６　　　ドライバ
　７　　　ＴＧ
　８　　　ユニット回路
　９　　　メモリ
　１０　　ＣＰＵ
　１１　　ＤＲＡＭ
　１２　　画像表示部
　１３　　フラッシュメモリ
　１４　　キー入力部
　１５　　バス
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