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(57)【要約】
【課題】フレームレートを維持しつつ、撮影中に解像度
の変更を可能にする。
【解決手段】撮像装置は、撮影光学系を介して入射した
被写体からの光束を受光して、所定の読出周期で逐次、
所定の解像度の画像信号を出力する撮像素子と、所定条
件に基づいて、解像度を設定する解像度設定手段と、画
像信号が出力されているときに、読出周期を保持したま
ま、画像信号の解像度を解像度設定手段により設定され
た解像度に変更して、撮像素子から画像信号を出力させ
る制御手段とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影光学系を介して入射した被写体からの光束を受光して、所定の読出周期で逐次、所
定の解像度の画像信号を出力する撮像素子と、
　所定条件に基づいて、前記解像度を設定する解像度設定手段と、
　前記画像信号が出力されているときに、前記読出周期を保持したまま、前記画像信号の
前記解像度を前記解像度設定手段により設定された前記解像度に変更して、前記撮像素子
から前記画像信号を出力させる制御手段とを備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮像装置において、
　前記撮像素子は、画像を生成するための第１画像信号を出力する複数の第１画素が二次
元状に配列された第１画素領域と、前記画像の生成には使用しない第２画像信号を出力す
る複数の第２画素が配列された第２画素領域とを有し、
　前記所定の解像度には、少なくとも第１解像度と、前記第１解像度よりも高解像度の第
２解像度とが含まれ、
　前記制御手段は、前記第１解像度の前記画像信号を出力させる場合、前記第１画素領域
に配列された、第１の個数の前記第１画素から前記第１画像信号を出力させるとともに、
前記第１の個数の前記第１画素から前記第１画像信号を出力する際に要する時間との合計
時間が前記読出周期となるように前記第２画素から前記第２画像信号を出力させ、
　前記制御手段は、前記第２解像度の前記画像信号を出力させる場合、前記第１画素領域
に配列され、前記第１の個数よりも多い第２の個数の前記第１画素から前記第１画像信号
を出力させ、前記第２の個数に対応する前記第１画素から前記第１画像信号を出力する際
に要する時間との合計時間が前記読出周期となるように前記第２画素から前記第２画像信
号を出力させることを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の撮像装置において、
　前記撮像素子によって前記読出周期で逐次出力された前記画像信号を動画像データとし
て取得して記録する動画撮影モードと、前記画像信号に対応する画像を表示器に表示する
ライブビューモードとの一方を設定するモード設定手段を備え、
　前記モード設定手段により前記ライブビューモードが設定されている場合には、前記解
像度設定手段は前記第１解像度を設定し、前記動画撮影モードに設定されている場合には
、前記解像度設定手段は前記第２解像度を設定することを特徴とする撮像装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の撮像装置において、
　前記ライブビューモードが設定されているときに、前記動画像データの取得開始を指示
する取得開始操作を受け付ける第１受付手段を備え、
　前記取得開始操作が受け付けられると、前記解像度設定手段は前記第１解像度から前記
第２解像度へ変更することを特徴とする撮像装置。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の撮像装置において、
　前記所定の解像度には、さらに前記第２解像度よりも高解像度の第３解像度が含まれ、
　前記制御手段は、前記第３解像度の前記画像信号を出力させる場合、前記第１画素領域
に配列された全ての前記第１画素から前記第１画像信号を出力させ、前記全ての第１画素
から前記第１画像信号を出力する際に要する時間との合計時間が前記読出周期となるよう
に前記第２画素から前記第２画像信号を出力させることを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の撮像装置において、
　前記動画撮影モードのときに、撮影条件が変化したことを検出する検出手段を備え、
　前記検出手段により前記撮影条件が変化したことが検出されると、前記解像度設定手段
は前記第２解像度から前記第３解像度へ変更することを特徴とする撮像装置。
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【請求項７】
　請求項６に記載の撮像装置において、
　前記検出手段は、前記画像信号の解像度を切り換えるための切換操作の有無を検出し、
　前記検出手段により前記切換操作が行われたことが検出されると、前記解像度設定手段
は前記第３解像度へ変更することを特徴とする撮像装置。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の撮像装置において、
　前記検出手段は、前記撮像素子から出力された前記画像信号を用いて主要被写体を検出
する被写体検出手段を備え、
　前記被写体検出手段により前記主要被写体が検出された場合には、前記解像度設定手段
は前記第３解像度へ変更することを特徴とする撮像装置。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか一項に記載の撮像装置において、
　前記検出手段は、
　撮像装置周辺の外部環境で生じた音声を取得する音声取得手段と、
　前記音声取得手段により取得された音声が所定の音量以上であるか否かを判定する音量
判定手段とを備え、
　前記音量判定手段により前記音声が前記所定の音量以上であることが判定されると、前
記解像度設定手段は前記第３解像度へ変更することを特徴とする撮像装置。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれか一項に記載の撮像装置において、
　電源の残容量を検出し、前記残容量が所定の閾値未満であるか否かを判定する電力検出
手段と、
　前記検出手段により前記撮影条件の変化が検出された場合であっても、前記電力検出手
段により前記残容量が前記所定の閾値未満であると判定された場合には、前記解像度設定
手段が前記第３解像度へ変更することを禁止する禁止手段とを備えることを特徴とする撮
像装置。
【請求項１１】
　請求項２乃至８のいずれか一項に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記第１解像度の前記第１画像信号を出力する前記第１画素が含まれ
る画素行の行数が、前記第２解像度の前記第１画像信号を出力する前記第１画素が含まれ
る画素行の行数よりも少なくなるように、前記撮像素子を制御することを特徴とする撮像
装置。
【請求項１２】
　請求項２乃至８のいずれか一項に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記第１解像度の前記第１画像信号を出力する前記第１画素が含まれ
る画素領域が、前記第２解像度の前記第１画像信号を出力する前記第１画素が含まれる画
素領域よりも小さくなるように、前記撮像素子を制御することを特徴とする撮像装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、連続撮影中に撮影画像の解像度が変更可能に構成されているカメラが知られ
ている（たとえば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１０－０５０５２６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、撮影中に解像度の変更を行う場合、フレームレートが低下するという問
題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明による撮像装置は、撮影光学系を介して入射した被写体からの光
束を受光して、所定の読出周期で逐次、所定の解像度の画像信号を出力する撮像素子と、
所定条件に基づいて、解像度を設定する解像度設定手段と、画像信号が出力されていると
きに、読出周期を保持したまま、画像信号の解像度を解像度設定手段により設定された解
像度に変更して、撮像素子から画像信号を出力させる制御手段とを備えることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、撮像素子による画像信号の読出周期を保持したまま、解像度を変更し
た画像信号を出力することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施の形態によるデジタルカメラの要部構成を示す図
【図２】実施の形態によるデジタルカメラの制御系の構成を示すブロック図
【図３】実施の形態によるデジタルカメラが備える撮像素子の一例を示す図
【図４】各解像度モードにおける画像信号を出力する画素の一例を示す図
【図５】変形例におけるデジタルカメラの制御系の構成を示すブロック図
【図６】変形例におけるデジタルカメラの制御系の構成を示すブロック図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図面を参照して、本発明による実施の形態におけるカメラを説明する。図１はデジタル
カメラ１の要部構成を示す図である。デジタルカメラ１のボディに、撮影レンズＬ１と絞
り２０とを備える交換レンズ２が着脱可能に装着されている。デジタルカメラ１のボディ
側には、クイックリターンミラー１０、焦点板１１、ペンタプリズム１２、接眼レンズ１
３、および撮像素子１４が設けられている。
【０００９】
　図２はデジタルカメラ１の制御系を簡易的に示すブロック図である。図２において、図
１に示した構成要素には同一の符号を付して説明する。デジタルカメラ１の制御系は、撮
像素子１４、Ａ／Ｄ変換回路１６、タイミングジェネレータ１７、制御回路１８、ＬＣＤ
駆動回路１９、液晶表示器１９１、操作部３０、およびメモリカードインタフェース３１
を備えている。
【００１０】
　図１を参照して説明すると、交換レンズ２を通過してデジタルカメラ１に入射した被写
体光は、シャッタレリーズ前は図１において実線で示すように位置するクイックリターン
ミラー１０で上方へ導かれて焦点板１１に結像する。焦点板１１に結像された被写体像は
、ペンタプリズム１２により接眼レンズ１３へ導かれる。その結果、被写体像がユーザに
観察される。被写体光の一部はクイックリターンミラー１０の半透過領域を透過し、サブ
ミラー１０ａにて下方に反射され、図示しない焦点検出用センサへ入射される。レリーズ
後はクイックリターンミラー１０が図１の破線で示される位置へ回動し、被写体光が撮像
素子１４へ導かれ、その撮像面上に被写体像が結像する。
【００１１】
　図２を参照して制御系について詳細に説明する。
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　撮像素子１４は、行列状に多数配列された画素を有するＸ－Ｙアドレス型の光電変換素
子である。なお、実際の撮像素子１４は有効画素領域Ｒとオプティカルブラック領域（Ｏ
Ｂ領域）などが存在するが、本実施の形態においては、説明を簡略化するためにＯＢ領域
等を省略して説明する。すなわち、図３に示すように、撮像素子１４は、有効画素領域Ｒ
に含まれる画像生成用領域Ｒ１を構成する画素とブランキング領域Ｒ２を構成する画素と
により構成される。後述する制御回路１８は、画像生成用領域Ｒ１に含まれる画素から出
力される画像信号に基づいて画像データを生成する。ブランキング領域Ｒ２に含まれる画
素は、後述するようにライブビューモードまたは動画撮影モードによる画像信号の出力の
最中に画像データの解像度を変更する場合（すなわち画像信号を出力する画素数を変更す
る場合）、フレームレートを一定に保持するように調整するために設けられている。以後
の説明では、ブランキング領域Ｒ２に含まれる画素から出力される画像信号をブランキン
グ信号と呼ぶこととする。なお、フレームレートの調整については、説明を後述する。ま
た、図３、図４においては、水平方向を画素行、垂直方向を画素列として説明する。
【００１２】
　撮像素子１４は、後述する制御回路１８の制御に応じて駆動して撮影レンズＬ１を通し
て入力される被写体像を撮像し、撮像して得た画像信号を出力する。本実施の形態におい
て、撮像素子１４は、走査ラインごとに順次シャッタを切る方式（いわゆるローリングシ
ャッタ方式）により駆動される。撮像素子１４の撮像面には、それぞれＲ（赤）、Ｇ（緑
）およびＢ（青）のカラーフィルタが画素位置に対応するように設けられている。撮像素
子１４がカラーフィルタを通して被写体像を撮像するため、撮像素子１４から出力される
画像信号はＲＧＢ表色系の色情報を有する。なお、撮像素子１４は、後述するように、制
御回路１８によって制御されて、各種の解像度モードで規定される画像の解像度に応じて
画像信号を出力する画素数が変更可能となるように構成されている。
【００１３】
　撮像素子１４から出力された画像信号は、図示しないＡＦＥ回路等によりアナログ処理
（ゲインコントロールなど）が施され、Ａ／Ｄ変換回路１６へ入力される。なお、Ａ／Ｄ
変換回路１６を撮像素子１４に設けてもよい。Ａ／Ｄ変換回路１６は、入力したアナログ
処理が施された画像信号をデジタルの画像信号に変換する回路である。タイミングジェネ
レータ１７は、制御回路１８の命令に応じて、撮像素子１４とＡ／Ｄ変換回路１６とにタ
イミング信号を出力し、撮像素子１４とＡ／Ｄ変換回路１６との駆動タイミングを制御す
る回路である。
【００１４】
　制御回路１８は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを有し、制御プログラムに基
づいて、デジタルカメラ１の各構成要素を制御したり、各種のデータ処理を実行する演算
回路である。制御プログラムは、制御回路１８内の不図示の不揮発性メモリに格納されて
いる。制御回路１８は、画像処理部１８ａ、画像記録部１８ｂ、検出部１８ｃ、読出指示
部１８ｄ、再生部１８ｅおよび解像度設定部１８ｆを機能的に備える。画像処理部１８ａ
は、入力したデジタル画像信号に対して種々の画像処理を施して画像データを生成する。
【００１５】
　画像記録部１８ｂは、画像処理部１８ａにより生成された画像データに対してＪＰＥＧ
などの所定の方式により圧縮処理を行い、ＥＸＩＦなどの形式でメモリカード３２へ記録
する。検出部１８ｃは、後述する動画撮影モードにおいて、画像データを用いて被写体認
識処理を行う。たとえば、検出部１８ｃは、公知の顔認識等の技術を用いて、画像信号に
含まれる色情報に基づいて、画像データから人物等の被写体を検出する（顔認識）。また
は、検出部１８ｃは、公知の技術を用いて、画像データから撮影画面内に動きのある被写
体（動体被写体）を検出する。その結果、検出部１８ｃは、顔認識により検出した人物等
の被写体が移動している動体被写体の場合であっても、人物等の被写体の検出を継続する
ことができる。すなわち検出部１８ｃは動体被写体を追尾することができる。
【００１６】
　読出指示部１８ｄは、撮像素子１４に含まれる画素のうち、いずれの画素行に含まれる
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画素から画像信号を出力させるかを決定し、タイミングジェネレータ１７を介して撮像素
子１４に指令する。再生部１８ｅは、画像処理部１８ａで生成された画像データまたは後
述するメモリカード３２に記録された画像データを用いて表示用画像データを生成する。
そして、再生部１８ｅは、表示用画像データをＬＣＤ駆動回路１９に出力して表示用画像
を液晶表示器１９１に表示させる。解像度設定部１８ｆは、設定された撮影モードの種類
や撮影条件（ユーザによる操作、動体被写体の検出等）に応じて、解像度モード（撮像素
子１４から出力される画像信号の解像度）を設定する。なお、読出指示部１８ｄおよび解
像度設定部１８ｆについては後に詳細に説明する。
【００１７】
　ＬＣＤ駆動回路１９は、制御回路１８の命令に基づいて液晶表示器１９１を駆動する回
路である。液晶表示器１９１、撮像素子１４で撮像して逐次出力された画像信号に対応す
る画像をリアルタイム（逐次）に表示するライブビュー表示とともに、メモリカード３２
に記録されている画像データに基づいて再生部１８ｅで作成された表示画像データに対応
する表示用画像の表示を行う液晶パネルである。また、液晶表示器１９１には、操作部３
０の操作に基づいて、デジタルカメラ１の各種設定のためのメニュー画面が表示される。
【００１８】
　操作部３０はユーザによって操作される種々の操作部材に対応して設けられた種々のス
イッチを含み、操作部材の操作に応じた操作信号を制御回路１８へ出力する。操作部材は
、たとえばレリーズボタンや、解像度変更ボタン、上記のメニュー画面を表示させるため
のメニューボタンや、各種の設定等を選択操作する時に操作される十字キー、十字キーに
より選択された設定等を決定するための決定ボタン、撮影モードと再生モードとの間でデ
ジタルカメラ１の動作を切替えるモード切替ボタン等を含む。解像度変更ボタンは、ライ
ブビューモードによるライブビュー表示中の画像や動画撮影モードで撮影中の動画の解像
度を変更する解像度変更指示操作をする際に、ユーザによって押下操作される。また、操
作部３０により、撮像モードとして静止画撮影モードや動画撮影モード、上記ライブビュ
ー表示を行うためのライブビューモードの設定が可能である。本実施の形態においては、
ライブビューモードによるライブビュー表示中に、ユーザによってレリーズボタンが全押
し操作されると動画撮影モードによる動画撮影および動画記録が可能となるように構成さ
れている。
【００１９】
　メモリカードインタフェース３１は、メモリカード３２が着脱可能なインタフェースで
ある。メモリカードインタフェース３１は、制御回路１８の制御に基づいて、画像ファイ
ルをメモリカード３２に書き込んだり、メモリカード３２に記録されている画像ファイル
を読み出すインタフェース回路である。メモリカード３２はコンパクトフラッシュ（登録
商標）やＳＤカードなどの半導体メモリカードである。
【００２０】
　次に、図４を参照しながら、解像度設定部１８ｆによって設定される解像度モードと、
画像信号を出力する撮像素子１４の画素数とについて説明する。解像度モードは、第１低
解像度モード、第２低解像度モード、標準解像度モード、高解像度モードを有している。
上記４つの解像度モードの中で第１低解像度モードの解像度が最も低く、以後、第２低解
像度モード、標準解像度モードの順序で解像度が高くなり、高解像度モードの解像度が最
も高い。なお、以下の説明においては、１つの画素行に含まれる画素から画像信号を出力
するために要する時間をｔｈ[s]、画像生成用領域Ｒ１に含まれる全画素の画像信号の出
力に要する時間をｔＨ[s]とする。
【００２１】
－第１低解像度モード－
　第１低解像度モードは、ユーザによりライブビューモードが設定された場合に、制御回
路１８の解像度設定部１８ｆによって設定されるモードであり、上記の各解像度モードの
中で最も解像度が低い画像データが生成される。第１解像度モードが設定されると、読出
指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７に第１低解像度モードを指示する信号（第
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１指示信号）を出力する。タイミングジェネレータ１７は、第１指示信号を入力すると、
撮像素子１４の画像生成用領域Ｒ１を構成する全画素のうち、垂直方向に所定行ごとの画
素行（たとえば９行間隔）に含まれる画素から画像信号を出力（間引き出力）させる（以
後、１／９間引き読出しと呼ぶ）。
【００２２】
　図４（ａ）に第１低解像度モードで画像信号が出力される画素が含まれる画素行を斜線
領域で示す。図４（ａ）に示すように、１／９間引き読出しが行われるので、画像生成用
領域Ｒ１に含まれる全画素から画像信号を出力する場合と比べ、画像信号が出力される画
素数が１／９になる。換言すると、第１低解像度モードで出力された画像信号を用いて生
成された画像データは、画像生成用領域Ｒ１の全画素から出力された画像信号を用いて生
成された画像データよりも解像度が低くなる。また、画像生成用領域Ｒ１に含まれる全画
素の画像信号の出力に要する時間はｔＨ[s]なので、第１低解像度モードにおいて画像信
号の出力に要する時間は１／９×ｔＨ[s]となる。
【００２３】
　さらに、タイミングジェネレータ１７は、第１指示信号を入力すると、撮像素子１４に
対してそれぞれの画素からの画像信号の出力を８ｂｉｔで出力させるように指示する。こ
の結果、撮像素子１４から画像信号を出力する際に要する電力消費量を低減させることが
できる。
【００２４】
－第２低解像度モード－
　第２低解像度モードは、ライブビュー表示中にユーザにより動画撮影モードによる撮影
準備が指示された場合に、解像度設定部１８ｆによって設定されるモードであり、上記の
各解像度モードのうち、第１低解像度モードよりも解像度が高い画像データが生成される
。第２解像度モードが設定されると、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７
に第２低解像度モードを指示する信号（第２指示信号）を出力する。タイミングジェネレ
ータ１７は、第２指示信号を入力すると、撮像素子１４の画像生成用領域Ｒ１を構成する
全画素のうち、垂直方向に所定行ごとの画素行（たとえば５行間隔）に含まれる画素から
画像信号を出力（間引き出力）させる（以後、１／５間引き読出しと呼ぶ）。
【００２５】
　図４（ｂ）に第２低解像度モードで画像信号が出力される画素が含まれる画素行を斜線
領域で示す。図４（ｂ）に示すように、１／５間引き読出しが行われるので、画像生成用
領域Ｒ１に含まれる全画素から画像信号を出力する場合と比べ、画像信号が出力される画
素数が１／５になる。換言すると、第２低解像度モードで出力された画像信号を用いて生
成された画像データは、第１低解像度モードにて生成された画像データよりも解像度が高
くなるが、画像生成用領域Ｒ１の全画素から出力された画像信号を用いて生成された画像
データよりも解像度が低くなる。また、第２低解像度モードにおいて画像信号の出力に要
する時間は１／５×ｔＨ[s]となり、第１低解像度モードの場合と比べ画像信号の出力に
時間がかかる。さらに、タイミングジェネレータ１７は、撮像素子１４に対してそれぞれ
の画素からの画像信号の出力を１０ｂｉｔで出力させるように指示する。
【００２６】
－標準解像度モード－
　標準解像度モードは、動画撮影モード時に解像度設定部１８ｆによって設定されるモー
ドであり、上記の各解像度モードのうち、第２低解像度モードよりも解像度が高く、後述
する高解像度モードよりも解像度が低い画像データが生成される。この場合、読出指示部
１８ｄは、タイミングジェネレータ１７に標準解像度モードを指示する第３指示信号を出
力する。第３指示信号を入力したタイミングジェネレータ１７は、撮像素子１４の画像生
成用領域Ｒ１を構成する全画素のうち、垂直方向に所定行ごとの画素行（たとえば３行間
隔）に含まれる画素から画像信号を出力（間引き出力）させる（以後、１／３間引き読出
しと呼ぶ）。
【００２７】



(8) JP 2013-121005 A 2013.6.17

10

20

30

40

50

　図４（ｃ）に画像信号が出力される画素が含まれる画素行を斜線領域で示す。図４（ｃ
）に示すように、１／３間引き読出しが行われるので、画像生成用領域Ｒ１に含まれる全
画素から画像信号を出力する場合と比べ、画像信号が出力される画素数が１／３になる。
換言すると、標準解像度モードで出力された画像信号を用いて生成された画像データは、
第２低解像度モードにて生成された画像データよりも解像度が高くなるが、画像生成用領
域Ｒ１の全画素から出力された画像信号を用いて生成された画像データよりも解像度が低
くなる。また、標準解像度モードにおいて画像信号の出力に要する時間は１／３×ｔＨ[s
]となり、第２低解像度モードの場合と比べ画像信号の出力に時間がかかる。さらに、タ
イミングジェネレータ１７は、撮像素子１４に対してそれぞれの画素からの画像信号の出
力を１２ｂｉｔで出力させるように指示する。
【００２８】
－高解像度モード－
　高解像度モードは、動画撮影モード時に解像度設定部１８ｆによって設定されるモード
であり、上記の各解像度モードのうち最も解像度が高い画像データが生成される。この場
合、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７に高解像度モードを指示する第４
指示信号を出力する。第４指示信号を入力したタイミングジェネレータ１７は、撮像素子
１４の画像生成用領域Ｒ１を構成する全画素から画像信号を出力させる（以後、全画素読
み出しと呼ぶ）。
【００２９】
　図４（ｄ）に画像信号が出力される画素が含まれる画素行を斜線領域で示す。図４（ｄ
）に示すように、画像生成用領域Ｒ１の全画素から出力された画像信号を用いて画像デー
タが生成されるので、全ての解像度モードの中で最も解像度が高くなる。また、高解像度
モードにおいて画像信号の出力に要する時間はｔＨ[s]となり、全ての解像度モードの中
で画像信号の出力に最も時間がかかる。さらに、タイミングジェネレータ１７は、撮像素
子１４に対してそれぞれの画素からの画像信号の出力を１４ｂｉｔで出力させるように指
示する。
【００３０】
　以下、ユーザの操作部３０の操作に応じて、ライブビューモード、動画撮影モードにお
けるデジタルカメラ１の動作について説明する。
－ライブビューモード－
　操作部３０の操作によりライブビューモードが設定されると、制御回路１８は、クイッ
クリターンミラー１０を図１の破線で示す位置へ回動し、撮影レンズＬ１を通過した被写
体光が撮像素子１４に導かれるようにする。さらに、解像度設定部１８ｆは、解像度モー
ドを第１低解像度モードに設定する。そして、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレ
ータ１７に第１指示信号を出力して、撮像素子１４に１／９間引き読出しを行わせる。こ
のとき、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７に指示して、画像信号の読み
出し周期（フレームレート）を、たとえば１／３０[s]に設定させる。
【００３１】
　上述したように、第１低解像度モードの場合には、画像生成用領域Ｒ１から画像信号の
出力に要する時間は１／９×ｔＨ[s]である。この場合、タイミングジェネレータ１７は
、（１／３０－１／９×ｔＨ）[s]の間、ブランキング領域Ｒ２に含まれる画素から画像
信号を出力させる。すなわち、タイミングジェネレータ１７は、画像生成用領域Ｒ１から
の画像信号の出力に要する時間のうち１／９間引き読出しにより短縮された分を、ブラン
キング領域Ｒ２から画像信号を出力させて補うことにより、フレームレートを１／３０[s
]に維持する。この場合、ブランキング領域Ｒ２に含まれる画素からの画像信号の出力時
間（ブランキング時間）が（１／３０－１／９×ｔＨ）[s]となるように、ブランキング
領域Ｒ２の中から画像信号を出力する画素行の数が予め決定されている。そして、タイミ
ングジェネレータ１７は決定された画素行数に含まれる画素から画像信号を出力させる。
１画素行からの画像信号の出力に要する時間ｔｈ[s]は撮像素子１４の性能により決まっ
ているので、上記のブランキング時間（１／３０－１／９×ｔＨ）[s]をｔｈ[s]で割るこ
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とにより、ブランキング領域Ｒ２から画像信号を出力する画素行の数が決定される。
【００３２】
　なお、ブランキング領域Ｒ２に含まれる画素行が上記の決定された画素行に満たない場
合は、タイミングジェネレータ１７は、ブランキング領域Ｒ２で既に画像信号を出力済の
画素行から再度画像信号を出力させる。このため、ブランキング領域Ｒ２に含まれる画素
行が１画素行のみの場合は、タイミングジェネレータ１７は、同一の画素行からブランキ
ング時間（１／３０－１／９×ｔＨ）[s]の間、繰り返し画像信号を出力させる。
【００３３】
　上述したようにして画像信号が読み出されると、画像処理部１８ａは、取得した画像信
号に対して上述した各種の画像処理を施して画像データを生成する。ただし、上述したよ
うに、ブランキング領域Ｒ２に含まれる画素から読み出された画像信号は画像データの生
成には用いられない。そして、再生部１８ｅは、生成された画像データを用いて表示用画
像データを生成して、ＬＣＤ駆動回路１９へ出力し、再生画像を液晶表示器１９１に表示
させる。ライブビューモードが設定されている間は、デジタルカメラ１は上記の処理を繰
り返し実行する。その結果、フレームレート１／３０[s]ごとに逐次画像が更新されるラ
イブビュー表示が液晶表示器１９１で行われる。
【００３４】
　ライブビュー表示中にユーザによるレリーズボタンの半押し操作（一例）に応じて操作
部３０から撮影準備を指示する信号（撮影準備信号）が出力されると、解像度設定部１８
ｆは解像度モードを第２低解像度モードに設定する。第２低解像度モードが設定されると
、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７に第２指示信号を出力し、撮像素子
１４に１／５間引き読出しを行わせる。
【００３５】
　上述したように、第２低解像度モードの場合には、画像生成用領域Ｒ１から画像信号の
出力に要する時間は１／５×ｔＨ[s]である。この場合、タイミングジェネレータ１７は
、ブランキング時間（１／３０－１／５×ｔＨ）[s]の間、ブランキング領域Ｒ２に含ま
れる画素から画像信号を出力させる。すなわち、タイミングジェネレータ１７は、画像生
成用領域Ｒ１からの画像信号の出力に要する時間のうち１／５間引き読出しにより短縮さ
れた分を、ブランキング領域Ｒ２から画像信号を出力させて補うことにより、フレームレ
ートを１／３０[s]に維持する。第１低解像度モードの場合と同様にして、ブランキング
時間が（１／３０－１／５×ｔＨ）[s]となるように、ブランキング領域Ｒ２の中から画
像信号を出力する画素行の数が予め決定されている。そして、タイミングジェネレータ１
７は決定された画素行数に含まれる画素から画像信号を出力させる。なお、ブランキング
領域Ｒ２に含まれる画素行が上記の決定された画素行に満たない場合については、上述し
た場合と同様に、タイミングジェネレータ１７は、ブランキング領域Ｒ２で既に画像信号
を出力済の画素行から再度画像信号を出力させる。
【００３６】
　そして、画像処理部１８ａは、上述したように画像生成用領域Ｒ１から出力された画像
信号に対して上述した各種の画像処理を施して画像データを生成し、再生部１８ｅは生成
された画像データを用いて表示用画像データを生成して、ＬＣＤ駆動回路１９へ出力する
。その結果、撮影準備が指示されている間は、デジタルカメラ１は上記の処理を繰り返し
実行するので、フレームレート１／３０[s]ごとに逐次画像が更新されるライブビュー表
示が液晶表示器１９１で行われる。
【００３７】
－動画撮影モード－
　動画撮影の開始が指示されると、解像度設定部１８ｆは解像度モードを標準解像度モー
ドに設定する。動画撮影の開始の指示としては、以下の２つの場合がある。
（１）ライブビューモード時に撮影準備を指示する操作が行われた後、ユーザによるレリ
ーズボタンの全押し操作に応じて操作部３０から動画像データの取得開始を指示する信号
（撮影指示信号）が出力された場合。



(10) JP 2013-121005 A 2013.6.17

10

20

30

40

50

（２）ユーザによる操作部３０の操作により動画撮影モードが設定された後、ユーザによ
るレリーズボタンの全押し操作に応じて操作部３０から撮影指示信号が出力された場合。
【００３８】
　標準解像度モードが設定されると、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７
に第３指示信号を出力する。その結果、撮像素子１４は１／３間引き読出しを行う。
【００３９】
　上述したように、標準解像度モードの場合には、画像生成用領域Ｒ１から画像信号の出
力に要する時間は１／３×ｔＨ[s]である。この場合、タイミングジェネレータ１７は、
ブランキング時間（１／３０－１／３×ｔＨ）[s]の間、ブランキング領域Ｒ２に含まれ
る画素から画像信号を出力させる。すなわち、タイミングジェネレータ１７は、画像生成
用領域Ｒ１からの画像信号の出力に要する時間のうち１／３間引き読出しにより短縮され
た分を、ブランキング領域Ｒ２から画像信号を出力させて補うことにより、フレームレー
トを１／３０[s]に維持する。第１低解像度モードの場合と同様にして、ブランキング時
間が（１／３０－１／３×ｔＨ）[s]となるように、ブランキング領域Ｒ２の中から画像
信号を出力する画素行の数が予め決定されている。そして、タイミングジェネレータ１７
は決定された画素行数に含まれる画素から画像信号を出力させる。なお、ブランキング期
間Ｒ２に含まれる画素行が上記の決定された画素行に満たない場合については、上述した
場合と同様に、タイミングジェネレータ１７は、ブランキング領域Ｒ２で既に画像信号を
出力済の画素行から再度画像信号を出力させる。
【００４０】
　そして、画像処理部１８ａは、上述したようにして画像生成用領域Ｒ１から出力された
画像信号に対して上述した各種の画像処理を施して画像データを生成し、再生部１８ｅは
生成された画像データを用いて表示用画像データを生成して、ＬＣＤ駆動回路１９へ出力
する。その結果、撮影準備が指示されている間は、デジタルカメラ１は上記の処理を繰り
返し実行するので、フレームレート１／３０[s]ごとに逐次画像が更新される動画像が液
晶表示器１９１で行われる。画像記録部１８ｂは、画像処理部１８ａにより生成された画
像データに対して圧縮処理を行い、動画像データとしてメモリカード３２へ記録する。
【００４１】
　上述したように動画撮影モードによる動画撮影が行われているときに、次の高解像度に
変更するための条件（１）、（２）のいずれかの場合に、解像度設定部１８ｆは解像度モ
ードを高解像度モードに設定する。そして、読出指示部１８ｄはタイミングジェネレータ
１７に第４指示信号を出力して、撮像素子１４に全画素読出しを行わせる。
（１）ユーザによる解像度変更ボタンの操作
（２）検出部１８ｃによる被写体認識
【００４２】
（１）解像度変更ボタンの操作
　ユーザによる解像度変更ボタンの解像度変更指示操作に応じて、操作部３０から解像度
の変更を指示する信号が出力されると、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１
７に第４指示信号を出力する。すなわち、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ
１７を介して撮像素子１４を制御して、画像信号を高解像度モードで出力させる。
【００４３】
（２）検出部１８ｃによる被写体認識
　検出部１８ｃは、上述した顔認識処理や移動被写体検出処理により被写界内に追尾の対
象となる被写体（主要被写体）を検出すると、検出信号を出力する。なお、検出部１８ｃ
は、検出した被写体の被写界内での位置が被写界内の所定の領域（たとえば中央部近傍の
領域）に含まれる場合に、検出信号を出力してもよい。解像度設定部１８ｆは、検出信号
が入力されると解像度モードを高解像度モードに設定する。高解像度モードが設定される
と、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７に第４指示信号を出力して、撮像
素子１４から画像信号を高解像度モードで出力させる。以後、検出部１８ｃから検出信号
が入力されている間は、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７を介して、撮
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像素子１４を制御して、高解像度モードにて画像信号を出力させる。なお、検出部１８ｃ
による被写体認識の結果に応じて高解像度モードに変更するか否かについては、ユーザが
液晶表示器１９１に表示されるメニュー画面上から設定することができる。
【００４４】
　読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７に第４指示信号を出力することによ
って、撮像素子１４に全画素読出しを行わせる。高解像度モードの場合には、画像生成用
領域Ｒ１から画像信号の出力に要する時間はｔＨ[s]である。この場合、タイミングジェ
ネレータ１７は、ブランキング時間（１／３０－ｔＨ）[s]の間、ブランキング領域Ｒ２
に含まれる画素から画像信号を出力させる。すなわち、タイミングジェネレータ１７は、
画像生成用領域Ｒ１からの画像信号の出力に要する時間とフレームレートの１／３０[s]
との差分に該当するブランキング時間が経過するまで、ブランキング領域Ｒ２から画像信
号を出力させて補うことにより、フレームレートを１／３０[s]に保持する。第１低解像
度モードの場合と同様にして、ブランキング時間が（１／３０－ｔＨ）[s]となるように
、ブランキング領域Ｒ２の中から画像信号を出力する画素行の数が予め決定されている。
そして、タイミングジェネレータ１７は決定された画素行数に含まれる画素から画像信号
を出力させる。なお、ブランキング期間Ｒ２に含まれる画素行が上記の決定された画素行
に満たない場合については、上述した場合と同様に、タイミングジェネレータ１７は、ブ
ランキング領域Ｒ２で既に画像信号を出力済の画素行から再度画像信号を出力させる。
【００４５】
　画像処理部１８ａは、上述したようにして画像生成用領域Ｒ１から出力された画像信号
に対して上述した各種の画像処理を施して画像データを生成し、再生部１８ｅは生成され
た画像データを用いて表示用画像データを生成して、ＬＣＤ駆動回路１９へ出力する。そ
の結果、撮影準備が指示されている間は、デジタルカメラ１は上記の処理を繰り返し実行
するので、フレームレート１／３０[s]ごとに逐次画像が更新される動画像が液晶表示器
１９１で行われる。画像記録部１８ｂは、画像処理部１８ａにより生成された画像データ
に対して圧縮処理を行い、動画像データとしてメモリカード３２へ記録する。
【００４６】
　高解像度モードで画像信号が出力されている際に、ユーザによる解像度変更ボタンの解
像度変更指示操作に応じて、操作部３０から解像度の変更を指示する信号が出力されると
、解像度設定部１８ｆは、解像度モードを高解像度モードから標準解像度モードに変更す
る。そして、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７に第３指示信号を出力し
て、撮像素子１４から画像信号を標準解像度モードで出力させる。
【００４７】
　検出部１８ｃによる被写体認識の結果に従って高解像度モードが設定された場合は、検
出部１８ｃにより検出されていた動体被写体が被写界内に存在しなくなると、撮像素子１
４から出力される画像信号は高解像度から標準解像度に変更される。具体的には、検出部
１８ｃは、追尾していた動体被写体が被写界内で検出できない場合には、検出信号の出力
を終了する。なお、検出部１８ｃは、検出した被写体の被写界内での位置が被写界内の中
央部近傍の領域の外部の場合に、検出信号の出力を終了してもよい。解像度設定部１８ｆ
は、検出部１８ｃからの検出信号を入力しなくなると、解像度モードを高解像度モードか
ら標準解像度モードに変更する。そして、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ
１７に第３指示信号を出力する。以後、デジタルカメラ１は、上述した標準解像度モード
による処理を行うことにより、動画像の撮影および記録を行う。
【００４８】
　以上で説明した実施の形態のデジタルカメラ１によれば、以下の作用効果が得られる。
（１）撮像素子１４は、交換レンズ２を介して入射した被写体からの光束を受光して、所
定の読出周期であるフレームレートにて、逐次、所定の解像度の画像信号を出力する。解
像度設定部１８ｆは、撮影モードの種類や撮影条件等の所定条件に基づいて、画像信号の
解像度を設定する。そして、読出指示部１８ｄは、画像信号が出力されているときに、フ
レームレートを保持したまま、画像信号の解像度を解像度設定部１８ｆにより設定された
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解像度に変更して、撮像素子１４から画像信号を出力させるようにした。具体的には、撮
像素子１４は、画像を生成するための画像信号を出力する複数の画素が二次元状に配列さ
れた画像生成用領域Ｒ１と、画像の生成には使用しない画像信号を出力する複数の画素が
配列されたブランキング領域Ｒ２とを有している。解像度モードには、少なくとも第１低
解像度モードと、第１低解像度モードよりも高解像度の標準解像度モードとが含まれるよ
うにした。読出制御部１８ｄは、第１低解像度モードで画像信号を出力させる場合、画像
生成用領域Ｒ１に配列された画素のうちの１／９の個数の画素から画像信号を出力させる
。そして、読出制御部１８ｄは、画像生成用領域Ｒ１から画像信号を出力する際に要する
時間（１／９×ｔＨ）[s]との合計時間がフレームレートの１／３０[s]となるようにブラ
ンキング領域Ｒ２の画素から画像信号を出力させる。また、読出制御部１８ｄは、標準解
像度モードで画像信号を出力させる場合、画像生成用領域Ｒ１に配列された画素のうちの
１／３の個数の画素から画像信号を出力させる。すなわち、読出制御部１８ｄは、第１低
解像度モードの時よりも多い個数の画素から画像信号を出力させる。そして、読出制御部
１８ｄは、画像生成用領域Ｒ１から画像信号を出力する際に要する時間（１／３×ｔＨ）
との合計時間がフレームレートの１／３０[s]となるようにブランキング領域Ｒ２の画素
から画像信号を出力させるようにした。したがって、解像度が変更された場合であっても
、フレームレートが一定に保たれた自然な動画像またはライブビュー画像を生成すること
ができる。さらには、第１低解像度モードの場合には、標準解像度モードの場合よりも少
ない画素から画像信号が出力されるので、従来のように全画素から出力された画像信号を
モードに応じた解像度になるように処理を加えるものと比べて、画像信号の出力に要する
電力消費を抑制できる。
【００４９】
（２）ユーザによる操作部３０の操作に応じて、撮像素子１４によってフレームレートで
逐次出力された画像信号を動画像データとして取得して記録する動画撮影モードと、画像
信号に対応する画像を液晶表示器１９１に表示するライブビューモードとを設定可能とし
た。そして、解像度設定部１８ｆは、ライブビューモードが設定されている場合には、第
１低解像度モードを設定し、動画撮影モードに設定されている場合には、標準解像度モー
ドを設定するようにした。したがって、画像データの記録を伴わないライブビューモード
では解像度を低くして画像信号を出力させる画素数を少なくすることで電力消費を抑制す
るとともに、画像データの記録を行う動画撮影モードでは高い解像度で精細な画質を記録
できる。
【００５０】
（３）ライブビューモードが設定されているときに、ユーザによりレリーズボタンの全押
し操作が行われ、動画像データの取得開始を指示する撮影指示信号が操作部３０から出力
されると、解像度設定部１８ｆは、第１低解像度モードから標準解像度モードへ変更する
ようにした。したがって、ライブビューモードから動画撮影モードへの変更に応じて解像
度が変更された場合であっても、液晶表示器１９１にはフレームレートが一定に保持され
た一連の動画像として表示されるので、ユーザは、違和感を覚えることなく画像を観察で
きる。
【００５１】
（４）解像度モードには、高解像度モードが含まれ、読出制御部１８ｄは、高解像度モー
ドの場合、画像生成用領域Ｒ１に配列された全ての画素から画像信号を出力させ、全ての
画素から画像信号を出力する際に要する時間ｔＨ[s]との合計時間がフレームレートの１
／３０[s]となるようにブランキング領域Ｒ２から画像信号を出力させるようにした。し
たがって、第１低解像度モードや標準解像度モードよりも解像度が高い高解像度モードが
設定され、画像生成用領域Ｒ１の全画素から画像信号が出力される場合であっても、フレ
ームレートを１／３０[s]に保って、一連の連続した画像データを生成できる。
【００５２】
（５）検出部１８ｃは、動画撮影モードのときに、撮影条件が変化したことを検出するよ
うにし、解像度設定部１８ｆは、検出部１８ｃにより撮影条件が変化したことが検出され



(13) JP 2013-121005 A 2013.6.17

10

20

30

40

50

ると、標準解像度モードから高解像度モードへ変更するようにした。具体的には、検出部
１８ｃによっては、ユーザによる解像度変更ボタンの操作に応じて操作部３０から解像度
の変更を指示する信号が出力されたことが検出されると、解像度設定部１８ｆは高解像度
モードへ変更するようにした。したがって、ユーザが所望するシーン等に応じて、フレー
ムレートを低下させることなく、解像度の高い高精細な動画像データを生成することがで
きる。さらに、検出部１８ｃによって、撮像素子１４から出力された画像信号を用いて主
要被写体が検出されると、解像度設定部１８ｆは高解像度モードへ変更するようにした。
したがって、顔認識処理や移動被写体検出処理により追尾の対象となる被写体が検出され
た場合には、高解像度モードが設定されることにより、被写体を高精細な画質で撮影して
記録できる。
【００５３】
　以上で説明した実施の形態のデジタルカメラ１を、以下のように変形できる。
（１）操作部３０としてタッチパネルを液晶表示器１９１の表面に設けることにより、ユ
ーザによるタッチパネルの操作に応じて読出指示部１８ｄが解像度モードを変更するよう
にしてもよい。この場合、たとえばライブビューモード（すなわち第１低解像度モード）
の場合に、ユーザによるタッチパネルの操作に応じて操作部３０から操作信号が出力され
ると、撮影準備指示が行われたものと判断して、解像度設定部１８ｆは撮像素子１４の解
像度モードを第２低解像度モードに変更すればよい。または、動画撮影モード時（標準解
像度モード）の場合に、ユーザによるタッチパネルの操作に応じて操作部３０から操作信
号が出力されると、解像度設定部１８ｆは、撮像素子１４の解像度モードを高解像度モー
ドに変更すればよい。さらには、高解像度モードの時に、ユーザによるタッチパネルの操
作に応じて操作部３０から操作信号が出力されると、解像度設定部１８ｆは、撮像素子１
４の解像度モードを標準解像度モードに変更してもよい。
【００５４】
（２）動画撮影モード時（標準解像度モード）にデジタルカメラ１の周囲で歓声が起こっ
たような場合に、高解像度モードによる画像信号の出力に変更してもよい。この場合、デ
ジタルカメラ１は、図５のブロック図に示すように、デジタルカメラ１の周囲の音声を集
音するマイク４０を有する。制御回路１８は、音声処理部１８ｇをさらに機能的に備える
。そして、音声処理部１８ｇは、マイク４０で集音された音声信号を増幅し、増幅後の信
号をＡ／Ｄ変換によってデジタル音声データに変換し、デジタル音声データに対して所定
の信号処理を施す。さらに、音声処理部１８ｇは、マイク４０で集音した音声の音量が所
定レベル以上か否かを判定する。すなわち、音声処理部１８ｇは、デジタル音声データの
音声信号レベルが所定値以上か否かを判定する。音声処理部１８ｇにより音声信号レベル
が所定値以上と判定された場合には、解像度設定部１８ｆは解像度モードを高解像度モー
ドに設定する。そして、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７に第４指示信
号を出力して、高解像度モードで撮像素子１４から画像信号を出力させる。この結果、周
囲の音声の音量が所定レベル以上の場合に高解像度モードで画像信号が出力されるので、
運動会やサッカー場で歓声が湧き上がるような場面を高解像度の動画で記録できる。なお
、音声処理部１８ｇによって音声信号レベルが所定値以上になった状態から再び所定値未
満となったことが判定された場合には、音声信号レベルが所定値未満となってから所定時
間が経過した後、解像度設定部１８ｆは解像度モードを標準解像度モードに変更する。
【００５５】
（３）撮像素子１４は、各解像度モードにおいて間引き読出しにより出力される画素行の
数を変えるものに代えて、所定の画素行からの画像信号を加算してから出力する画素加算
読出しを行ってもよい。この場合、撮像素子１４は、各解像度モードに応じて加算する画
素行の数を変える。すなわち、撮像素子１４は、各解像度モードのうち解像度が低いモー
ドほど加算する画素行数を多くすればよい。
【００５６】
（４）撮像素子１４は、各解像度モードにおいて間引き読出しにより出力される画素行の
数を変えるものに代えて、解像度モードに応じて、画像生成用領域Ｒ１内の領域のうち画
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像信号を出力する領域を変更してもよい。たとえば、第１低解像度モードの場合には、撮
像素子１４は、画像生成用領域Ｒ１の中央近傍の狭い領域に含まれる画素から画像信号を
出力させる。そして、撮像素子１４は、第２低解像度モードの場合には、第１低解像度モ
ードのときよりも広い領域に含まれる画素から画像信号を出力させ、標準解像度モードの
場合には、第２解像度モードのときよりも広い領域に含まれる画素から画像信号を出力さ
せる。なお、この場合も、高解像度モードの場合には、撮像素子１４は、画像生成用領域
Ｒ１に含まれる全画素から画像信号を出力させる。
【００５７】
（５）解像度モードに応じて、読出指示部１８ｄは、タイミングジェネレータ１７によっ
て駆動される撮像素子１４の駆動周波数を切り換えるようにしてもよい。たとえば、第１
低解像度モードや第２低解像度モードの場合には、画像信号を出力する画素数が少ないの
で、画像信号の出力に要する時間が短い。このような場合には、読出指示部１８ｄは、タ
イミングジェネレータ１７に指示して、撮像素子１４の駆動周波数を低くさせて、画素行
ごとに画像信号を出力するための速度を遅くさせる。ただし、読出指示部１８ｄは、画像
生成用領域Ｒ１からの画像信号の出力時間が、フレームレートの１／３０[s]を超えない
程度に駆動周波数を低下させるものとする。この結果、撮像素子１４からの画像信号の出
力によって消費される電力を低減できる。
【００５８】
（６）動画撮影モード（標準解像度モード）時、バッテリの残容量が所定値未満の場合に
は、高解像度モードへ変更する条件が満たされている場合であっても、制御回路１８は、
解像度設定部１８ｆによる高解像度モードへの変更を禁止させてよい。すなわち、読出指
示部１８ｄは第４指示信号をタイミングジェネレータ１７に出力して、撮像素子１４によ
る標準解像度モードでの画像信号の出力を継続させる。図６のブロック図に示すように、
デジタルカメラ１は各部に電力を供給するためのバッテリ５０を備えている。制御回路１
８は、さらに、バッテリ５０が有する電力残容量を常時計測する残容量判定部１８ｈを機
能的に備える。残容量判定部１８ｈは、計測結果である残容量信号を入力するとＡ／Ｄ変
換した後、バッテリ５０の残容量と予め設定された閾値（たとえば全容量の５０パーセン
ト）とを比較する。動画撮影モード時に、残容量判定部１８ｈによってバッテリの残容量
が閾値未満であることが検出された場合は、制御回路１８は、解像度設定部１８ｆに対し
て高解像度モードへの変更を禁止させる。したがって、バッテリ５０の残容量が全容量の
５０パーセント未満となった場合には、ユーザによる解像度変更操作が行われた場合であ
っても、検出部１８ｃから検出信号を入力した場合であっても、読出指示部１８ｄは、第
４指示信号の出力を行わない。その結果、画像生成用領域Ｒ１に含まれる全画素から画像
信号が出力されないので、電力消費を抑制できる。
【００５９】
　なお、バッテリ５０の残容量に応じて高解像度モードへの変更禁止を設定するか否かは
、液晶表示器１９１に表示されるメニュー画面から行うものとする。また、動画撮影モー
ド（標準解像度モード）時にバッテリ５０の残容量が５０パーセント以下であることが検
出された場合に、解像度設定部１８ｆは、第１解像度モードまたは第２解像度モードへ変
更してもよい。
【００６０】
（７）高解像度モードに変更されてから所定時間が経過した後に、解像度設定部１８ｆは
、解像度モードを標準解像度モードに変更してもよい。この場合の所定時間は、ユーザが
メニュー画面から設定可能とする。
【００６１】
（８）各解像度モードにおいてフレームレートを維持するために、それぞれの解像度モー
ドにおいて異なるブランキング時間の間ブランキング領域Ｒ２内の画素から画像信号を出
力させ続けるものに限定されない。たとえば、撮像素子１４は、画像生成用領域Ｒ１から
の画像信号の出力が終了してから所定の時間が経過した後、ブランキング領域Ｒ２に含ま
れる、たとえば１画素行から画像信号を出力してもよい。この場合、画像生成用領域Ｒ１
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からの画像信号の出力時間と、ブランキング領域Ｒ２に含まれる１画素行からの画像信号
の出力時間（ｔｈ[s]）とを合計した時間が、フレームレートの１／３０[s]となるように
所定の時間が設定されていればよい。
【００６２】
（９）実施の形態においては、ライブビューモード時および動画撮影モード時に解像度モ
ードを変更するものとして説明したが、読出指示部１８ｄは、静止画を連続して撮影する
連続撮影（連写）時に、フレームレートを維持したまま解像度を変更させてもよい。
【００６３】
（１０）解像度モードとして第２低解像度モードを備えないものであってもよい。すなわ
ち、解像度設定部１８ｆは、操作部３０が撮影指示信号を出力するまでは第１低解像度モ
ードに設定し、操作部３０が撮影指示信号を出力すると標準解像度モードに変更してもよ
い。また、解像度モードは第１低解像度モードと標準解像度モードとを備えるものでもよ
い。この場合、解像度設定部１８ｆは、操作部３０が撮影指示信号を出力しても高解像度
モードへの変更を行わず、動画像撮影のときに上述した高解像度に変更するための条件（
１）または（２）が満たされた場合に、標準解像度モードに変更すればよい。
【００６４】
　また、本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態に限定されるものでは
なく、本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の形態についても、本発明の範囲
内に含まれる。説明に用いた実施の形態および変形例は、それぞれを適宜組合わせて構成
しても構わない。
【符号の説明】
【００６５】
１４　撮像素子、　１８　制御回路、
１８ｃ　検出部、　１８ｄ　読出指示部、
１８ｆ　解像度設定部、　１８ｇ　音声処理部、
１８ｈ　残容量判定部、　３０　操作部、
４０　マイク、　５０　バッテリ、
Ｒ１　画像生成用領域、　Ｒ２　ブランキング領域
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