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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して撮像画像を得る撮像部と、
　上記撮像画像を表示する表示部と、
　上記表示部の表示画面上に配置されるタッチ検出部と、
　撮影者が上記タッチ検出部のエリアをタッチ・スライド操作した際に、上記撮像画像か
ら得た複数の静止画を組写真として配置するための枠を設定する枠設定部と、
　撮影者による上記タッチ検出部のエリアにおける被写体タッチ操作に基づいて上記撮像
画像中からタッチされた被写体を判定する被写体判定部と、
　上記撮像部の動画撮影中に、上記タッチ検出部のエリアの被写体をタッチするタイミン
グで静止画を取得する静止画取得部と、
　上記静止画と上記枠とが上記表示画面に表示された状態で、撮影者が上記取得された静
止画を、所定の枠へタッチ・スライド操作した際に、当該枠に対する当該静止画の配置位
置を決定する配置部と、
　上記配置部の配置に従って決定された、上記枠に対応する複数の静止画を合成した組写
真を生成する合成部と
　を具備したことを特徴とする撮影機器。
【請求項２】
　上記被写体判定部は、顔検出部、人体検出部及び色・柄検出部を制御することで被写体
検出を行うことを特徴とする請求項１に記載の撮影機器。
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【請求項３】
　撮影者のタッチ操作によって指定された被写体を含む所定の切出し範囲のサイズを上記
枠のサイズよりも大きく設定する静止画処理部と、
　上記設定された切出し範囲内の画像を上記所定の枠に対応させて記録するメモリ部と、
を、更に有し、
　上記合成部は、組写真の生成に際して、上記各枠内での画像を移動、または、画像サイ
ズの拡大、縮小を行って、上記組写真を生成することを特徴とする請求項１に記載の撮影
機器。
【請求項４】
　上記配置部によって上記枠に対する上記静止画の配置位置を決定する際、上記枠は、動
画を表示している上記表示部の表示画面に縮小表示されることを特徴とする請求項１に記
載の撮影機器。
【請求項５】
　更に、上記静止画取得部が上記静止画を取得する際の静止画取得条件を設定するととも
に動画撮影中の動画像中に上記静止画取得条件に一致した画像が含まれるか否かを判定す
る条件判定部を具備したことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１つに記載の撮影機
器。
【請求項６】
　上記静止画取得条件は、被写体の表情、体位、または構図であることを特徴とする請求
項５に記載の撮影機器。
【請求項７】
　上記条件判定部によって設定された静止画取得条件は、上記表示部の上記表示画面上に
表示された枠の内部に合成表示されることを特徴とする請求項５又は６に記載の撮影機器
。
【請求項８】
　撮像部によって被写体を撮像して撮像画像を得、
　撮影者が表示部の表示画面上に配置されたタッチ検出部のエリアをタッチ・スライド操
作した際に、上記撮像部による動画から得た複数の静止画を組写真として配置するための
枠を設定し、
　撮影者による上記タッチ検出部のエリアにおける被写体タッチ操作に基づいて上記動画
中からタッチされた被写体を判定し、
　上記動画撮影中に、上記タッチ検出部のエリアの被写体をタッチするタイミングで静止
画を取得し、
　上記静止画と上記枠とが上記表示画面に表示された状態で、撮影者が上記取得された静
止画を、所定の枠へタッチ・スライド操作した際に、当該枠に対する当該静止画の配置位
置を決定し、
　上記枠に対応する配置位置が決定された複数の静止画を合成した組写真を生成すること
を特徴とする撮影方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静止画及び動画の撮影が可能なデジタルカメラ等に好適な撮影機器及び撮影
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラなどの撮影機能付き携帯機器（撮影機器）が普及している。この
種の撮影機器においては表示部を有して、撮影画像を表示する機能を有するものもある。
また、表示部にメニュー画面を表示して、撮影機器の操作を容易にしたものもある。更に
、表示部にタッチパネルを配置して、タッチパネルに対するタッチ操作によって撮影機器
の操作が可能なものもある。
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【０００３】
　また、この種の撮影機器においては、画像処理を駆使して、撮影した写真に、様々な効
果を付加する技術も開発されており、例えば、撮影した複数の写真を組み合わせて１枚の
写真とする組写真を生成する撮影機器も開発されている。
【０００４】
　また、静止画だけでなく、動画撮影が可能な撮影機器もある。更に、動画撮影中におい
て、静止画を取得可能にした装置も開発されている。例えば、特許文献１においては、動
画撮影時に、より好ましい構図の静止画を取得するようにした装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－８９２２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の提案では、組写真を想定しておらず、単写真としては良い
構図であっても組写真に適した構図やタイミングで撮影された静止画が得られるとは限ら
ない。例えば、撮像画像中に複数の被写体が存在する場合、全ての被写体が同時に最適な
構図になるとは限らず、このため、特許文献１の発明を利用したとしても、ユーザが希望
する静止画による組写真が生成されない可能性が高く、希望する組写真を得るために撮影
を繰り返す必要があるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、撮影時において、組写真としてユーザが希望する構図やタイミングで撮影さ
れた静止画による組写真を簡単に生成することができる撮影機器及び撮影方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様による撮影機器は、被写体を撮像して撮像画像を得る撮像部と、上記撮
像画像を表示する表示部と、上記表示部の表示画面上に配置されるタッチ検出部と、撮影
者が上記タッチ検出部のエリアをタッチ・スライド操作した際に、上記撮像画像から得た
複数の静止画を組写真として配置するための枠を設定する枠設定部と、撮影者による上記
タッチ検出部のエリアにおける被写体タッチ操作に基づいて上記撮像画像中からタッチさ
れた被写体を判定する被写体判定部と、上記撮像部の動画撮影中に、上記タッチ検出部の
エリアの被写体をタッチするタイミングで静止画を取得する静止画取得部と、上記静止画
と上記枠とが上記表示画面に表示された状態で、撮影者が上記取得された静止画を、所定
の枠へタッチ・スライド操作した際に、当該枠に対する当該静止画の配置位置を決定する
配置部と、上記配置部の配置に従って決定された、上記枠に対応する複数の静止画を合成
した組写真を生成する合成部とを具備する。
【０００９】
　また、本発明の一態様による撮影方法は、撮像部によって被写体を撮像して撮像画像を
得、撮影者が表示部の表示画面上に配置されたタッチ検出部のエリアをタッチ・スライド
操作した際に、上記撮像部による動画から得た複数の静止画を組写真として配置するため
の枠を設定し、撮影者による上記タッチ検出部のエリアにおける被写体タッチ操作に基づ
いて上記動画中からタッチされた被写体を判定し、上記動画撮影中に、上記タッチ検出部
のエリアの被写体をタッチするタイミングで静止画を取得し、上記静止画と上記枠とが上
記表示画面に表示された状態で、撮影者が上記取得された静止画を、所定の枠へタッチ・
スライド操作した際に、当該枠に対する当該静止画の配置位置を決定し、上記枠に対応す
る配置位置が決定された複数の静止画を合成した組写真を生成する。
【発明の効果】
【００１０】
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　本発明は、撮影時において、組写真としてユーザが希望する構図やタイミングで撮影さ
れた静止画による組写真を簡単に生成することができるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る撮影機器の回路構成を示すブロック図。
【図２】枠生成部２１ｂの枠の設定方法の一例を説明するための説明図。
【図３】枠の設定が終了した状態を示す説明図。
【図４】枠の設定が終了した状態を示す説明図。
【図５】組写真生成処理を説明するためのフローチャート。
【図６】組写真生成操作を説明するための説明図。
【図７】本発明の第２の実施の形態を示すブロック図。
【図８】条件判定部２１ｃを説明するための説明図。
【図９】条件判定部２１ｃを説明するための説明図。
【図１０】組写真生成処理を説明するためのフローチャート。
【図１１】第２の実施の形態の動作を説明するための説明図。
【図１２】第２の実施の形態の動作を説明するための説明図。
【図１３】第２の実施の形態の動作を説明するための説明図。
【図１４】本発明の第３の実施の形態を示すフローチャート。
【図１５】複数の設定を行う場合の動作を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１３】
（第１の実施の形態）
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る撮影機器の回路構成を示すブロック図である。
本実施の形態は、動画記録中に、ユーザの希望に添った静止画を用いて組写真を生成する
ことを可能にしたものである。
【００１４】
　本実施の形態における撮影機器１０は、前面にレンズ部１１が配置されている。レンズ
部１１は、撮像部１５に被写体像を導く光路部１２を有しており、光路部１２には、ズー
ムやフォーカシングのための複数のレンズ１３及び絞り等（図示せず）が設けられている
。レンズ部１１に設けられたレンズ制御部１４は、後述する制御部２１によって制御され
て、光路部１２に設けられたレンズ１３及び絞りを駆動して、ピント合わせ、絞り調整及
びズーム制御が可能となっている。
【００１５】
　レンズ部１１の後端側には、ＣＣＤやＣＭＯＳセンサ等の撮像素子１６によって構成さ
れた撮像部１５が設けられている。撮像部１５は、前面に設けられたレンズ部１１からの
被写体像を光電変換して撮像画像を得る。撮像部１５は、制御部２１によって駆動制御さ
れて、撮像画像を出力する。
【００１６】
　制御部２１は、例えばＣＰＵ等によって構成されて、撮影機器１０の各部を制御する。
制御部２１は、撮像部１５に撮像素子の駆動信号を出力すると共に、撮像部１５からの撮
像画像を読み出す。制御部２１は、読み出した撮像画像に対して、所定の信号処理、例え
ば、色調整処理、マトリックス変換処理、ノイズ除去処理、その他各種の信号処理を行う
。
【００１７】
　撮影機器１０には、操作検出部３１も配設されている。操作検出部３１は、撮影機器１
０に設けられた図示しないレリーズボタン、ファンクションボタン、撮像モード設定等の
各種スイッチ等を含む操作部に対するユーザ操作に基づく操作信号を発生して、制御部２
１に出力するようになっている。制御部２１は、操作信号に基づいて、各部を制御する。



(5) JP 6104077 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

【００１８】
　制御部２１は、撮像画像を画像記録部３５に与えて記録させることができる。この場合
には、制御部２１は、信号処理後の撮像画像を圧縮処理し、圧縮後の画像を画像記録部３
５に与えて記録させることができる。画像記録部３５としては、例えばカードインターフ
ェースを採用することができ、画像記録部３５はメモリカード等の記録媒体に画像情報及
び音声情報等を記録可能である。
【００１９】
　制御部２１の表示制御部２１ａは表示に関する各種処理を実行する。表示制御部２１ａ
は、信号処理後の撮像画像を表示部３６に与えることができる。表示部３６は、ＬＣＤ等
の表示画面を有しており、表示制御部２１ａから与えられた画像を表示する。また、表示
制御部２１ａは、各種メニュー表示等をこれらの表示画面に表示させることもできるよう
になっている。
【００２０】
　表示部３６は、後述するように、撮像画像を表示する表示画面３６ａ（図２参照）を有
している。また、表示画面３６ａ上には、タッチパネルによって構成されるタッチ検出部
３２が設けられている。タッチ検出部３２は、ユーザが指で指し示した表示画面３６ａ上
の位置に応じた操作信号を発生することができる。この操作信号は、制御部２１に供給さ
れる。これにより、制御部２１は、ユーザが表示画面３６ａ上をタッチしたりスライドさ
せたりした場合には、ユーザのタッチ位置、指を近接させたり離間させる操作、スライド
操作やスライド操作によって到達した位置、スライド方向、タッチしている期間等の各種
操作を検出することができ、ユーザ操作に対応した処理を実行することができるようにな
っている。
【００２１】
　なお、表示部３６は、撮影機器１０の例えば背面の略全域を占めるように配設されてお
り（図２参照）、撮影者は、撮影時に表示部３６の表示画面３６ａ上に表示されたスルー
画を確認することができ、スルー画を確認しながら撮影操作を行うことができる。
【００２２】
　なお、撮影機器１０にはメモリ部３４が設けられており、制御部２１はメモリ部３４を
作業用メモリとして用いると共に、撮像画像の一時記録用としても用いる。また、撮影機
器１０にはストロボ発光部３９が設けられており、ストロボ発光部３９は、制御部２１に
制御されて、ストロボ発光するようになっている。
【００２３】
　本実施の形態においては、撮影機器１０には、顔検出部２５，人体検出部２６及び色・
柄検出部２７が設けられている。顔検出部２５は、公知の顔検出の手法によって、撮像画
像中の人物の顔を検出する。例えば、顔検出部２５は、顔の明るさの特徴をモデル化した
複数の濃淡画像と撮像画像とを順次比較することで、人物の顔を検出する手法を採用して
もよい。また、顔検出部２５は、例えば笑顔の場合における口角の角度や目尻の角度、顔
パーツの陰影の特徴を記憶したデータベースを利用することで、顔の表情を判定すること
もできる。更に、顔検出部２５は、多数の人物の顔の特徴量を記憶したデータベースを利
用することで、撮像された人物の年齢、性別等を判定することも可能である。また、顔検
出部２５は、検出した対象物の撮像画像中の位置から顔等の対象物が存在する方向（顔方
向）を判定することもできる。
【００２４】
　人体検出部２６は、顔検出部２５と同様の手法によって、人体や動物等を検出すること
ができる。また、色・柄検出部２７は、指定された色・柄のパターンを撮像画像中から検
出することができるようになっている。
【００２５】
　本実施の形態においては、制御部２１は、動画撮影中において組写真を生成する組写真
生成モードを設定可能である。本実施の形態における組写真生成モードにおいては、ユー
ザは、組写真中の各写真の配置を規定する枠を指定することができるようになっている。
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制御部２１の枠生成部２１ｂは、ユーザ操作に基づいて、所定の形状、位置、サイズの複
数の枠を設定する。例えば、枠生成部２１ｂは、タッチ検出部３２によって検出されたユ
ーザのタッチ操作やスライド操作によって枠を設定する。また、枠生成部２１ｂは、予め
設定されている複数の枠のパターンからユーザの選択操作によって１つの枠のパターンを
選択するようにしてもよい。
【００２６】
　図２は枠生成部２１ｂの枠の設定方法の一例を説明するための説明図である。図３及び
図４は枠の設定が終了した状態を示す説明図である。
【００２７】
　組写真生成モードにおいては、枠生成部２１ｂは、ユーザによるタッチ・スライド操作
を検出して、枠の範囲を決定する。例えば、ユーザが指で表示部３６の表示画面３６ａ上
に配置されたタッチ検出部３２上のある範囲を囲むようにスライド操作を行うものとする
。枠生成部２１ｂは、スライド操作によって囲まれた範囲の水平方向両端の位置を通過す
る２つの縦線及び垂直方向の両端の位置を通過する２つの横線によって囲まれた範囲を枠
に設定する。
【００２８】
　例えば、ユーザが図２（ａ）の太線矢印にて示すようにスライド操作することによって
、丸印の位置において両端が検出され、直線４１ｒ，４１ｌ，４１ｕ，４１ｄによる枠４
１によって囲まれた範囲が組写真における１つの写真の配置位置となる。同様に、ユーザ
が図２（ｂ），（ｃ）の太線にて示す範囲をスライド操作することによって、丸印の位置
に基づいて上下四隅が検出され、直線４２ｒ，４２ｌ，４２ｕ，４２ｄによる枠４２及び
直線４３ｒ，４３ｌ，４３ｕ，４３ｄによる枠４３によって囲まれた範囲が組写真におけ
る写真の配置位置となる。こうして、図３に示すように、表示画面３６ａ中に、３つの枠
４１から４３が設定される。また、枠のサイズや位置、分割数等は適宜設定可能であり、
例えば、図４（ａ）のように３分割してもよく、図４（ｂ）のように２分割にしてもよく
、図４（ｃ）のように更に細かく枠を設定してもよい。
【００２９】
　更に、ユーザが既に設定されている枠内においてスライド操作を行うことにより、設定
された枠を複数の枠に分割して新たな複数の枠を設定することも可能である。
【００３０】
　なお、上記手法は一例であり、枠生成部２１ｂは、枠を指定する種々の操作を検出し枠
を生成してもよい。例えば、ユーザがタッチ検出部３２上でピンチ操作をすることにより
、ピンチ操作の両端点を対角線とする長方形を枠に設定してもよい。また、例えば、枠の
境界を直線によって指定する手法を採用してもよい。また、タッチ操作ではなく、キーや
ダイヤル操作によって、枠を指定するようにしてもよいことは明らかである。
【００３１】
　動画処理部２１ｄは、動画撮影が指示されると、撮像部１５を制御して動画像を撮像さ
せ、撮像部１５からの動画像を画像記録部３５に与えて順次記録を開始させる。動画撮影
の停止操作が行われると、動画処理部２１ｄは、記録された動画像をファイル化する。
【００３２】
　本実施の形態においては、制御部２１には、動画処理部２１ｄの動画撮影時において、
静止画の撮像を可能にする静止画処理部２１ｅが設けられている。静止画処理部２１ｅは
、図示しないレリーズボタンのレリーズ操作やタッチ検出部３２に対するタッチ操作等に
よって静止画撮像が指示されると、撮像部１５からの撮像画像を静止画像として画像記録
部３５に与えることができるようになっている。
【００３３】
　本実施の形態においては、制御部２１中の配置部２１ｇは、組写真生成モード時におい
て、ユーザが指定する被写体をいずれの枠に配置するかを決定する被写体配置処理を実行
するようになっている。配置部２１ｇは、組写真生成モード時には、表示画面３６ａ上に
おける被写体タッチ操作に応じて、顔検出部２５，人体検出部２６及び色・柄検出部２７
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を制御することで被写体検出を行い、検出された被写体をユーザが指定した枠に配置する
ための被写体配置処理を行う。
【００３４】
　配置部２１ｇは、被写体配置処理において静止画処理部２１ｅを制御して、ユーザのタ
ッチ操作によって指定された被写体を含む所定の切出し範囲を設定し、当該切出し範囲内
の画像を枠に対応させてメモリ部３４に仮記録させる。ユーザが全ての枠に対する被写体
指定を行うことで、組写真の全ての枠に対応する画像がメモリ部３４に仮記録される。な
お、一部の枠に対する被写体指定が無かった場合には、配置部２１ｇは、指定が無かった
枠に全体写真や背景等の任意の画像を嵌込むようにしてもよい。
【００３５】
　画像合成部２１ｆは、メモリ部３４に仮記録された各切出し範囲の画像を合成して、１
枚の組写真を生成することができるようになっている。画像合成部２１ｆは、生成した組
写真を画像記録部３５に与えて記録させる。なお、静止画処理部２１ｅにおける切出し範
囲のサイズを枠のサイズよりも大きくすることで、画像合成部２１ｆは、組写真の生成に
際して各枠内で画像を移動させることができ、また、適宜のサイズに拡大、縮小すること
も可能である。例えば、ユーザによるピンチ操作に応答して、サイズを拡大又は縮小する
ようにしてもよい。
【００３６】
　なお、表示制御部２１ａは、静止画処理部２１ｅにおける被写体配置処理に対応した画
像表示を行うことができる。即ち、表示制御部２１ａは、動画記録中において、記録中の
動画表示上に、組写真を配置する枠を縮小表示し、切出された画像を縮小して枠内に表示
することができるようになっている。
【００３７】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について図５及び図６を参照して説明す
る。図５は組写真生成処理を説明するためのフローチャートであり、図６は組写真生成操
作を説明するための説明図である。
【００３８】
　本実施の形態においては、組写真は、動画撮影時に生成される。ユーザの動画撮影開始
操作が行われると、制御部２１の動画処理部２１ｄは、撮像部１５を制御して動画の撮影
を開始させる。撮像部１５は被写体を撮像し、撮像画像を制御部２１に出力する。制御部
２１の動画処理部２１ｄは、撮像画像を画像記録部３５に与えて記録を開始する（ステッ
プＳ１）。
【００３９】
　本実施の形態においては、枠生成部２１ｂは、ステップＳ２において、ユーザによる枠
設定操作が行われたか否かを判定する。ユーザが例えばタッチ検出部３２に対するスライ
ド操作を行うと、枠生成部２１ｂは、このユーザ操作が枠設定操作であるものと判定して
、枠を設定する。
【００４０】
　図６（ａ）はユーザが設定した枠４１～４３を示している。表示部３６の表示画面３６
ａ上には、現在撮像中の動画がライブ画像５１として表示されている（図６（ａ）では図
示省略）。ユーザは表示画面３６ａ上をスライド操作することで、図６（ａ）に示す枠４
１～４３を設定する。枠生成部２１ｂは、枠の設定が終了したものと判定すると、枠を確
定して、表示画面３６ａ上に縮小表示する（ステップＳ３）。図６（ｂ）の枠４１ａ～４
３ａは、表示画面３６ａ上に表示された枠の縮小表示を示している。
【００４１】
　次に、配置部２１ｇは、ステップＳ４において、組写真の枠に嵌込む画像をユーザが指
定したか否かを判定する。例えば、ユーザが表示画面３６ａ上のライブ画像５１中の人物
の画像部分をタッチすることで、配置部２１ｇは、ユーザが組写真の枠に嵌込む画像を指
定する操作を行ったものと判定して、顔検出部２５、人体検出部２６及び色・柄検出部２
７の出力を元に当該人物の画像部分を検出する。
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【００４２】
　次に、配置部２１ｇは、検出した人物を含む所定の切出し範囲を設定する（ステップＳ
６）。例えば、例えば、ユーザが手５２の指によって、ライブ画像５１中の中央の人物上
をタッチすると、この人物の画像部分が検出され、この画像部分を含む所定の切出し範囲
が設定される。更に、人物をタッチしている指を、ユーザが枠までドラッグすることで（
ステップＳ７）、配置部２１ｇは、静止画処理部２１ｅを制御して、当該切出し範囲の画
像をドラッグした枠に対応させてメモリ部３４に記憶させる（ステップＳ８）。
【００４３】
　図６（ｃ）はユーザが手５２の指を枠４１ａ上までドラッグしたことを示しており、こ
の場合には、配置部２１ｇは、切出し範囲の画像を枠４１ａに対応させて記憶させる。更
に、配置部２１ｇは、この切出し範囲の画像を表示制御部２１ａに与えて、枠４１ａ内に
切出し範囲の画像を縮小表示させる（ステップＳ９）。これにより、ユーザは、自分が組
写真の１つの写真として選択した静止画が自分が指定した枠内に嵌込まれた様子を確認す
ることができる。
【００４４】
　制御部２１は、ステップＳ１０において、全ての枠に組写真の各写真が割当てられたか
否かを判定する（ステップＳ１０）。全ての枠への登録が終了していない場合には、ステ
ップＳ１２において動画撮影の終了操作が行われたか否かを判定し、行われていない場合
には処理をステップＳ２に戻して処理を繰り返す。なお、ステップＳ２に処理を戻すこと
で、枠の再設定が可能である。
【００４５】
　ユーザは、動画記録されているライブ画像５１を見ながら、自分が気に入った被写体を
気に入ったタイミングで指定して、組写真に用いる各静止画を選択することができる。
【００４６】
　全ての枠に、組写真の各写真が割当てられると、画像合成部２１ｆは、メモリ部３４に
記憶されている各写真によって組写真を合成する（ステップＳ１１）。動画撮影の終了操
作が行われると、制御部２１は、ステップＳ１２から処理をステップＳ１３に移行して、
画像記録部３５に記録されている動画像をファイル化する。
【００４７】
　次のステップＳ１４では、画像合成部２１ｆが合成した組写真が表示制御部２１ａによ
って表示画面３６ａ上に全画面表示される。画像合成部２１ｆは、ユーザ操作に従って、
メモリ部３４に記録された各静止画の枠に対するサイズ及び位置を調整して再合成するこ
とができる。即ち、ユーザは、表示画面３６ａ上に表示された組写真を見ながら、各静止
画のサイズや配置位置を変更することができる。
【００４８】
　例えば、ユーザが枠４１ａをタッチして所定方向に指をスライドさせることで、そのス
ライド方向及びスライド量に応じて、枠４１ａ内における静止画の位置を変化させること
ができる。また、ユーザが枠４１ａ内をピンチ操作することで、ピンチ操作の方向及びピ
ンチ量に応じて、枠４１ａ内における写真のサイズを拡大又は縮小させることができる。
【００４９】
　ユーザが確定操作を行うと、処理がステップＳ１５からステップＳ１６に移行して、画
像合成部２１ｆは組写真の合成を確定すると共に、合成した組写真を画像記録部３５に与
えて記録させる。
【００５０】
　このように本実施の形態においては、動画撮影中に、ユーザ操作に基づいて組写真の各
写真を配置する枠を決定し、ユーザが指定した人物を指定したタイミングで取得して、各
枠に配置する静止画を選択することができる。指を画面上でスライドさせて囲む操作によ
って組写真を配置する各枠を設定することができ、また、組写真として選択する静止画は
、表示されているライブ画像中の被写体をユーザが指で指定するという極めて簡単な操作
によって決定することができ、極めて簡単に、ユーザが希望する構図やタイミングで撮影
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された静止画による組写真を生成することができる。
【００５１】
（第２の実施の形態）
　図７は本発明の第２の実施の形態を示すブロック図である。図７において図１と同一の
構成要素には同一符号を付して説明を省略する。第１の実施の形態においては、動画像中
から組写真に用いる静止画を取込むタイミングをユーザが指定する例について説明した。
本実施の形態は、ユーザが指定した被写体を、所定の条件に従って、自動的に取込むよう
にしたものである。
【００５２】
　本実施の形態における撮影機器６０は、条件判定部２１ｃを付加した制御部６１を採用
した点が図１の撮影機器１０と異なる。条件判定部２１ｃは、ユーザ操作に従って、組写
真の各静止画を取得する条件（以下、静止画取得条件という）を設定すると共に、動画撮
影中の動画像中に静止画取得条件に一致した画像が含まれるか否かを判定し、含まれる場
合には当該画像を組写真に用いる静止画とし取得するようになっている。静止画取得条件
としては、被写体の表情、体位、構図等が考えられる。
【００５３】
　図８及び図９は条件判定部２１ｃを説明するための説明図である。条件判定部２１ｃは
、ユーザ操作に基づいて各枠と設定する静止画取得条件との関係を記述したテーブルを生
成する。静止画取得条件の設定は、ユーザのタッチ操作によるアクションを検出すること
で行われる。図８は条件判定部２１ｃによって設定される静止画取得条件と、アクション
との関係を示しており、ユーザがタッチ検出部３２に対して図８に示すタッチやスライド
操作を行うことで、条件判定部２１ｃは、対応する静止画取得条件を決定する。
【００５４】
　図８（ａ）は表情に関する静止画取得条件を決定するためのアクションを示し、図８（
ｂ）は体の向きに関する静止画取得条件を決定するためのアクションを示している。例え
ば、ユーザが手５２の指で、タッチ検出部３２上を中央が下がる円弧状のスライド操作を
した場合には、条件判定部２１ｃは、表情が笑い顔であることを組写真に用いる静止画の
静止画取得条件として設定する。また、ユーザが手５２の指で、タッチ検出部３２上を上
から下方に直線状にスライド操作をした場合には、条件判定部２１ｃは、体の向きが正面
であることを組写真に用いる静止画の静止画取得条件として設定する。
【００５５】
　例えば、図９に示す表示画面３６ａ上に表示された枠４１～４３上において、ユーザが
図８に示すアクションを行うことによって、条件判定部２１ｃは、アクションを行った枠
とアクションによって設定された静止画取得条件との関係を設定する。また、条件判定部
２１ｃは、各枠毎に設定された静止画取得条件を表示制御部２１ａに与えて、各枠上に条
件表示４１ｂ～４３ｂを表示させる。
【００５６】
　次にこのように構成された実施の形態の動作について図１０乃至図１３を参照して説明
する。図１０は組写真生成処理を説明するためのフローチャートである。図１０において
図５と同一の手順には同一符号を付して説明を省略する。図１１乃至図１３は第２の実施
の形態の動作を説明するための説明図である。
【００５７】
　本実施の形態においても、組写真は動画撮影時に生成されるが、動画撮影前に静止画取
得条件を設定するようになっている。本実施の形態においては、枠生成部２１ｂは、動画
撮影前にユーザ操作に基づいて枠を設定する（ステップＳ２１）。枠生成部２１ｂは、例
えば、図２乃至図４にて示した方法によって枠を設定する。次に、配置部２１ｇは、ステ
ップＳ２２において静止画撮影操作が行われたか否かを判定する。
【００５８】
　ユーザは組写真に用いる被写体を設定するために、組写真に用いる被写体が全て含まれ
るように静止画撮影を行う。撮影操作が行われると、配置部２１ｇは、ユーザによる被写
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体の割当て操作のために、表示制御部２１ａを制御して、枠の縮小表示及びユーザが撮影
した静止画の縮小表示を表示画面３６ａ上に表示させる。
【００５９】
　図１１はこの状態を示す説明図である。図１１に示すように、表示画面３６ａ上には、
縮小表示された枠４１ｃ～４３ｃが表示されると共に、静止画の縮小表示７１が表示され
ている。配置部２１ｇは、静止画の縮小表示７１中の被写体をタッチして枠上にドラッグ
するユーザ操作によって、各枠４１ｃ～４３ｃに割当てる被写体を決定する（ステップＳ
２３）。例えば、図１１では、矢印によって、静止画の縮小表示７１中の中央の人物を枠
４１ｃに割当て、左側の人物を枠４２ｃに割当てることを示している。
【００６０】
　配置部２１ｇによって各枠への人物の登録が終了すると、条件判定部２１ｃは、以後、
ユーザが登録した人物を検出する。更に、条件判定部２１ｃは、例えば図８及び図９にて
説明したユーザ操作に応じて、各枠に静止画取得条件を設定する（ステップＳ２４）。全
ての枠に対する静止画取得条件の設定が終了すると、ステップＳ２５において動画撮影開
始操作の待機状態となる。
【００６１】
　ユーザが動画撮影の開始操作を行うと、図１２に示すように、撮像部１５からの動画像
がライブ画像７２として表示画面３６ａ上に表示されると共に、枠の縮小表示４１ｅ～４
３ｅがライブ画像７２上に表示される。条件判定部２１ｃは、撮像画像からユーザが選択
した被写体を追尾し、被写体の撮像画像が静止画取得条件に一致するか否かを判定する（
ステップＳ２７）。追尾中の被写体が静止画取得条件に一致すると、当該被写体を含む所
定の範囲を静止画として切出してメモリ部３４に枠に対応させて記憶させる（ステップＳ
２８）。
【００６２】
　なお、本実施の形態においても、静止画処理部２１ｅは、この切出し範囲の画像を表示
制御部２１ａに与えて、枠内に切出し範囲の画像を縮小表示させる。これにより、ユーザ
は、自分が組写真の１つの写真として選択した静止画が自分が指定した枠内に嵌込まれた
様子を確認することができる。
【００６３】
　ステップＳ１０以降のフローは、第１の実施の形態と同様である。なお、ステップＳ１
４における組写真表示・調整処理においては、生成された組写真を保存するか再撮影する
かを選択させることもできる。図１３はこの場合の表示を示している。表示画面３６ａ上
には生成された組写真が表示されている。枠４１には静止画７５が表示され、枠４２には
静止画７６が表示され、枠４３には全体画像である静止画７７が表示されている。また、
表示画面３６ａ上には、保存を指定するボタン表示７８及び再撮影を指定するボタン表示
７９が表示されている。ユーザがボタン表示７９を選択した場合には、処理はステップＳ
２９からステップＳ２３に戻って、被写体の割当て、静止画取得条件が再度指定されて、
組写真が再生成される。
【００６４】
　このように本実施の形態においては、ユーザが組写真を配置する枠の指定、各枠に割当
てる被写体の指定及び静止画を取得する条件を設定しておくことで、動画撮影中において
自動的に組写真が生成される。これにより、ユーザは、動画撮影に集中することができ、
理想的な動画像を記録することができると同時に、ユーザが希望する構図やタイミングで
撮影された静止画による組写真を生成することができる。
【００６５】
（第３の実施の形態）
　図１４は本発明の第３の実施の形態を示すフローチャートである。図１４において図１
０と同一の手順には同一符号を付して説明を省略する。本実施の形態のハードウェア構成
は第２の実施の形態と同様である。第２の実施の形態においては、動画撮影開始前に、枠
の指定、各枠に割当てる被写体の指定及び各被写体の静止画取得条件を設定する例につい
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て説明したが、本実施の形態は枠及び静止画取得条件については動画撮影開始前に行い、
被写体の選択は動画撮影開始後に行う例を示している。
【００６６】
　本実施の形態においては、ステップＳ２１において組写真の枠を設定した後、図１０の
ステップＳ２２，Ｓ２３を省略してステップＳ２４に移行し、静止画取得条件を設定する
。次に、ステップＳ２５において動画撮影操作が開始されると、表示制御部２１ａは表示
部３６の表示画面３６ａ上にライブ画像を表示させる。
【００６７】
　本実施の形態においては、この状態で、配置部２１ｇは、ライブ画像中の人物がタッチ
された否かを判定する。ユーザが組写真に用いる人物を指定するためにライブ画像中の人
物をタッチすると、配置部２１ｇは、顔検出部２５、人体検出部２６及び色・柄検出部２
７の出力に基づいて、タッチした人物の判定を行う（ステップＳ３２）。
【００６８】
　次に、配置部２１ｇは、ユーザがタッチした人物の枠内へのドラッグ操作があったか否
かを判定する（ステップＳ３３）。このドラッグ操作が行われると、配置部２１ｇは、当
該人物を含む所定の範囲を切出して、表示制御部２１ａを制御して枠内に動画表示させる
。
【００６９】
　配置部２１ｇによる枠への被写体の設定が終了すると、条件判定部２１ｃは、当該枠内
に動画表示されている被写体を追尾し、被写体の撮像画像が静止画取得条件に一致するか
否かを判定する（ステップＳ３５）。追尾中の被写体が静止画取得条件に一致すると、条
件判定部２１ｃは、当該被写体を含む所定の範囲を静止画として切出してメモリ部３４に
枠に対応させて記憶させる（ステップＳ２８）。また、表示制御部２１ａは、取得した静
止画を枠内に表示する。
【００７０】
　制御部２１は、ステップＳ１０において、全ての枠に組写真の各写真の静止画が取得さ
れた否かを判定する。全ての枠への静止画の取得が終了していない場合には、ステップＳ
３１に処理を戻す。以後、ステップＳ３１～Ｓ３５，Ｓ２８の処理が繰り返される。即ち
、ユーザが人物を指定してドラッグする操作によって、枠内に指定された人物を含む動画
像が表示され、取得条件が成立することで、枠内に表示されている動画像が条件成立後の
静止画に置き換わる。
【００７１】
　こうして、全ての静止画が取得されると、画像合成部２１ｆによって組写真が合成され
る。他の作用は第２の実施の形態と同様である。
【００７２】
　このように本実施の形態においては、枠及び静止画取得条件を先に決めておくことで、
組写真に用いる被写体をタッチ及びドラッグするだけの簡単な操作によって、動画撮影中
に組写真を自動生成することができる。これにより、本実施の形態においても、ユーザは
、動画撮影に集中することができ、理想的な動画像を記録することができると同時に、ユ
ーザが希望する構図やタイミングで撮影された静止画による組写真を生成することができ
る。
【００７３】
　なお、上記各実施の形態においては、１種類の枠のパターンを指定し、各枠に対する静
止画取得条件を設定する例について説明したが、１又は複数種類の枠のパターンを複数設
定し、各枠の設定毎に静止画取得条件を設定して、同時進行で複数の組写真を生成するよ
うにしてもよい。
【００７４】
　図１５はこの場合の動作を示すフローチャートである。図１５の例は、第１の組写真が
エリアＡ～Ｃの３つの枠を有するものであり、第２の組写真はエリアＤ，Ｅの２つの枠を
有するものである。図１５に示すように、各第１，第２の組写真の設定に従って静止画取
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　このように、上記各実施の形態においては、複数の組写真設定を同時（並行）実行する
ことが可能である。
【００７５】
　さらに、本発明の各実施形態においては、撮影のための機器として、デジタルカメラを
用いて説明したが、カメラとしては、デジタル一眼レフカメラでもコンパクトデジタルカ
メラでもよく、ビデオカメラ、ムービーカメラのような動画用のカメラでもよく、さらに
、携帯電話やスマートフォンなど携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assist）等
に内蔵されるカメラでも勿論構わない。また、内視鏡、顕微鏡のような産業用、医療用の
光学機器でもよく、監視カメラや据え置き型のカメラ、例えば、テレビジョン受信機やパ
ーソナルコンピュータ等に取り付けられているカメラであってもよい。
【００７６】
　本発明は、上記各実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記各実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素の幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施
形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【００７７】
　なお、特許請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、
」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを
意味するものではない。また、これらの動作フローを構成する各ステップは、発明の本質
に影響しない部分については、適宜省略も可能であることは言うまでもない。
【００７８】
　また、ここで説明した技術のうち、主にフローチャートで説明した制御や機能は、多く
がプログラムにより設定可能であり、そのプログラムをコンピュータが読み取り実行する
ことで上述した制御や機能を実現することができる。そのプログラムは、コンピュータプ
ログラム製品として、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等、不揮発性メモリ等の可搬
媒体や、ハードディスク、揮発性メモリ等の記憶媒体に、その全体あるいは一部を記録又
は記憶することができ、製品出荷時又は可搬媒体或いは通信回線を介して流通又は提供可
能である。利用者は、通信ネットワークを介してそのプログラムをダウンロードしてコン
ピュータにインストールしたり、あるいは記録媒体からコンピュータにインストールする
ことで、容易に本実施の形態の撮影機器を実現することができる。
【符号の説明】
【００７９】
　　１０…撮影機器、１５…撮像部、２１…制御部、２１ａ…表示制御部、２１ｂ…枠生
成部、２１ｃ…条件判定部、２１ｄ…動画処理部、２１ｅ…静止画処理部、２１ｆ…画像
合成部、２１ｇ…配置部、２５…顔検出部、２６…人体検出部、２７…色・柄検出部、３
１…操作検出部、３２…タッチ検出部、３４…メモリ部、３５…画像記録部、３６…表示
部、



(13) JP 6104077 B2 2017.3.29

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(14) JP 6104077 B2 2017.3.29

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(15) JP 6104077 B2 2017.3.29

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】



(16) JP 6104077 B2 2017.3.29

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１１－０５５２９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１３６５６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０９０１９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２１７１２５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２３２　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２５　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／９１　　　　
              Ｈ０４Ｎ　１０１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

