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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静止画と、当該静止画に関連する動画であって、前記静止画が動画の一部の期間に挿入
されている動画とが記録されている記録媒体から、静止画および動画を読み出す読み出し
手段と、
　前記記録媒体に記録されている複数の静止画および動画から、再生対象とする静止画と
、再生対象とする動画およびその再生期間とを選択し、再生対象として選択された静止画
および動画の再生期間を連続的に再生するように制御する再生制御手段とを有し、
　前記再生制御手段は、ある静止画と、前記ある静止画に関連する動画の中の前記ある静
止画が挿入された期間との両方が再生対象とならないように、再生対象を選択し、前記あ
る静止画と、前記ある静止画に関連する動画の中の前記ある静止画が挿入されていない期
間の両方を選択可能とすることを特徴とする画像再生装置。
【請求項２】
　静止画と、当該静止画に関連する動画であって、前記静止画が動画の一部の期間に挿入
されている動画とが記録されている記録媒体から、静止画および動画を読み出す読み出し
手段と、
　前記記録媒体に記録されている複数の静止画および動画から、再生対象とする静止画と
、再生対象とする動画およびその再生期間とを選択し、再生対象として選択された静止画
および動画の再生期間を連続的に再生するように制御する再生制御手段とを有し、
　前記再生制御手段は、ある静止画と、前記ある静止画に関連する動画の中の前記ある静
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止画が挿入された期間との両方が再生対象とならないように、再生対象を選択し、
　前記複数の静止画および動画には、それぞれ被写体情報が付与されており、前記再生制
御手段は、前記被写体情報に基づいて、再生対象を選択することを特徴とする画像再生装
置。
【請求項３】
　静止画を記録媒体に記録する静止画記録手段と、
　前記記録手段により記録する静止画に関連する動画を前記記録媒体に記録する動画記録
手段であって、静止画に関連する動画に当該静止画を挿入して記録可能な動画記録手段と
、を更に有することを特徴とする請求項１または２に記載の画像再生装置。
【請求項４】
　前記再生制御手段は、ある動画のある再生期間が再生対象として選択された場合に、前
記ある動画の前記ある再生期間に挿入されている静止画は選択されないように再生対象を
選択することを特徴とする請求項１または２に記載の画像再生装置。
【請求項５】
　前記記録媒体には、静止画が挿入されている期間を示す情報が記録されていることを特
徴とする請求項１または２に記載の画像再生装置。
【請求項６】
　再生対象とする画像の条件をユーザから受け付ける受付手段を有し、
　前記再生制御手段は、前記受付手段により受け付けた条件に応じて、再生対象とする画
像を選択することを特徴とする請求項１または２に記載の画像再生装置。
【請求項７】
　前記複数の静止画および動画には、それぞれ被写体情報が付与されており、前記再生制
御手段は、前記被写体情報に基づいて、再生対象を選択することを特徴とする請求項１に
記載の画像再生装置。
【請求項８】
　前記複数の静止画および動画には、それぞれ撮影日時情報が付与されており、前記再生
制御手段は、前記撮影日時情報に基づいて、再生対象を選択することを特徴とする請求項
１または２に記載の画像再生装置。
【請求項９】
　前記記録媒体には、複数の静止画に関連する複数の動画が１つの動画ファイルとして記
録されていることを特徴とする請求項１または２に記載の画像再生装置。
【請求項１０】
　前記複数の静止画に関連する複数の動画が記録される動画ファイルにおいて、前記静止
画に関連する動画毎に区別可能となるように記録されていることを特徴とする請求項９に
記載の画像再生装置。
【請求項１１】
　前記静止画に関連する動画毎にチャプタ分けして記録されていることを特徴とする請求
項１０に記載の画像再生装置。
【請求項１２】
　前記静止画に関連する動画に当該静止画が挿入されているかに関する情報が動画ファイ
ルに記録されていることを特徴とする請求項９に記載の画像再生装置。
【請求項１３】
　前記静止画に関連する動画において当該静止画が挿入されている期間に関する情報が前
記動画ファイルに記録されていることを特徴とする請求項１２に記載の画像再生装置。
【請求項１４】
　前記静止画に関連する動画に当該静止画が挿入されているかに関する情報が、前記動画
ファイルのヘッダ部に記録されていることを特徴とする請求項１２に記載の画像再生装置
。
【請求項１５】
　前記再生制御手段は、動画と共に記録されている静止画が挿入されている期間に関する
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情報に基づいて、前記動画のうち静止画が挿入されている期間を判断することを特徴とす
る請求項１または２に記載の画像再生装置。
【請求項１６】
　前記再生制御手段は、前記静止画および動画の連続再生のうち、前記連続再生の所定の
区間内においては、静止画と、当該静止画に関連する動画のうち当該静止画が挿入された
期間との両方が再生対象とならないように制御し、前記所定の区間内以外では、静止画と
、当該静止画に関連する動画のうち当該静止画が挿入された期間との両方を再生対象とし
て選択可能とするように制御すること特徴とする請求項１に記載の画像再生装置。
【請求項１７】
　静止画と、当該静止画に関連する動画であって、前記静止画が動画の一部の期間に挿入
されている動画とが記録されている記録媒体から、静止画および動画を読み出す読み出し
手段と、
　前記記録媒体に記録されている複数の静止画および動画から、再生対象とする静止画と
、再生対象とする動画およびその再生期間とを選択し、再生対象として選択された静止画
および動画の再生期間を連続的に再生するように制御する再生制御手段とを有し、
　前記再生制御手段は、ある静止画と、前記ある静止画に関連する動画の中の前記ある静
止画が挿入された期間との両方が再生対象とならないように、再生対象を選択し、
　前記再生制御手段は、前記静止画および動画の連続再生のうち、前記連続再生の所定の
区間内においては、静止画と、当該静止画に関連する動画のうち当該静止画が挿入された
期間との両方が再生対象とならないように制御し、前記所定の区間内以外では、静止画と
、当該静止画に関連する動画のうち当該静止画が挿入された期間との両方を再生対象とし
て選択可能とするように制御すること特徴とする画像再生装置。
【請求項１８】
　画像再生装置の制御方法であって、
　複数の静止画および動画が記録されている記録媒体から、再生対象とする静止画と、再
生対象とする動画およびその再生期間を選択する選択工程と、
　前記選択工程で再生対象として選択された静止画および動画の再生期間を連続的に再生
するように制御する再生制御工程と、を有し、
　前記選択工程では、静止画と、動画のうち当該静止画が挿入されている動画の期間との
両方が、再生対象として選択されないように制御し、さらに、前記ある静止画と、前記あ
る静止画に関連する動画の中の前記ある静止画が挿入されていない期間の両方を選択可能
とすることを特徴とする画像再生装置の制御方法。
【請求項１９】
　コンピュータを請求項１ないし１７のいずれか１項に記載の画像再生装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の画像再生装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、選択した画像を再生する画像再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、静止画と動画を同時に撮影するとともに関連付け情報を記録する撮像装置が提案
されている。
このような撮像装置では画像の再生時において静止画再生から静止画と関連性を持つ動画
の一部を再生する事を可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２２４７２７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし従来技術の場合、静止画を起点として関連する動画の一部を再生することは可能
となっているが静止画と動画を自動で選択して再生する場合に、静止画再生と動画再生の
冗長性については考慮がされていなかった。
【０００５】
　そこで、本発明は、静止画と静止画と関連する動画とを含む複数の画像から再生対象の
画像を選択して再生する際に、静止画と動画が重複する冗長な再生を防ぐことが可能な画
像再生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】
　上述の目的を達成するため、本発明の画像再生装置は、
　静止画と、当該静止画に関連する動画であって、前記静止画が動画の一部の期間に挿入
されている動画とが記録されている記録媒体から、静止画および動画を読み出す読み出し
手段と、前記記録媒体に記録されている複数の静止画および動画から、再生対象とする静
止画と、再生対象とする動画およびその再生期間とを選択し、再生対象として選択された
静止画および動画の再生期間を連続的に再生するように制御する再生制御手段とを有し、
前記再生制御手段は、ある静止画と、前記ある静止画に関連する動画の中の前記ある静止
画が挿入された期間との両方が再生対象とならないように、再生対象を選択し、前記ある
静止画と、前記ある静止画に関連する動画の中の前記ある静止画が挿入されていない期間
の両方を選択可能とすることを特徴とする。
　または、本発明の画像再生装置は、
　静止画と、当該静止画に関連する動画であって、前記静止画が動画の一部の期間に挿入
されている動画とが記録されている記録媒体から、静止画および動画を読み出す読み出し
手段と、前記記録媒体に記録されている複数の静止画および動画から、再生対象とする静
止画と、再生対象とする動画およびその再生期間とを選択し、再生対象として選択された
静止画および動画の再生期間を連続的に再生するように制御する再生制御手段とを有し、
前記再生制御手段は、ある静止画と、前記ある静止画に関連する動画の中の前記ある静止
画が挿入された期間との両方が再生対象とならないように、再生対象を選択し、前記複数
の静止画および動画には、それぞれ被写体情報が付与されており、前記再生制御手段は、
前記被写体情報に基づいて、再生対象を選択することを特徴とする。
　または、本発明の画像再生装置は、
　静止画と、当該静止画に関連する動画であって、前記静止画が動画の一部の期間に挿入
されている動画とが記録されている記録媒体から、静止画および動画を読み出す読み出し
手段と、前記記録媒体に記録されている複数の静止画および動画から、再生対象とする静
止画と、再生対象とする動画およびその再生期間とを選択し、再生対象として選択された
静止画および動画の再生期間を連続的に再生するように制御する再生制御手段とを有し、
前記再生制御手段は、ある静止画と、前記ある静止画に関連する動画の中の前記ある静止
画が挿入された期間との両方が再生対象とならないように、再生対象を選択し、前記再生
制御手段は、前記静止画および動画の連続再生のうち、前記連続再生の所定の区間内にお
いては、静止画と、当該静止画に関連する動画のうち当該静止画が挿入された期間との両
方が再生対象とならないように制御し、前記所定の区間内以外では、静止画と、当該静止
画に関連する動画のうち当該静止画が挿入された期間との両方を再生対象として選択可能
とするように制御すること特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　静止画と、動画のうち当該静止画が挿入されている動画の範囲との両方が、再生対象と
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して選択されないようにするため、静止画と動画が重複する冗長な再生を防ぐことが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の画像処理装置の外観を示す図である
【図２】本発明の画像処理装置の構成を示す図である
【図３】本発明の静止画・動画同時撮影モードの全体の動作を示すフローチャートである
【図４】本発明の静止画・動画同時撮影モードの撮影後の動作を示すフローチャートであ
る
【図５】本発明の静止画・動画同時撮影モードで表示される表示例を示す図である
【図６】本発明の静止画・動画同時撮影モードで撮影される画像構成及び動画チャプタ参
照情報を示す図である
【図７】本発明の静止画・動画同時撮影モードで撮影される静止画の静止画情報を示す図
である
【図８】本発明の再生処理の動作を示すフローチャートである
【図９】本発明の再生処理におけるチャプタ検索処理を示すフローチャートである
【図１０】本発明の静止画・動画同時撮影モードで作成されるチャプタ状態情報を示す図
である
【図１１】本発明の再生処理における画像選抜再生処理を示すフローチャートである
【図１２】本発明の再生処理におけるチャプタジャンプ表示例を示す図である
【図１３】動画記録パターンを説明するための図である
【図１４】各種設定と動画記録パターンの関係を説明するための図である
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１０】
　（第１の実施形態）
　本実施形態では、本発明に係る撮像装置の一例として、デジタルカメラ１００を説明す
る。
【００１１】
　＜デジタルカメラ１００の外観について＞
　図１は、本発明に係る撮像装置の一例としてのデジタルカメラ１００の背面図を示して
いる。
【００１２】
　表示部２８は画像や各種情報を表示する表示部である。シャッターボタン６０は、静止
画撮影指示を行うための操作部である。動画撮影ボタン７０は、動画撮影指示を行うため
の操作部材である。操作部６２はユーザからの各種操作を受け付ける各種スイッチ、ボタ
ン等の操作部材より成る操作部であり、ユーザからの操作を受付ける。操作部６２は、デ
ジタルカメラ１００の電源ＯＮ、ＯＦＦを切り替える電源スイッチ、デジタルカメラ１０
０の動作モードを切り替えるモード切り替えスイッチ、メニュー設定を行うメニューボタ
ン、メニューや設定を指示する十字キーボタンなどが含まれている。記録媒体９１はメモ
リカードやハードディスク等の記録媒体である。蓋９３は記録媒体９１を収納するための
蓋である。
【００１３】
　１０４は、被写体を撮影している撮影者を撮影、または、表示部２８に表示されている
画像を観賞している鑑賞者を撮影するための、カメラモジュールであり、撮影可能なレン
ズ、撮像素子等からなる。以後、このカメラをインカメラと呼ぶことする。
【００１４】
　インカメラ１０４は、鑑賞者または撮影者を撮影するために、デジタルカメラ１００の
表示部２８が設けられている側を撮影するように配置されている。また、図１では、表示
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部２８が設けられているデジタルカメラの背面側の外観図であるが、デジタルカメラ１０
０の表側の面には、被写体側を撮影する撮像部であるアウトカメラが設けられている。ア
ウトカメラとサブカメラの光軸（撮影方向）は互いに略平行であり、アウトカメラの光軸
（撮影方向）は、サブカメラの光軸（撮影方向）と逆方向に設定されている。
【００１５】
　＜デジタルカメラ１００の構成について＞
　図２は、本発明の実施例であるデジタルカメラ１００の構成を示すブロック図である。
【００１６】
　１０は、デジタルカメラ１００の撮影レンズ１１を含む撮像部を覆う事により、撮像部
の汚れや破損を防止するバリアである保護手段である。１１は撮影レンズ、１２は絞り機
能を備えるシャッター、１３は光学像を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳ素子等で構
成される撮像素子、１５は撮像素子１３のアナログ信号出力をディジタル信号に変換して
画像データを取得するためのＡ／Ｄ変換器である。これらの、バリア１０、撮影レンズ１
１、シャッター１２、撮像素子１３により、アウトカメラが構成されている。
【００１７】
　同様に１０１の撮影レンズは撮影レンズ１１とは別にデジタルカメラ１００を使用して
いる撮影者を撮影可能な方向に設置されているズームレンズ、フォーカスレンズを含むレ
ンズ群である。１０２は絞り機能を備えるシャッターである。１０３は撮影者側の光学像
を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳ素子等で構成される撮像素子である。これらの、
撮影レンズ１０１、シャッター１０２、撮像素子１０３により、インカメラが構成されて
いる。
【００１８】
　１４は撮像素子１３や１０３、Ａ／Ｄ変換器１５、Ｄ／Ａ変換器２１にクロック信号や
制御信号を供給するタイミング発生回路であり、メモリ制御回路２２及びシステム制御部
５０により制御される。
【００１９】
　インカメラについては、インカメラ撮影機能の有効、無効を設定可能である。インカメ
ラ撮影機能を有効に設定されている場合は、撮像素子１０３から読み出したデータに基づ
いて生成された画像、つまりインカメラで撮影した画像が外部記録媒体９１に記録される
ことになる。そして、インカメラ撮影機能を無効にしている場合は、撮像素子１０３を駆
動させない、つまり、インカメラでの撮影を行わない。または、撮像素子１０３を駆動さ
せ、撮影は行ったとしても、撮像素子１０３からデータを読み出さずに、外部記録媒体９
１への撮像素子１０３の出力に基づく画像の記録は行わないようにする。
【００２０】
　２０は画像処理回路であり、Ａ／Ｄ変換器１５からのデータ或いはメモリ制御回路２２
からのデータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。
【００２１】
　また、画像処理回路２０においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行
う。そして、得られた演算結果に基づいてシステム制御部５０が露光制御部４０、測距制
御部４１に対して制御を行い、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、
ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理を行っている。
【００２２】
　画像処理回路２０において、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行い、得ら
れた演算結果に基づいてＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行っている。
【００２３】
　さらに、画像処理回路２０においては、メモリ２５に格納された画像を読み込んでＪＰ
ＥＧ方式やＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ／Ｈ．２６４方式での圧縮処理或いは伸長処理を行い、
処理を終えたデータをメモリ２５に書き込む。
【００２４】
　２２はメモリ制御回路であり、Ａ／Ｄ変換器１５、タイミング発生回路１４、画像処理
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回路２０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２１、メモリ２５を制御する。
【００２５】
　Ａ／Ｄ変換器１５のデータが画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して、或いは
Ａ／Ｄ変換器１５のデータが直接メモリ制御回路２２を介して、画像表示メモリ２４或い
はメモリ２５に書き込まれる。
【００２６】
　２４は画像表示メモリ、２１はＤ／Ａ変換器である。２３はＴＦＴ、ＬＣＤ等から成る
表示部であり、Ｄ／Ａ変換器２１を介して画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画
像データに基づいて表示を行う。表示部２８を用いて撮像した画像データを逐次表示すれ
ば、ライブ映像を表示する電子ファインダ機能を実現することが可能である。このように
、表示部２８は、撮影した画像やさらに、メニューや設定の変更を行うためのグラフィッ
クユーザインタフェースを表示するためにも用いられる。また、表示部２８は、ＴＶ等の
外部表示装置に映像信号を出力する端子も備えている。システム制御部５０は、表示部２
８に対する表示制御を行うだけでなく、外部表示装置に撮影した画像やグラフィックユー
ザインタフェースを表示させるように表示制御を行ってもよい。
【００２７】
　２５は撮影した静止画像や動画像を格納するためのメモリであり、所定枚数の静止画像
や所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶量を備えている。また、メモリ２５はシス
テム制御部５０の作業領域としても使用することが可能である。
【００２８】
　４０は絞り機能を備えるシャッター１２、１０２を個別に制御する露光制御手段である
。
【００２９】
　４１は撮影レンズ１１、１０１のフォーカシングを個別に制御する測距制御手段、４２
は撮影レンズ１１、１０１のズーミングを個別に制御するズーム制御手段、４３はバリア
１０の動作を制御するバリア制御手段である。
【００３０】
　５０は本デジタルカメラ全体を制御するシステム制御回路である。
【００３１】
　５１は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等が用い
られる。不揮発性メモリ５１には、プログラムや各種設定情報等が記録されている。
【００３２】
　６０はシャッターボタンで、シャッターボタン６０の操作途中（半押し状態）でシャッ
タースイッチＳＷ１がＯＮとなり、が１信号がシステム制御部５０に入力される。ＳＷ１
信号が入力されると、システム制御部５０は、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自
動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処
理等の撮影準備動作開始を指示する。そして、シャッターボタン６０を操作完了（全押し
）するとシャッタースイッチＳＷ２がＯＮとなり、ＳＷ２信号がシステム制御部５０に入
力される。ＳＷ２信号が入力されると、システム制御部５０は、アウトカメラによる静止
画の撮影、記録動作の開始を指示する。静止画の撮影、記録動作の開始が指示されると、
まず、撮像素子１３から読み出した信号をＡ／Ｄ変換器１５、メモリ制御回路２２を介し
てメモリ２５に画像データを書き込む露光処理が行われる。そして、メモリ２５に書き込
まれた画像データに対して画像処理回路２０やメモリ制御回路２２での演算を用いた現像
処理が行われ、現像処理が施された画像データに対し、画像処理回路２０により圧縮を行
ってメモリ２５に格納する。その後、圧縮された画像データをメモリ２５から読み出して
、カードコントローラ９０を介して、外部記録媒体９１に画像データを書き込む。このよ
うにして、ＳＷ２信号の入力に応じて、静止画像データの撮影および記録という一連の静
止画撮影、静止画記録動作が行われる。
【００３３】
　６２は、システム制御部５０の各種の動作指示を入力するための各種ボタンやタッチパ



(8) JP 6324063 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

ネル等からなる操作部である。電源ボタン、メニューボタン、撮影モード／再生モード／
その他特殊撮影モードの切替えを行うモード切替スイッチ、十字キー、セットボタン等で
ある。また、マクロボタン、マルチ画面再生改ページボタン、フラッシュ設定ボタン、単
写／連写／セルフタイマー切り替えボタン等も含まれる。さらに、メニュー移動＋（プラ
ス）ボタン、メニュー移動－（マイナス）ボタン、再生画像移動＋（プラス）ボタン、再
生画像－（マイナス）ボタン、撮影画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付／時間設定ボ
タン等も含まれる。さらに、音声認識装置等を用いてもよく、上記のボタンやタッチパネ
ルを単数あるいは複数の組み合わせで構成される。
【００３４】
　７０は動画撮影ボタンであり、動画撮影ボタンが操作（押下）されたことに応じて、シ
ステム制御部は、アウトカメラによる動画の撮影を開始するように指示する。動画撮影開
始が指示されると、撮像素子１３から信号を読み出し、その信号をＡ／Ｄ変換器１５で変
換して画像データ取得し、画像処理回路２０により動画圧縮処理を行なって外部記録媒体
９１に記憶する。この、動画圧縮処理および記録処理を、周期的に行うことで、動画を外
部記録媒体９１に記録する。この動画圧縮処理および記録処理は、再び動画撮影ボタン７
０が押下されるまで実行される。再び動画撮影ボタン７０が押下されると、動画圧縮処理
を終了し、それまで記録した動画を１つの動画ファイルとして外部記録媒体９１に記録す
る。
【００３５】
　８１は電源制御手段である。
【００３６】
　８０はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ
電池等の二次電池、ＡＣアダプター等からなる電源である。
【００３７】
　９０はメモリカード等の外部記録媒体とデータの送受信を行うカードコントローラであ
る。９１はメモリカード等の外部記録媒体である。
【００３８】
　＜静止画・動画撮影同時記録モードについて＞
　デジタルカメラ１００は、静止画撮影モードとして、静止画・動画撮影同時記録モード
を有している。静止画・動画撮影同時記録モードでは、シャッターボタン６０を全押しし
たことに応じて、アウトカメラで静止画を撮影して記録すると共に、静止画撮影前にアウ
トカメラで撮影した動画も外部記録媒体９１に記録する。静止画・動画撮影同時記録モー
ドにおいては、静止画の撮影毎に裏で動画（ショートムービー）を自動的に記録し、静止
画・動画撮影同時記録モードで記録した動画（ショートムービー）は、毎回同じ動画ファ
イルに記録される。そのため、ユーザは何も操作しなくても、静止画撮影時の状況をおさ
めた動画を自動で作成することができ、さらに、複数回の静止画撮影で得られた動画（シ
ョートムービー）を連続的に観賞することができる１つのダイジェスト動画を得ることが
できる。以降、静止画・動画撮影同時記録モードにおいて動画（ショートムービー）が記
録される動画ファイルをダイジェスト用動画ファイルと呼ぶこととする。静止画・動画撮
影同時記録モードは、ユーザが操作部６２に含まれるモード切り替えスイッチにより静止
画の撮影モード設定を切り替えることにより、設定可能である。
【００３９】
　静止画・動画撮影同時記録モードにおいて、前述したようにインカメラ撮影機能を有効
または無効に設定することができる。インカメラ撮影機能を有効に設定することで、イン
カメラで撮影した画像を、アウトカメラに撮影した画像に重畳合成して記録することが可
能である。インカメラ撮影機能の設定は、ユーザが操作部を操作することにより有効また
は無効に設定可能である。インカメラ撮影機能の設定ではなく、インカメラで撮影した画
像の表示の入／切をユーザの操作により設定可能とし、インカメラ画像の表示が入に設定
されている場合にインカメラ撮影機能を有効にし、表示が切の場合にインカメラ撮影機能
を無効にしてもよい。
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【００４０】
　また、静止画・動画撮影同時記録モードにおいては、さらに、ユーザが操作部を操作す
ることによりストップモーションの入／切を設定可能である。ストップモーション設定が
入に設定されている場合は、撮影した静止画を動画に変換したストップモーションが作成
され、作成されたストップモーションが、静止画・動画撮影同時記録モード用の動画ファ
イルに記録される。つまり、静止画撮影前の動画（ショートムービー）に続いて、ストッ
プモーションが記録される。ストップモーションの設定が切に設定されている場合は、ス
トップモーションの生成および記録は行われない。また、ストップモーションの設定が入
に設定され、かつ、インカメラ撮影機能を有効に設定されている場合には、撮影した静止
画のストップモーションに、インカメラで撮影された動画が合成された合成動画が記録さ
れる。
【００４１】
　なお、静止画・動画撮影同時記録モードが設定されているときに、動画撮影ボタンで７
０が押下された場合には、アウトカメラによる動画の撮影および記録処理が開始され、静
止画の撮影は行われない。この時記録される動画には、インカメラ撮影機能の設定が有効
に設定されている場合は、インカメラで撮影した動画合成されて記録され、インカメラ撮
影機能の設定が無効の場合は、アウトカメラで撮影した動画のみが記録される。
【００４２】
　つまり、静止画・動画撮影同時記録モードが設定されている場合、シャッターボタン６
０により静止画の撮影指示があった時には、静止画と動画が記録されるが、動画撮影ボタ
ン７０により動画撮影の指示があっても、動画は記録されるが静止画は記録されない。
【００４３】
　＜静止画・動画撮影同時記録モードでの撮影処理について＞
　図３、図４は、デジタルカメラ１００の静止画・動画撮影同時記録モード時の撮影動作
について説明する。なお、これらの処理は、システム制御部５０が不揮発性メモリ５１か
ら読み出したプログラムに基づいて各部の制御や演算処理、判断等を行うことにより実現
される。
【００４４】
　まず、デジタルカメラ１００において、静止画・動画撮影同時記録モードが選択される
と、ステップＳ３０１において、露出制御部４０によって制御された適正露出の撮像素子
１３の出力を基に表示用画像を生成する。つまり、アウトカメラで撮影したメイン画像に
基づいて表示用画像が生成される。以後、アウトカメラの撮像素子１３の出力から作成さ
れた画像をメイン画像と呼ぶこととする。生成した表示用画像は、メモリ２５に一時的に
格納する。
【００４５】
　ステップＳ３０２では、アウトカメラの撮像素子１３の出力であるメイン画像を基に動
画記録用画像（メイン動画）を生成する。以後、アウトカメラの撮像素子１３の出力から
作成された動画をメイン動画と呼ぶこととする。生成した動画記録用画像は、メモリ２５
に一時的に格納する。
【００４６】
　ステップＳ３０３では、デジタルカメラ１００に設定されているインカメラに関する設
定を確認する。インカメラ撮影機能が有効となるように設定されていた場合、ステップＳ
３０４に進み、ステップＳ３０４～Ｓ３０８の処理が行われる。インカメラ撮影機能が無
効となるように設定されていた場合には、ステップＳ３０４～Ｓ３０８処理は行わずに、
ステップＳ３０９に進む。
【００４７】
　ステップＳ３０４では、デジタルカメラ１００に設定されているインカメラの表示位置
、表示サイズに関する設定を不揮発性メモリ５１から取得する。本実施形態では、インカ
メラの表示位置、表示サイズをユーザがメニュー等で指示することができ、設定された表
示位置、表示サイズの情報が不揮発性メモリ５１に格納されている。
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【００４８】
　ステップＳ３０５にでは、露出制御４０によって制御された適正露出の撮像素子１０３
の出力を基に、表示用のインカメラ画像を生成する。生成される画像のサイズは、ステッ
プＳ３０４で取得したサイズを基に生成される。
【００４９】
　ステップＳ３０６において、ステップＳ３０１で作成したメイン画像の表示用画像とス
テップＳ３０５で作成された表示用インカメラ画像とを合成して、表示用合成画像を生成
する。このとき作成される画像は、例えば図５（ｂ）のように、メイン画像の上にインカ
メラ画像が重畳合成された画像になる。図５のように、表示用のメイン画像５００に重畳
して表示用インカメラ画像５０１を配置する場合、表示用インカメラ画像５０１を重畳す
る位置は、ステップＳ３０４で取得したインカメラ表示位置情報に従う。ステップ３０６
で生成さした表示用合成画像は、ステップＳ３０１でメモリ２５に格納した表示用画像を
上書きする形でメモリ２５に一時的に格納する。つまり、メモリ２５に格納される表示用
画像が、ステップＳ３０１で生成したメイン画像から、ステップＳ３０６で生成した合成
画像に置き換えられる。なお、本実施形態では、図５（ｂ）のように、メイン画像の上に
インカメラ画像を重畳合成したが、インカメラ画の上に、小さなメイン画像を重畳合成す
るようにしてもよい。
【００５０】
　ステップＳ３０７では、露出制御４０によって制御された適正露出の撮像素子１０３の
出力を基に動画記録用のインカメラ動画を生成する。以後、インカメラの撮像素子１０３
の出力から作成された動画をインカメラ動画と呼ぶこととする。生成されるインカメラ動
画のサイズは、ステップＳ３０４で取得したサイズを基に生成される。
【００５１】
　ステップＳ３０８では、ステップＳ３０２で作成した動画記録用のメイン動画とステッ
プＳ３０７で作成された動画記録用のインカメラ動画を合成して動画記録用の動画として
合成動画を生成する。インカメラ動画の合成位置は、表示用画像と同様の位置に合成され
るようにするため、ステップＳ３０６と同様にインカメラ表示位置情報に従って、動画記
録用メイン動画に動画記録用インカメラ動画を重畳して合成動画を作成する。つまり、Ｓ
３０１またはＳ３０６で生成される表示用画像とＳ３０２またはＳ３０８で生成される動
画記録用の画像サイズは、メイン画像、インカメラ画像ともにそれぞれ異なっている。し
かし、表示用画像と動画記録用画像とで、メイン画像、インカメラ画像のサイズの比率が
同じになるように作成され、表示されている画像と記録される画像が同じとなるようにそ
れぞれ表示用画像、動画用画像を作成する。３０８で生成した動画記録用の合成動画は、
動画記録用画像としてメモリ２５に一時的に記録する。つまり、メモリ２５に記録される
動画記録用画像が、ステップＳ３０２で生成したメイン動画から、ステップＳ３０８で生
成した合成動画に書き換えられる。
【００５２】
　ステップＳ３０９では、メモリ２５に一時的に格納されている表示用画像を表示部２８
に表示する。つまり、インカメラ撮影機能が有効に設定されている場合は、ステップＳ３
０６で生成した、例えば図５（ｂ）のような合成画像が表示され、インカメラ撮影機能が
無効の場合は、ステップＳ３０１で生成した図５（ａ）のようなメイン画像が表示される
。
【００５３】
　次に、ステップＳ３１０において、メモリ２５から動画記録用画像を読み出して画像処
理回路２０により動画圧縮処理を行い、動画データへと圧縮し、メモリ２５に格納する動
画記録用画像の動画圧縮処理を開始する。インカメラ撮影機能が有効の場合は、ステップ
Ｓ３０８で生成した合成画像に基づいて動画データを生成し、インカメラ撮影機能が無効
の場合は、ステップＳ３０２で生成したメイン画像に基づいて動画データを生成して、メ
モリ２５に格納する。また、動画データの圧縮とともに不図示のマイク等で入力された音
声データについてもシステム制御部５０に含まれる音声圧縮処理を用いて、圧縮し、メモ
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リ２５に格納する。ステップＳ３０１～Ｓ３１０の処理は、基本的には、静止画・動画撮
影同時記録モードの間繰り返し実行されることになる。そこで、ここでは、リングバッフ
ァ形式で最大４秒間分の圧縮された動画データをメモリ２５に保持しておく。
【００５４】
　このように、ステップＳ３０１～Ｓ３１０においては、表示用画像の生成および表示処
理と、動画記録用画像の生成および動画圧縮処理（メモリ２５への一時記録）が行われる
。これらの処理は、上記の順番に限定されない。表示用画像の生成および表示処理と、動
画記録用画像の生成および一時記録を並行して実行してもよい。
【００５５】
　次に、ステップＳ３１１において、静止画、動画同時記録モードからのモード変更が行
われたか判定する。モード切り替えスイッチによるほかの撮影モードの変更や再生モード
への移行、メニューボタンによる設定メニューへの移行、電源スイッチによる電源ＯＦＦ
などがモード変更に含まれる。ステップＳ３１１においてモード変更が行われたと判断さ
れた場合は、ステップＳ３１２に進み、動画圧縮処理を終了し、メモリ２５に格納してい
た動画データ、音声データを破棄して、静止画、動画同時記録モードを終了する。ステッ
プＳ３１１においてモード変更が行われていないと判断された場合は、ステップＳ３１３
に進む。
【００５６】
　ステップＳ３１３では、撮影設定の変更が行われたか確認する。変更されたかを確認す
る撮影設定項目としては、ホワイトバランス、露出補正値、ＭＦ・マクロ撮影などのフォ
ーカス方法切り替え、静止画の画像サイズや圧縮率など撮影時に被写体や状況に応じて、
即座に切り替えが必要となる撮影条件が含まれる。これらの撮影設定は、操作部６２に含
まれる割り当てられた撮影設定変更ボタンや表示部２８に併設されたタッチパネルへのユ
ーザ操作に応じて、ユーザが撮影設定を変更するためのＧＵＩ画面を表示中の画面に一時
的に重畳して提供する。このＧＵＩ画面において操作部６２またはタッチパネルを操作す
ることより撮影設定を変更することができる。ステップＳ３１３において撮影設定が変更
されたと判断された場合は、ステップＳ３１４に進み、ユーザの変更に応じて撮影設定を
変更し、撮影設定が変更されていない場合は、ステップＳ３１５に進む。
【００５７】
　ステップＳ３１５では、インカメラの設定が変更が行われたか確認する。インカメラの
設定に関してもユーザの操作に応じて設定可能な項目がある。設定可能な項目としては、
表示位置、表示サイズ、また、インカメラの撮影機能の有効・無効の切り替えがある。こ
れらのインカメラに関する設定項目についても操作部６２や表示部２８に併設されたタッ
チパネルへのユーザ操作に応じてユーザが設定を変更できる。
【００５８】
　ステップＳ３１５でインカメラの設定が変更がされたと判定された場合は、ステップＳ
３１６に進み、動画圧縮処理を停止し、メモリ２５に格納していた動画データ、音声デー
タを破棄する。これは、インカメラ表示の設定を変更するとそれまでに記録された動画デ
ータとこれから撮影される動画データでインカメラ表示の切り替わりが記録され、動画デ
ータの品位が低下することを防ぐ目的がある。次に、ステップＳ３１７において、変更さ
れたインカメラの設定が、インカメラ撮影機能の有効・無効設定であるかを確認する。ス
テップＳ３１７においてインカメラ撮影機能の有効・無効が切り替えられたと判定された
場合は、ステップＳ３１８でインカメラ設定の有効・無効をユーザの指示に従って変更す
る。そして、ステップＳ３０１に戻り、変更された設定に基づいて、ステップＳ３０１か
らの処理を再度行う。ステップＳ３１７において変更されたインカメラの設定がインカメ
ラ撮影機能の有効・無効ではなくインカメラ表示の位置、サイズであると判定された場合
は、ステップＳ３１９において、ユーザの指示に従ってインカメラ表示の位置、サイズを
それぞれ変更する。その後、ステップＳ３０１に進み、新たに設定された内容に応じて再
度ステップＳ３０１からの処理を行う。
【００５９】
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　インカメラの設定が変更がされていない場合は、ステップＳ３１５からステップＳ３２
０に進む。ステップＳ３２０では、シャッターボタン６０が半押しされ、ＳＷ１信号が入
力されたか確認する。ＳＷ１信号が入力されていなければ、ステップＳ３２１の処理を行
わずにステップＳ３２２へ進む。ＳＷ１が入力された場合は、ステップＳ３２１に進み、
デジタルカメラ１００に設定されているフォーカスモードや露出モードに応じた合焦・露
出処理、つまり前述の撮影準備動作を行う。
【００６０】
　ステップＳ３２２において、シャッターボタン６０が全押しされ、ＳＷ２信号が入力さ
れたか確認する。ＳＷ２信号が入力されていなければ、ステップＳ０１に戻り、処理を繰
り返す。ステップＳ３２２において、ＳＷ２信号が入力されたと判定した場合、ステップ
Ｓ３２３において、表示部２８の画像表示を一時停止すると共に、ステップＳ３１０で開
始した動画圧縮処理を一時停止させる。ここでは、すでにメモリ２５に格納されている動
画データおよび音声データは保持しておく。
【００６１】
　次に、ステップＳ３２４において、アウトカメラの撮像素子１３の出力を基に記録用の
静止画データ（メイン静止画）を撮影する。そして、ステップＳ３２５において、ステッ
プＳ３２４で撮影した静止画データ（メイン静止画）から、画像確認用のレビュー用画像
を生成する。そして、ステップＳ３２６において、画像処理回路２０によりステップＳ３
２４で撮影した静止画データ（メイン静止画）に対して静止画圧縮処理を行い、記録用の
静止画データ（ＪＰＥＧデータ）を生成し、メモリ２５に格納する。ここで、静止画・動
画撮影同時記録モードにおいては、インカメラの撮影機能の有効無効の設定に関わらず、
インカメラ画像が合成されていないメイン画像のみが静止画として外部記録媒体９１に記
録されるため、メイン静止画に対して静止画圧縮処理を行っている。
【００６２】
　その後、図４に示すステップＳ４０１へ進む。
【００６３】
　ステップＳ４０１では、ステップＳ３２６でメモリ２５に格納された静止画データ（Ｊ
ＰＥＧデータ）を１つの静止画ファイル（ＪＰＥＧファイル）として外部記録媒体９１に
記録する。
【００６４】
　次に、ステップＳ４０２において、メモリ２５に格納されている動画記録用の動画デー
タの動画記録時間（撮影時間）が、所定の時間（）ｔ０より長いか否かの判定を行う。本
実施形態では、ｔ０＝２秒とする。ステップＳ４０２において、動画記録時間が２秒以上
であると判定した場合はステップＳ４０３へ進み、２秒よりも短いと判定した場合はステ
ップＳ４０４へ進む。
【００６５】
　ステップＳ４０３において、メモリ２５に格納されている動画データ、音声データを外
部記録媒体９１に記録する。ここで、動画データおよび音声データは、外部記録媒体９１
に記録されているダイジェスト用動画ファイルに動画データおよび音声データを追加する
ようにして記録する。外部記録媒体９１にダイジェスト用動画ファイルがない場合は、新
しくダイジェスト用動画ファイルを作成して、メモリ２５から読み出した動画データおよ
び音声データを記録してもよい。また、撮影日が切り替わった場合や、動画データのサイ
ズが所定のサイズよりも大きくなった場合には、新しいダイジェスト用動画ファイルを作
成して記録するようにしてもよい。外部記録媒体９１への動画データの記録形式について
は、後に図６を参照して詳しく説明する。ステップＳ４０４では、メモリ２５に格納して
いた動画データ、音声データを破棄する。つまり、動画記録時間（撮影時間）が２秒より
も短い場合は、ステップＳ３２５において静止画を撮影する前に撮影して、メモリ２５に
一時保存していた動画データおよび音声データは外部記録媒体９１に記録されず保存され
ない。これは、あまりに短い動画だと、撮影時の状況を確認することができないため、本
実施形態では、２秒よりも短い場合は外部記録媒体９１に記録しないようにしている。
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【００６６】
　次にステップＳ４０５において、ステップＳ３２５で作成したレビュー用画像を、表示
部２８に表示する。この表示により、ユーザは、撮影した静止画を確認することができる
。
【００６７】
　ステップＳ４０６において、インカメラの撮影機能が有効か無効かの判定を行う。イン
カメラ撮影機能が有効であると判定した場合はステップＳ４０７へ進み、ステップＳ４０
７～Ｓ４１４のインカメラ画像を合成した静止画撮影後動画の生成処理を行う。インカメ
ラ設定が無効の場合はステップＳ４１８へ進む。
【００６８】
　ステップＳ４０７では、ステップＳ３２４でアウトカメラで撮影したメイン静止画から
動画記録用のストップモーション画像を生成する。つまり、メイン静止画を動画データに
変換する。ここで、外部記録媒体９１に記録する静止画と動画のアスペクト比が異なる場
合は、ストップモーション画像にメイン静止画全体が含まれるようにメイン静止画のリサ
イズ処理をおこない、メイン静止画領域以外は黒塗りにてストップモーション画像を生成
する。例えば、静止画のアスペクトが４：３で動画のアスペクトが１６：９の場合、左右
の領域を黒塗りしたストップモーション画像が生成される。
【００６９】
　次に、ステップＳ４０８では、ステップＳ３０５と同様に、撮像素子１０３の出力を基
に表示用のインカメラ画像を生成する。
【００７０】
　そして、ステップＳ４０９では、ステップＳ３０６と同様に、表示用合成画像を生成す
る。ただし、ステップＳ４０９では、ステップＳ３２４でアウトカメラで撮影したメイン
静止画の上に、ステップＳ４０８で生成したインカメラ画像を合成して表示用合成画像を
生成する。
【００７１】
　次に、ステップＳ４１０では、ステップＳ３０７と同様に、撮像素子１０３の出力を基
に動画記録用のインカメラ動画を生成する。
【００７２】
　そして、ステップＳ４１１では、ステップＳ４０９で生成した表示用合成画像を表示部
２８に表示する。ここでは、アウトカメラで撮影し外部記録媒体９１に記録される静止画
の上にインカメラで撮影した画像が動画として表示される。
【００７３】
　次に、ステップＳ４１２において、ステップＳ３０８と同様に、動画記録用画像として
、インカメラ動画を合成した合成動画を生成する。ただし、ステップＳ４１２では、ステ
ップＳ４０７で生成したストップモーション画像の上に、ステップＳ４１０で生成したイ
ンカメラ動画を合成して動画記録用合成画像を生成する。
【００７４】
　そして、ステップＳ４１３では、ステップＳ３１０と同様に、ステップＳ４１２におい
て生成した合成動画に対して動画圧縮処理を行って動画データを生成し、静止画撮影後動
画データとしてメモリ２５に格納する。また、動画データの圧縮とともに、不揮発性メモ
リ５１にあらかじめ記憶してあるシャッター音データおよび、不図示のマイク等で入力さ
れた音声データについてもシステム制御部５０に含まれる音声圧縮処理を用いて、圧縮し
、メモリ２５に格納する。
【００７５】
　ステップＳ４１４では、ステップＳ４１３にて生成しメモリ２５に格納されている静止
画撮影後動画データの動画記録時間（撮影時間）が所定の時間ｔ１以上であるかの判定を
行う。本実施形態では、ｔ１＝２秒とする。動画データの動画記録時間が２秒以上である
と判定した場合はステップＳ４２０へ進む。動画データの動画記録時間が２秒よりも短い
と判定した場合は、ステップＳ４０８へ進み、ステップＳ４０８～Ｓ４１４の処理を繰り
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返す。つまり、インカメラ撮影機能が有効に設定されている場合、静止画のレビュー表示
を開始した後に、静止画撮影後動画データの動画記録時間が２秒になるまで、インカメラ
により動画が撮影される。そして、静止画撮影後動画データの動画記録時間が２秒になる
まで、ストップモーション画像とインカメラ動画を合成した画像の表示と、合成画像の動
画圧縮処理が繰り返される。
【００７６】
　また、ステップＳ４１１において、アウトカメラ撮影して外部記録媒体９１に記録した
静止画を表示している間に、インカメラにより動画を撮影している。そのため、表示部２
８により撮影した静止画を確認しているユーザ（撮影者）の表情をインカメラで撮影して
、静止画と共に記録することができる。
【００７７】
　ステップＳ４１５において、静止画撮影前に撮影した動画記録用の動画データの動画記
録時間（撮影時間）がｔ０以上であるか否か判定を行う。動画記録時間の判定の代わりに
、ステップＳ４０４において動画データのキャンセル処理が行われたか否かを判定しても
よい。静止画撮影前動画の動画記録時願がｔ０より短いためキャンセル処理が行われた場
合は、ステップＳ３０１へ戻り、最初から処理を繰り返す。静止画撮影前動画の動画記録
時願がｔ０以上でありキャンセル処理が行われなかったと判定した場合はステップＳ４１
６へと進む。
【００７８】
　ステップＳ４１６では、ストップモーション設定が入か切かの判定を行う。ストップモ
ーション設定が入の場合はステップＳ４１７へ進み、ストップモーション設定が切の場合
は、ステップＳ３０１へ戻る。
【００７９】
　ステップＳ４１７では、ステップＳ４０７と同様にストップモーション画像を生成する
。
【００８０】
　次に、ステップＳ４１８において、ステップＳ４１７で生成したストップモーション画
像に対して動画圧縮処理を行い、静止画撮影後動画データとしてメモリ２５に格納する。
ここで圧縮する音声データは不揮発性メモリ５１にあらかじめ記憶してあるシャッター音
データおよび無音データである。
【００８１】
　ステップＳ４１９において、ステップＳ４１８にて動画圧縮処理を行い、メモリ２５に
一時保存されている静止画撮影後動画データの動画記録時間（撮影時間）が、所定の時間
ｔ２以上であるかの判定を行う。本実施形ではｔ２＝１秒とする。ステップＳ４１９にお
いて静止画撮影後動画データの動画記録時間が１秒以上であると判断されるまで、Ｓ４１
８のストップモーション画像の動画圧縮処理が繰り返される。
【００８２】
　ステップＳ４２０において、ステップＳ４１３またはステップＳ４１９にて動画圧縮処
理により作成した静止画撮影後動画データを外部記録媒体９１に記録する。記録する際は
、ステップＳ４０３と同様にダイジェスト用動画ファイルの動画データおよび音声データ
に追加するようにして記録する。つまり、ステップＳ４０３で静止画撮影前の動画データ
を記録している場合には、静止画撮影前動画データに続いて静止画撮影後動画データが記
録されることになる。
【００８３】
　ステップＳ４２１において、ステップＳ４２０の静止画撮影後動画データの記録が完了
したか否かの判定を行う。静止画撮影後動画データの記録が完了したと判定した場合は、
メモリ２５に一時保存している動画データを消去し、Ｓ３０１に戻る。
【００８４】
　＜各種設定と記録される動画の動画記録パターンについて＞
　次に、静止画・動画撮影同時記録モードで上記の撮影処理を行った場合に外部記録媒体



(15) JP 6324063 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

９１に記録される動画データについて、図１３、図１４を参照して説明する。
【００８５】
　図１３は、動画記録パターンを説明するための図である。図１４は、インカメラの撮影
機能設定、静止画撮影前動画データの記録時間（撮影時間）、ストップモーション設定と
、静止画・動画撮影同時記録モードで外部記録媒体９１に記録される動画のパターンの関
係を示す図である。ここで、静止画撮影前動画データの記録時間とは、静止画撮影前にメ
モリ２５に一時記録されている動画データの動画記録時間（撮影時間）のことを示してい
る。
【００８６】
　図１３を参照して各動画記録パターンについて説明する。
【００８７】
　動画記録パターン１では、２～４秒の静止画撮影前動画と２秒の静止画撮影後動画が記
録される。動画記録パターン１では、アウトカメラで撮影したメイン動画にインカメラで
撮影したインカメラ動画が合成された合成動画が静止画撮影前動画として記録される。そ
して、アウトカメラで撮影した静止画から生成したストップモーションにインカメラで撮
影したインカメラ動画が合成された合成動画が静止画撮影後動画として記録される。また
、静止画撮影前動画の音声データとしては、マイク等で入力された環境音が記録され、静
止画撮影後動画の音声データは、まずはシャッター音データが記録され、それに続いて環
境音が記録される。
【００８８】
　動画記録パターン２では、静止画撮影前動画は記録されず、２秒の静止画撮影後動画の
みが記録される。動画記録パターン２では、アウトカメラで撮影した静止画から生成した
ストップモーションにインカメラで撮影したインカメラ動画が合成された合成動画が静止
画撮影後動画として記録される。また、静止画撮影後動画の音声データは、まずはシャッ
ター音データが記録され、それに続いて環境音が記録される。つまり、動画記録パターン
２では、動画記録パターン１で記録される静止画撮影後動画と同様の形式で静止画撮影後
動画の動画データおよび音声データが記録される。
【００８９】
　動画記録パターン３では、２～４秒の静止画撮影前動画と１秒の静止画撮影後動画が記
録される。動画記録パターン３では、インカメラ動画が合成されていないアウトカメラで
撮影したメイン動画が静止画撮影前動画として記録される。そして、アウトカメラで撮影
した静止画から生成したストップモーションが静止画撮影後動画として記録される。
【００９０】
　また、静止画撮影前動画の音声データとしては、マイク等で入力された環境音が記録さ
れ、静止画撮影後動画の音声データは、シャッター音データのみが記録され、その後、無
音となって記録される。
【００９１】
　動画記録パターン４では、２～４秒の静止画撮影前動画のみが記録され、の静止画撮影
後動画は記録されない。動画記録パターン４では、インカメラ動画が合成されていないア
ウトカメラで撮影したメイン動画が静止画撮影前動画として記録される。また、静止画撮
影前動画の音声データとしては、マイク等で入力された環境音が記録される。つまり、つ
まり、動画記録パターン４では、動画記録パターン３で記録される静止画撮影前動画と同
様の形式で、記録される静止画撮影後動画の動画データおよび音声データが記録される。
【００９２】
　ここで、ステップＳ３０１～Ｓ３１０の処理においてメモリ２５に一時する動画データ
を、最大４秒間分と設定しているため、静止画撮影前動画は４秒以下になる。さらに、ス
テップＳ４０２～Ｓ４０４において、メモリ２５に格納されている静止画撮影前動画デー
タの記録時間が２秒以上である場合にしか、静止画撮影前動画は外部記録媒体９１記録さ
れないため、静止画撮影前動画は２～４秒となる。
【００９３】
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　また、動画記録パターン１および２の場合は、静止画撮影後動画として２秒の動画を記
録するのに対し、動画記録パターン３では、静止画撮影後動画として１秒の動画を記録す
る。これは、動画記録パターン１および２の場合はストップモーションにインカメラ動画
を合成して、動きのある合成動画が記録されるのに対し、動画記録パターン３では動きの
ないストップモーションを記録するため、記録時間を短くしている。本実施形態では、動
画記録パターン１および２のように、動きのある合成動画が記録される場合に記録する動
画を２秒（ｔ１）とし、動画記録パターン３のように動きのない動画を記録する場合は、
１秒（ｔ２）と設定している。
【００９４】
　次に、図１４を参照して、各設定と動画記録パターンの関係について説明する。
【００９５】
　まず、インカメラ撮影機能が有効に設定されている場合は、動画記録パターン１または
２となる。つまり、インカメラ撮影機能が有効の場合、静止画撮影前動画データの記録時
間およびストップモーションの設定に関わらず、必ず静止画撮影後動画としてストップモ
ーションにインカメラ動画が合成された合成動画が記録される。そのため、静止画を観賞
中の撮影者の表情や反応を記録することができる。そして、インカメラ撮影機能が有効で
ある場合、静止画撮影前動画データの記録時間が２秒以上であるかに応じて、静止画撮影
前動画としてメイン動画にインカメラ動画が合成された合成画像を記録するかが変わる。
つまり、予め決められているｔ０時間以上であるかに応じて合成画像を記録するかが変わ
る。静止画撮影前動画データの記録時間が２秒（ｔ０）以上の場合は、静止画撮影前動画
を記録する。そのため、静止画撮影直前の被写体や撮影者の状況や表情を記録することが
できる。静止画撮影前動画データの記録時間が２秒（ｔ０）未満の場合は、静止画撮影前
動画は記録しない。
【００９６】
　インカメラ撮影機能が無効に設定されており、静止画撮影前動画データの記録時間が２
秒（ｔ０）未満の場合については、ストップモーションの設定に関わらず動画（静止画撮
影前動画および静止画撮影後動画）を記録しない。この場合、静止画撮影前動画データの
記録時間が２秒未満なため、ステップＳ４０２～Ｓ４０４で説明したように静止画撮影前
動画は記録されない。静止画撮影後動画については、ストップモーションの設定に応じて
ストップモーションを静止画撮影後動画として記録することもできるが、インカメラ撮影
機能が無効に設定されている場合は、インカメラ動画が合成されないストップモーション
となる。インカメラ動画が合成されないと、動きのない動画になってしまう。そのため、
インカメラ撮影機能が無効に設定されており、静止画撮影前動画データの記録時間が２秒
未満の場合については、ストップモーションの設定に関わらず静止画撮影後動画も記録し
ないようにしている。
【００９７】
　インカメラ撮影機能が無効に設定されており、静止画撮影前動画データの記録時間が２
秒（ｔ０）以上の場合については、動画記録パターン３または４となり、静止画撮影前動
画が記録される。そのため、静止画撮影直前の状況や被写体の表情の変化等を記録するこ
とができる。そして、ストップモーションの設定に応じて、記録するかが決定される。ス
トップモーションの設定が入の場合は、動画記録パターン３となり、インカメラ動画が合
成されないストップモーションが静止画撮影後動画として記録される。ストップモーショ
ンの設定が切の場合は、動画記録パターン４となり静止画撮影後動画は記録されない。動
画記録パターン３については、動きのないストップモーションを静止画撮影後動画として
記録している。これは、撮影前動画と共にストップモーションを記録することで、静止画
撮影前と撮影時の画像を両方確認することができるようになるため、動きのないストップ
モーションを記録するようにしている。
【００９８】
　静止画撮影前動画データの記録時間が２秒（ｔ０）以上の場合は、動画記録パターン１
または、３または４となり、他の設定に関わらず必ず静止画撮影前動画が記録される。ま
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た、静止画撮影前動画データの記録時間が２秒（ｔ０）未満の場合は、動画記録パターン
２または動画を記録しないとなる。通常は、静止画撮影前動画データの記録時間が２秒未
満の場合は、動画（静止画撮影前動画および静止画撮影後動画）を記録しないのだが、イ
ンカメラ撮影設定が有効の場合は、静止画撮影後にインカメラ動画を取得可能である。そ
のため、動画記録パターン２のように、ストップモーション画像にインカメラ動画を合成
した合成動画を静止画撮影後動画として記録するようにしている。
【００９９】
　このように、静止画・動画撮影同時記録モードにおいて、上記のように撮影処理を行う
ことで、図１４で示した設定に応じて、適した動画記録パターンで動画を記録することが
できる。なお、静止画・動画撮影同時記録モードにおいて、動画については図１４で示し
た設定に応じて動画記録パターンや記録するか否かが変化するが、静止画については図１
４で示した設定に関わらず、設定されている記録サイズや圧縮率に応じて記録される。
【０１００】
　＜画像構成及び動画チャプタ参照情報＞
　図６は、静止画動画同時撮影記録モードにおいて記録される画像の構成および動画のチ
ャプタ参照情報を説明するための図である。図６（ａ）は、静止画動画同時撮影記録モー
ドにおいて記録される静止画および動画の撮影の時系列の関係を示す図である。図６（ｂ
）は撮影された静止画および動画の記録形態を示す模式図、図６（ｃ）はチャプタ参照情
報の構成例である。
【０１０１】
　図６（ａ）を用いて撮影指示および撮影画像の時系列を説明する。前述したように静止
画・動画撮影同時記録モードではユーザがシャッターボタン６０を全押して静止画撮影指
示（レリーズ）を行うことにより、ＳＷ２が入力され、静止画の撮影および動画の撮影が
行われ、撮影した画像が記録される。Ｐ１はレリーズ１の静止画撮影指示に応じて撮影さ
れる静止画であり、Ｍ１は静止画Ｐ１に関連した、静止画Ｐ１を撮影する前に撮影した動
画である。同様にレリーズ２～レリーズ３に応じて撮影される静止画Ｐ２～Ｐ３に関連し
た動画はそれぞれ、Ｍ２～Ｍ３となる。
【０１０２】
　図６（ｂ）を用いて図６（ａ）で説明した撮影操作に従って撮影された静止画Ｐ１～Ｐ
３、および動画Ｍ１～Ｍ３の記録媒体９１上での記録形式を説明する。ステップｓ４０１
での静止画記録処理、および、ステップＳ４０３、Ｓ４２０の動画データ記録処理では、
これから説明する記録形式で、静止画ファイルおよび動画ファイルが記録される。
【０１０３】
　レリーズ１により撮影された動画Ｍ１はＤＣＦ規則に則り記録媒体９１内の撮影日を表
すディレクトリ名“１００＿１０１０”（ディレクトリ６２１）に動画ファイル“ＭＤＧ
＿０００１．ＭＯＶ”（６２２）として保存される。以降のファイル名決定もＤＣＦ規則
に従うこととする。一方同時に撮影された静止画Ｐ１は静止画ファイル“ＩＭＧ＿０００
２．ＪＰＧ”（６２７）として同じディレクトリ（６２１）に保存される。ここで、Ｍ１
は、ストップモーション画像が記録されない、図１３の動画記録パターン４で記録される
動画とする。Ｍ１はチャプタ１（６２４）に、動画ストリームとして記録される。次にレ
リーズ２により撮影された動画Ｍ２は動画ファイル“ＭＤＧ＿０００１．ＭＯＶ”の中に
チャプタ２（６２５）として追記される。一方同時に撮影された静止画Ｐ２は静止画ファ
イル“ＩＭＧ＿０００３．ＪＰＧ”（６２９）として同じディレクトリ（６２１）に保存
される。ここで、Ｍ２は、図１３の動画記録パターン１または３で記録される動画とする
。そのため、チャプタ２に記録される動画は、Ｍ２に続いて、Ｐ２から生成したストップ
モーション画像が挿入されている。次に、レリーズ３により撮影された動画Ｍ３は、図１
３の動画記録パターン２のように、静止画撮影前に撮影されたＭ３を使用せずに、Ｐ３の
ストップモーション画像が記録されるものとする。Ｐ３のストップモーション画像が、チ
ャプタ３（６２６）として、動画ファイル“ＭＤＧ＿０００１．ＭＯＶ”の中にチャプタ
２（６２５）として追記される。一方同時に撮影された静止画Ｐ３は静止画ファイル“Ｉ
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ＭＧ＿０００４．ＪＰＧ”（６２９）として同ディレクトリに保存される。また、それぞ
れのチャプタには、動画ストリームの他に音声データとチャプタ情報が記録される。そし
てチャプタ情報として撮影時間情報が文字列として記録される。
【０１０４】
　チャプタを追記する際には、動画ファイル“ＭＤＧ＿０００１．ＭＯＶ”のヘッダに部
に、チャプタ参照情報（６２３）が記載され、ヘッダ部を参照することにより、動画ファ
イル全体を解析しなくてもそれぞれのチャプタに関する情報を取得することができる。静
止画・動画撮影同時記録モードにおいては、静止画および動画を記録する際に、撮影日に
応じたディレクトリ内に記録する。撮影日に対応するディレクトリがない場合は作成する
。そして、撮影日に対応するディレクトリ内に、まず動画ファイルを生成してから、静止
画ファイルを生成する。そのため、動画ファイルのファイル番号（ＤＣＦ番号）は、静止
画ファイルのファイル番号（ＤＣＦ番号）よりも小さくなる。通常、ファイルの生成順に
ファイル番号（ＤＣＦ番号）を付与する。そのため、図４のように、先に静止画データを
記録してから動画データを記録する場合には、撮影日に対応するダイジェスト用動画ファ
イルが存在するかを確認し、ない場合には、静止画を記録する前に予めダイジェスト用動
画ファイルを生成しておくとよい。このように、複数の静止画撮影において撮影した動画
を１つの動画ファイルに記録するが、静止画撮影において撮影した動画毎にチャプタ分け
して記録するため、それぞれの動画を区別可能となる。
【０１０５】
　図６（ｃ）を用いてヘッダ部に記載される情報について説明する。ヘッダ部には、動画
ファイルに関する情報として６３１と６３２が記載され、チャプタ参照情報（６２３）と
して６３３～６３８の情報が記載される。６３１は動画ファイルサイズであり、チャプタ
追記の度にファイルエントリに記載の動画ファイルサイズの値に更新される。６３２は動
画総フレーム数であり、同様にチャプタ追記の度に合計のフレーム数で更新される。６３
３はチャプタ番号であり、チャプタ毎に後述する各チャプタ情報がチャプタ追記毎に追加
されていく。６３４はチャプタの撮影日時であり、本実施例では関連する静止画の撮影日
時と同じものを設定する。そのため、静止画ファイルに記録される静止画の撮影日時情報
７０４とチャプタ参照情報の撮影日時情報６３４とにより、関連する静止画と動画を対応
付けることができる。６３５はチャプタの開始フレームであり、この情報をもとに各チャ
プタの直接再生が可能となる。６３６は各チャプタのフレーム数であり、この情報をもと
にチャプタの再生フレーム数を決定可能となる。６３７はインカメラ画像の有無および合
成位置であり、この情報をもとにインカメラ画像の有無に応じた再生制御、一例としてイ
ンカメラ画像のあるチャプタのみの連続再生等が行える。またインカカメラ画像の合成位
置を記録することにより、インカメラ画像のみのトリミング切りだし再生も可能になる。
６３８はストップモーションの有無及びストップモーションが挿入されているフレーム範
囲を示す。ここではチャプタ内の相対フレーム情報として表現されている。チャプタ１に
対する情報は０－０であり、これはストップモーションが無いことを明示的に表すことと
する。チャプタ２に対する情報９０－１７９はチャプタ内先頭から９０フレームより１７
９フレームがストップモーションであることを表す。ここでチャプタ２はフレーム数が１
８０フレームであることから、後半半分がストップモーションとなる。チャプタ３に対す
る情報は０－１７９であり、チャプタ３のフレームカウントが１８０であることからチャ
プタ３はすべてがストップモーションであることを表す。この情報により、各チャプタと
各対応する静止画の重複関係、すなわちストップモーションの有無及びフレーム位置の判
定が可能となる。そのため、チャプタ群及び対応する静止画群を選抜して再生する場合、
再生フレーム（動画の再生範囲）または静止画の制御を行うことにより、重複の無い再生
を行うことが可能となる。ここで述べたチャプタ参照情報は動画の部分削除等の編集の度
にも動画ストリームと整合性を保つためにメンテナンスする必要があり、本実施例の撮像
装置は６３１～６３８の情報を編集内容に応じて適切にメンテナンスを行う。一方、この
チャプタ参照情報を解釈できない編集機器がこの動画を編集した場合チャプタ参集情報と
動画ストリームの整合が崩れ不適格なフレームを指示することになる。このため本実施例
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の撮像装置はチャプタ参照情報を使用する際、同時に記載されているファイルサイズ（６
３１）がファイルエントリに記載されているファイルサイズと一致するかの判定を行う。
このことにより、不一致が起これば、チャプタン参照情報の整合が取れないと判断し、チ
ャプタ参書情報を使用しない。あるいは、不一致を検出した場合、ストリーム中のチャプ
タ情報等からチャプタ参照情報を作り直してもよい。
【０１０６】
　＜静止画情報＞
　図７は、デジタルカメラ１００で扱う静止画ファイルの構成例である。７０１は画像の
属性情報を記載するヘッダ部である。７０２は画像を記録した撮像象値のメーカー名、７
０３はこの画像を記録した撮像象値のモデル名、７０４はこの画像の撮影日時、７０５は
被写体輝度であり、撮影画像の白飛び、黒つぶれ等を判断できる。７０６は合焦度で、オ
ートフォーカスによる焦点合わせ動作結果の精度をあらわし、ボケ画像等の判断ができる
。７０８はお気に入り度であり、ユーザ指示により画像の優先度を付与することができ、
一般的には－１～５の数値が使用され、－１は気に入らない画像、０は優先度なしの画像
、１～５は数値に比例して優先度が高くなる。７０８はその他の設定、たとえばサムネイ
ル画像、使用者情報等である。７０９は静止画像データ本体である。ステップＳ４０１で
は、このような構成で静止画ファイルが外部記録媒体に記録される。
【０１０７】
　＜画像再生処理＞
　操作部６２のモード切替スイッチが操作されてシステム制御部５０にモード切り替え指
示信号指示信号が入力されると、画像再生モードへと移行し、システム制御部５０は再生
処理を開始する。図８は、画像再生処理を表すフローチャートである。なお、システム制
御部５０が不揮発性メモリ５１から読み出したプログラムに基づいて各部の制御や演算処
理、判断等を行うことにより図８のフローが実現される。
【０１０８】
　再生モードに移行するとステップＳ８０１において再生対象となる初期画像を設定する
。これは、たとえばＤＣＦ規格のＤＣＦディレクトリ番号が最大のディレクトリ内のＤＣ
Ｆファイル番号が最大の画像である。すなわち、撮影毎にＤＣＦファイル番号をインクリ
メントしファイル名を決定し、新規ディレクトリに撮影する際はＤＣＦディレクトリ番号
をインクリメントしディレクトリ名を決定するような場合、最後に撮影した画像となる。
次にステップＳ８０２にて、再生対象の画像の画像再生処理を行い表示部２８に画像を表
示する。続いてステップＳ８０３、Ｓ８０４、Ｓ８０９、Ｓ８１１、Ｓ８１３にて、ユー
ザが操作部６２を介して行った指示要求に対する処理を行う。ステップＳ８０３において
、ユーザの操作部６２に対する操作が再生モード終了の指示と判断したならば再生モード
処理を抜ける。ステップＳ８０４にて、ユーザの操作部６２に対する操作が、次、あるい
は前の画像の再生指示があると判断したなら、ＤＣＦ番号順で次または前の画像を再生画
像として決定する画像送り処理を行う（ステップＳ８０５）。そして、ステップＳ８０２
へ戻り、ステップＳ８０５で決定した再生画像の画像再生処理を行う。ステップＳ８０４
で画像送り指示で無いと判定された場合、ステップＳ８０６のチャプタ検索処理へ進む。
ここでチャプタ検索処理とは現在再生（表示部２８に表示）されている静止画の撮影時に
撮影された動画の追記単位（チャプタ）を特定するための処理である。このチャプタ検索
処理は、後に図９を用いて詳しく説明する。ステップＳ８０７において、ステップＳ８０
６でのチャプタ検索処理の結果、現在再生している静止画に関連する動画の対応チャプタ
が検索されたか否かを判定する。ステップＳ８０７でステップＳ８０６の結果対応チャプ
タがあると判断されたならば、ステップＳ８０８へ進み対応チャプタ有り表示を行う。こ
の表示については後に図１２を用いて説明する。次にステップＳ８０９にて対応チャプタ
有り表示を行っている時にチャプタ再生の指示がなされたかを判断し、チャプタ再生の指
示がなされたと判断されたならばＳ８１０へ進みチャプタ再生処理を行う。チャプタ再生
処理では、現在再生中（表示部２８に表示中）の静止画に対応するステップＳ８０６チャ
プタ検索処理にて特定された対応動画ファイルの対応チャプタの開始フレームから対応フ
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レーム数まで動画を再生し、表示部２８に表示する。ステップＳ８１０にて対応チャプタ
の再生を行うとステップＳ８０２へ戻り、現在再生対象となっている静止画の再生（表示
）に戻る。ステップＳ８０７において対応チャプタがないと判断された場合、また、ステ
ップＳ８０９でチャプタ再生指示がされていないと判定がされるとステップＳ８１１へ進
む。Ｓ８１１では、ユーザの操作部６２に対する操作が、画像選抜再生の指示であったか
を判断する。画像選抜再生の指示があったと判断したならステップＳ８１２の画像選抜再
生処理を行う。画像選抜再生処理については図１１を用いて説明する。ステップＳ８１１
で画像選抜再生の指示がないと判定がされたならＳ８１３においてその他の処理指示がな
いか判定する。その他の処理とは例えば画像消去、画像編集、画像送信等である。その他
の処理指示が検出されたならばステップＳ８１４にて指示に応じた処理を行いステップＳ
８０３へ戻る。
【０１０９】
　＜チャプタ検索処理＞
　図９を用いて静止画に対応するチャプタを特定するチャプタ検索処理を説明する。
まず、ステップＳ９０１にて起点静止画を特定し、その静止画の情報を取得する。起点静
止画とは前段の処理にて指定されている静止画像であり、図８の再生処理においては現在
再生されている静止画像である。そして、静止画の情報として、静止画の存在するＤＣＦ
ディレクトリ名及び、ＤＣＦファイル名の情報を取得する。ステップＳ９０２にてステッ
プＳ９０１で特定された静止画に対応する動画ファイルを特定する。本実施例では図６を
用いて説明したように静止画に関連する動画（静止画撮影時に記録した動画）が記録され
ている動画ファイルはＤＣＦ番号順において静止画より小さい番号に決定される。そのた
め、ＤＣＦ順に起点静止画より番号が小さい番号順で近い動画ファイルを特定すればよい
。ステップＳ９０３にて起点静止画像検索キー取得を行う。本実施例では静止画と対応チ
ャプタを関連付ける情報を撮影日時とする。ここでは、図７の７０４に示したように、静
止画ファイルに属性情報として記録されている撮影日時情報を取得する。ステップＳ９０
４にて対応チャプタを特定する。これは図６（ｃ）チャプタ参照情報テーブルに置いて同
一の撮影日時（６３４）を持つチャプタを検索することである。チャプタ情報は一般的に
動画ファイルのストリーム中に存在するためステップＳ９０４のように対応する情報を検
索する場合は動画ファイルのストリームを読みだす必要があり処理に時間がかかる。しか
し、本実施例では図６に示すようにチャプタ情報をテーブル化し動画のヘッダ部に記録す
るようにしているので少ないファイル読み込み量により高速に検索が可能となっている。
ステップＳ９０４により同一の撮影日時をもつチャプタが特定されたならばＳ９０５にお
いてチャプタに該当するフレームを確定する。これは図６（ｃ）において、特定されたチ
ャプタに対応する開始フレーム（６３５）とフレーム数（６３６）を特定することである
。
【０１１０】
　＜チャプタ状態情報＞
　図１０はチャプタ状態を表すデータ構造の概念表である。撮影処理における検出情報取
得によって取得された情報は例えば図１０（ａ）のような形式で記録される。検出情報取
得は動画撮影中に定期的に実行されているため、時系列の遷移データとしてあらわせる。
ここでは静止画撮影時点を０とし、－３秒、－２秒、－１秒時点での各検出情報としてオ
ートフォーカス（ＡＦ）動作、ズーム制御状態、回転姿勢を表している。ここでは、静止
画撮影前の状態を表しているが、静止画撮影後のストップモーション時の状態も加えて記
録してもよい。
【０１１１】
　＜画像選抜再生処理＞
　図１１を用いて、図８再生処理Ｓ８１２の画像選抜再生処理について説明する。画像選
抜再生処理では、ユーザは、起点静止画、つまり表示部２８に表示されている静止画と同
じ撮影日、または、同じ特徴を有する画像（静止画及び動画）を選抜し、選抜した画像を
連続的に再生（表示）するための再生制御をおこなう。図１１は画像選抜再生処理のフロ
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ーチャートであり、システム制御部５０が不揮発性メモリ５１から読み出したプログラム
に基づいて各部の制御や演算処理、判断等を行うことにより実現される。
【０１１２】
　まず、ステップＳ１１０１により、ユーザの操作部６２への操作が、起点静止画の撮影
日と同じ撮影日の画像の選抜再生の指示であるか否かを判断する。起点静止画の撮影日と
同じ撮影日の画像の選抜再生の指示であると判断したならば、ステップＳ１１０２にて検
索条件を起点画像の撮影日を持つ記録媒体９１内の静止画および動画チャプタとする。ス
テップＳ１１０１にて起点画像日の選抜再生でないと判断するとステップＳ１１０３にて
その他の検索条件を設定する。これは例えば指定撮影日、指定撮影日期間、指定人物等で
ある。撮影日時だけでなく、静止画のヘッダおよび動画のチャプタ参照情報にそれぞれ被
写体情報として人物を特定する情報を記載しておくことで、人物を指定した選抜再生処理
が可能である。また、撮影日時と被写体情報の両方を使って、撮影日および人物を指定し
ての検索も可能としてもよい。ステップＳ１１１４にて検索条件に合致する静止画および
動画チャプタを特定し、特定された静止画のヘッダ情報と、特定された動画チャプタのチ
ャプタ参照情報をメモリ２５に再生対象のリストとして列挙する。検索条件に合致する静
止画および動画チャプタを特定する際には、静止画のヘッダ情報や動画のチャプタ参照情
報を参照して特定するとよい。また、撮影日に基づいて画像を検索する場合は、撮影日を
示すディレクトリに含まれる画像を検索条件に合致する画像として特定してもよい。この
列挙動作は、検索条件に合致する静止画のヘッダ情報（図７：７０４～７０７等）、検索
条件に合致するチャプタの状態情報（図１０（ａ）等）、およびチャプタ参照情報（図６
（ｃ）等）の列挙である。検索や列挙の処理の負荷を減らすために、必要となる静止画の
ヘッダ情報や動画のチャプタ参照情報を記載した特徴リストを予め記録媒体に記録してお
き、この特徴リストを用いて画像の特定（検索）やメモリ２５への情報の列挙を行っても
よい。次にステップＳ１１０５にて失敗画像の除外処理を行う。失敗画像の除外処理では
、静止画においてはステップＳ１１１４で列挙した静止ヘッダ情報のうち、被写体輝度（
７０５）が極端に高いか低い画像、合焦度（７０６）の低い画像、お気に入り度（７０７
）が－１の画像等を再生対象のリストから削除する。また、動画チャプタにおいては図１
０（ｂ）に示すように撮影期間中にオートフォーカスが動き続けて焦点が定まっていない
チャプタをリストから削除し、再生対象から除外する。また、図１０（ｃ）に示すように
撮影期間中にズーム動作を行い続け画角が安定しないチャプタをリストから削除し、再生
対象から除外する。また、図１０（ｄ）に示すように撮影期間中にカメラの姿勢が変化し
、再生時において被写体の角度が安定しないであろうチャプタ等をリストから削除し、再
生対象から除外する。
【０１１３】
　次にステップＳ１１０７にて優良画像を選抜再生対象として仮決定する。これは例えば
静止画においてはお気に入り度（７０７）が１以上の画像を再生対象として仮指定するこ
とである。また、動画チャプタにおいては、図１０（ｅ）に示すように撮影期間中に被写
体の笑顔が検出されたチャプタを再生対象として仮指定することである。
【０１１４】
　ステップＳ１１０８にて重複シーンの除外処理を行う。ここで、静止画・動画撮影同時
記録モードにおいては、動画にストップモーションが挿入されることがあるためＳ１１０
４～Ｓ１１０７において静止画と対応するチャプタがともにリストに残った場合、両者を
再生するとシーンの重複する冗長な再生となってしまう。このため、選抜再生対象として
選択されている静止画の撮影日時情報（７０４）と、選抜再生対象として仮選択されてい
る動画チャプタの撮影日時情報（６３４）、ストップモーション情報（６３８）を用いて
重複シーンの検出および除外処理を行う。選抜再生対象として選択されている静止画と動
画チャプタにおいて、静止画と動画チャプタとで同じ撮影日時情報を持っていることによ
り、静止画と動画チャプタが関連する画像であるかが判断できる。そして、ストップモー
ション情報から、動画の中に静止画が挿入されているが、および、静止画が挿入されてい
る範囲を判断できる。そこで、静止画と動画チャプタとで同じ撮影日時情報を持っており
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、かつ、ストップモーション情報でストップモーションが挿入されていることが記載され
ている場合は、その静止画と動画チャプタは重複シーンがあると判断する。重複シーンが
あると判断された場合、静止画と、動画チャプタのうちのストップモーションが挿入され
ているフレームのうち、いずれか一方を、選抜再生対象から所外する。
【０１１５】
　具体的には、例えば図６の“ＩＭＧ＿０００３．ＪＰＧ”（６２８）と、この静止画に
対応するチャプタ２（６２５）が選抜再生対象として選択されている場合、チャプタ２の
再生範囲としてフレーム９０－１７９を除く。つまり、静止画を選択する場合は、その静
止画と関連する動画チャプタのうち、静止画が挿入されている範囲を再生対象から外し、
静止画が挿入されていない範囲のみを再生範囲とする。あるいは、チャプタ２全体を再生
範囲としたまま、“ＩＭＧ＿０００３．ＪＰＧ”を再生しない等の除外制御となる。つま
り、静止画が挿入されている動画チャプタを再生対象とする場合は、その動画チャプタに
挿入されている静止画が再生対象と捨て具組まれないようにする。もう一例としては、例
えば図６の６２９に示す“ＩＭＧ＿０００４．ＪＰＧ”（６２９）と、この静止画に対応
するチャプタ３（６２６）が選抜されている場合、チャプタ参照情報のストップモーショ
ン情報から重複フレームが０－１７９であることが判る。従って、チャプタ３全体、また
は、“ＩＭＧ＿０００４．ＪＰＧ”のいずれかを再生しないように選抜から外す除外処理
を行う。また、例えば“ＩＭＧ＿０００２．ＪＰＧ”（６２７）とこの静止画に対応する
チャプタ１（６２４）が選抜されている場合、チャプタ参照情報から重複フレームがない
ことが判るため、チャプタ１、“ＩＭＧ＿０００２．ＪＰＧ”はいずれも再生対象として
よい。
【０１１６】
　以上の処理にて選抜された静止画及び動画チャプタをステップＳ１１０９にて連続的に
再生する。連続再生する際には、ステップＳ１１０１～Ｓ１１０８において選択された静
止画と、選択された動画チャプタの選択された再生範囲に基づいて、画像の再生を行う。
静止画を再生する場合は、予め決められた期間（例えば２秒）表示する。
【０１１７】
　このように、失敗画像の除外処理、優良画像の選抜、重複シーンの除外処理を行い最適
な選抜再生を行うことができる。
【０１１８】
　本実施形態では、連続再生する全ての画像において、重複シーンがないように静止画お
よび動画チャプタ、再生範囲を選抜した。しかし、上記のように再生対象として選択した
本編に、オープニング、エンディングを付加して連続再生するような場合には、全体とし
て重複シーンが選択されるようにしてもよい。例えば、本編で使用した静止画や動画チャ
プタ、または、重複シーンとして除外された静止画または動画チャプタを、オープニング
、エンディングで再生するように選択してもよい。つまり、本編区間内では、重複シーン
は除外するが、本編区間内以外、つまり、オープニングと本編、本編とエンディング、ま
たは、オープニングとエンディングでは、重複シーンを選択可能としてもよい。
【０１１９】
　＜チャプタジャンプ表示例＞
　図１２は図８再生処理ステップＳ８０９における静止画表示例である。
【０１２０】
　図１２（ａ）は静止画に対応する動画の無い場合の表示例であり、静止画のみが表示さ
れている。
【０１２１】
　図１２（ｂ）は静止画に対応するチャプタが有る場合の表示例であり、１２０２のよう
に対応する動画をすべて再生させるためのＧＵＩボタンおよび、１２０３のような対応チ
ャプタを再生させるためのＧＵＩボタンを表示している。
【０１２２】
　図１２（ｂ）は静止画に対応する動画があるが、対応チャプタのない場合の表示例であ



(23) JP 6324063 B2 2018.5.16

10

20

30

り、１２０２のように対応する動画をすべて再生させるためのＧＵＩボタンを表示してい
る。この表示は対応チャプタがある場合でも使用しても良い。例えば本撮像装置ではイン
カメラ画像をチャプタに重畳させて記録することが可能であり、また重畳の有無を切り替
えが可能である。このため、インカメラ画像の重畳の有る対応チャプタの有るときのみ１
２０３を表示し、インカメラ画像の重畳の無い対応チャプタの場合は１２０３を表示し無
いようにいても良い。
【０１２３】
　（その他の実施形態）
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能である。
【０１２４】
　上述の実施形態では、本発明を適応した撮像装置を例に説明したが、カメラ付き携帯電
話や携帯ゲーム機等の電子機器で本発明を実施してもよい。また、１つの装置で上述の実
施形態の機能を実現せずに、複数の装置、例えば、複数の撮像部を有する撮像装置、表示
部を有する表示装置、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＤＲＡＭを有し撮像装置および表示装置の制御を
行う制御装置を接続したシステムで実現してもよい。また、画像再生処理については、撮
像装置でなく、撮像装置で撮影した画像を取得可能な画像再生装置において行ってもよい
。また、上述の実施形態の一部を適宜組み合わせて実施してもよい。
【０１２５】
　また、上述の実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、記録媒体から直
接、或いは有線／無線通信を用いてプログラムを実行可能なコンピュータを有するシステ
ム又は装置に供給し、そのプログラムを実行する場合も本発明に含む。従って、本発明の
機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給、インストールされる
プログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明の機能処理を実現
するためのコンピュータプログラム自体も本発明に含まれる。その場合、プログラムの機
能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより実行されるプログラム、Ｏ
Ｓに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わない。プログラムを供給する
ための記録媒体としては、例えば、ハードディスク、磁気テープ等の磁気記録媒体、光／
光磁気記憶媒体、不揮発性の半導体メモリでもよい。また、プログラムの供給方法として
は、コンピュータネットワーク上のサーバに本発明を形成するコンピュータプログラムを
記憶し、接続のあったクライアントコンピュータがコンピュータプログラムをダウンロー
ドしてプログラムするような方法も考えられる。
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