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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を形成するための撮影用レンズと、
　上記被写体像を画像信号に変換し出力する撮像部と、
　上記撮像部から出力される画像信号に基づく画像データを記録する記録部と、
　を有する撮影装置において、
　上記撮影装置の姿勢を検知する姿勢検知部と、
　上記画像信号に含まれる顔画像を検知する画像検知部と、
　レリーズスイッチと、
　上記姿勢検知部の検知結果と、上記画像検知部の検知結果に基づいて、上記画像データ
の記録を制御する記録制御部と、
　を有し、
　上記記録制御部は、上記レリーズスイッチの操作時には、上記撮像部からの画像に基づ
いて静止画と動画の撮影制御を行い、上記姿勢検知部による検知の結果、上記撮影装置が
安定している場合、または上記画像検知部による検知の結果、顔位置の変化が小さかった
場合には、上記動画の画像データの記録の開始を決定することを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　上記記録制御部は、上記動画の画像データが所定時間以上有る場合に動画記録すること
を特徴とする請求項１に記載の撮影装置。
【請求項３】
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　上記記録制御部は、上記レリーズスイッチの操作時より前に上記動画の画像データの記
録を開始していた場合には、上記静止画の画像データの記録後に、上記動画の画像データ
の記録を再開し、一方、上記レリーズスイッチの操作時より前に上記動画の画像データの
記録を開始していなかった場合には、上記静止画の画像データの記録後に、上記動画の画
像データの記録を開始することを特徴とする請求項１に記載の撮影装置。
【請求項４】
　上記記録制御部は、上記姿勢検知部の検知結果に基づいて撮影装置の移動があると判定
され、かつ上記画像検知部の検知結果に基づいて顔位置変化が小さいと判定された場合に
、上記動画の画像データの記録を開始することを特徴とする請求項１に記載の撮影装置。
【請求項５】
　上記記録制御部は、上記姿勢検知部の検知結果に基づいて、所定時間の間、撮影装置の
移動がないと判定された場合に、上記動画の画像データの記録を開始することを特徴とす
る請求項１に記載の撮影装置。
【請求項６】
　被写体像を形成するための撮影用レンズと、
　上記被写体像を画像信号に変換し出力する撮像部と、
　レリーズスイッチと、
　上記撮像部から出力される画像信号に基づく画像データを記録する記録部と、
　を有する撮影装置の制御方法であって、
　上記撮影装置の姿勢を検知する姿勢検知ステップと、
　上記画像信号に含まれる顔画像を検知する画像検知ステップと、
　上記姿勢検知ステップにおける検知結果と、上記画像検知ステップにおける検知結果に
基づいて、上記画像データの記録を制御する記録制御ステップと、
　を有し、
　上記記録制御ステップは、上記レリーズスイッチの操作時には、上記撮像部からの画像
に基づいて静止画と動画の撮影制御を行い、上記姿勢検知ステップにおける検知の結果、
上記撮影装置が安定している場合、または上記画像検知ステップにおける検知の結果、顔
位置の変化が小さかった場合には、上記動画の画像データの記録の開始を決定することを
特徴とする撮影装置の制御方法。
【請求項７】
　被写体像を形成するための撮影用レンズと、
　上記被写体像を画像信号に変換し出力する撮像部と、
　レリーズスイッチと、
　上記撮像部から出力される画像信号に基づく画像データを記録する記録部と、
　を有する撮影装置のコンピュータのプログラムであって、
　上記撮影装置の姿勢を検知する姿勢検知ステップと、
　上記画像信号に含まれる顔画像を検知する画像検知ステップと、
　上記姿勢検知ステップにおける検知結果と、上記画像検知ステップにおける検知結果に
基づいて、上記画像データの記録を制御する記録制御ステップと、
　を有し、
　上記記録制御ステップは、上記レリーズスイッチの操作時には、上記撮像部からの画像
に基づいて静止画と動画の撮影制御を行い、上記姿勢検知ステップにおける検知の結果、
上記撮影装置が安定している場合、または上記画像検知ステップにおける検知の結果、顔
位置の変化小さかった場合には、上記動画の画像データの記録の開始を決定する、
　ことをコンピュータに実行させるプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影装置、撮影装置の制御方法、およびプログラムに関し、詳しくは、デジ
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タルカメラ、ビデオカメラ、カメラ付き携帯電話など、動画撮影の機能を有する撮影装置
、撮影装置の制御方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、アマチュアが行う撮影といえば、プリント写真を想定した静止画撮影が一般的で
あった。しかし、近年、フィルムカメラから撮像素子とメモリを有するデジタルカメラ等
の撮影装置に置き換わったことにより、静止画を連続して撮影することによって得られる
動画撮影も簡単にできるようになった。動画撮影は、静止画撮影では困難であった動きの
面白さや表情やポーズの変化などを記録することができ、子供の成長記録や旅行先での風
景変化等の記録に利用されている。
【０００３】
　しかし、一瞬の瞬間を切り取るだけの静止画とは異なり、動画は動きを記録するもので
あり、また動作の開始と終了のタイミングを適切に選ばないと、退屈なものとなることか
ら、撮影者に多大なストレスを感じさせている。このため、動画撮影を躊躇してしまう撮
影者が多いといえる。例えば、写真撮影を近くにいる人に依頼する場合、静止画なら、シ
ャッタ釦を押してもらうことですみ、簡単であったが、動画となると、撮影を依頼された
人は、どのタイミングでどのように撮影したらよいのか分からないのが普通である。撮影
のタイミングという観点では、特許文献１には、集合写真等を撮影する際に、所定の顔の
数になったら撮影を行うことのできる撮像装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７―３２９６０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の特許文献１には、所定の条件が揃えば撮影を開始することが提案されているが、
静止画を撮影することが前提であり、動画を撮影する際に、どのタイミングで撮影を開始
し、またどのタイミングで撮影を終了するかについては、何ら示されていない。
【０００６】
　本発明は、このような事情を鑑みてなされたものであり、撮影開始のタイミングを気に
せず、気軽に動画を撮影することのできる撮影装置、撮影装置の制御方法、およびプログ
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】
【０００７】
　上記目的を達成するため第１の発明に係わる撮影装置は、被写体像を形成するための撮
影用レンズと、上記被写体像を画像信号に変換し出力する撮像部と、上記撮像部から出力
される画像信号に基づく画像データを記録する記録部と、を有する撮影装置において、上
記撮影装置の姿勢を検知する姿勢検知部と、上記画像信号に含まれる顔画像を検知する画
像検知部と、レリーズスイッチと、上記姿勢検知部の検知結果と、上記画像検知部の検知
結果に基づいて、上記画像データの記録を制御する記録制御部と、を有し、上記記録制御
部は、上記レリーズスイッチの操作時には、上記撮像部からの画像に基づいて静止画と動
画の撮影制御を行い、上記姿勢検知部による検知の結果、上記撮影装置が安定している場
合、または上記画像検知部による検知の結果、顔位置の変化が小さかった場合には、上記
動画の画像データの記録の開始を決定する。
【０００８】
　第２の発明に係わる撮影装置は、上記第１の発明において、上記記録制御部は、上記動
画の画像データが所定時間以上有る場合に動画記録する。
【０００９】
　第３の発明に係わる撮影装置は、上記第１の発明において、上記記録制御部は、上記レ
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リーズスイッチの操作時より前に上記動画の画像データの記録を開始していた場合には、
上記静止画の画像データの記録後に、上記動画の画像データの記録を再開し、一方、上記
レリーズスイッチの操作時より前に上記動画の画像データの記録を開始していなかった場
合には、上記静止画の画像データの記録後に、上記動画の画像データの記録を開始する。
【００１０】
　第４の発明に係わる撮影装置は、上記第１の発明において、上記記録制御部は、上記姿
勢検知部の検知結果に基づいて撮影装置の移動があると判定され、かつ上記画像検知部の
検知結果に基づいて顔位置変化が小さいと判定された場合に、上記動画の画像データの記
録を開始する。
【００１１】
　第５の発明に係わる撮影装置は、上記第１の発明において、上記記録制御部は、上記姿
勢検知部の検知結果に基づいて、所定時間の間、撮影装置の移動がないと判定された場合
に、上記動画の画像データの記録を開始する。
【００１２】
　第６の発明に係わる撮影装置の制御方法は、被写体像を形成するための撮影用レンズと
、上記被写体像を画像信号に変換し出力する撮像部と、レリーズスイッチと、上記撮像部
から出力される画像信号に基づく画像データを記録する記録部と、を有する撮影装置の制
御方法であって、上記撮影装置の姿勢を検知する姿勢検知ステップと、上記画像信号に含
まれる顔画像を検知する画像検知ステップと、上記姿勢検知ステップにおける検知結果と
、上記画像検知ステップにおける検知結果に基づいて、上記画像データの記録を制御する
記録制御ステップと、を有し、上記記録制御ステップは、上記レリーズスイッチの操作時
には、上記撮像部からの画像に基づいて静止画と動画の撮影制御を行い、上記姿勢検知ス
テップにおける検知の結果、上記撮影装置が安定している場合、または上記画像検知ステ
ップにおける検知の結果、顔位置変化が小さかった場合には、上記動画の画像データの記
録の終了を決定する。
【００１３】
　第７の発明に係わるプログラムは、被写体像を形成するための撮影用レンズと、上記被
写体像を画像信号に変換し出力する撮像部と、レリーズスイッチと、上記撮像部から出力
される画像信号に基づく画像データを記録する記録部と、を有する撮影装置のコンピュー
タのプログラムであって、上記撮影装置の姿勢を検知する姿勢検知ステップと、上記画像
信号に含まれる顔画像を検知する画像検知ステップと、上記姿勢検知ステップにおける検
知結果と、上記画像検知ステップにおける検知結果に基づいて、上記画像データの記録を
制御する記録制御ステップと、を有し、上記記録制御ステップは、上記レリーズスイッチ
の操作時には、上記撮像部からの画像に基づいて静止画と動画の撮影制御を行い、上記姿
勢検知ステップにおける検知の結果、上記撮影装置が安定している場合、または上記画像
検知ステップにおける検知の結果、顔位置の変化が小さかった場合には、上記動画の画像
データの記録の終了を決定する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、撮影開始のタイミングを気にせず、気軽に動画を撮影することのでき
る撮影装置、撮影装置の制御方法、およびプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態に係わるカメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係わるカメラにおける姿勢判定部の構成を示し、（ａ）
は加速度センサの構造を示す斜視図であり、（ｂ）は加速度センサのカメラ内における配
置とその検出方向を示す分解斜視図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係わるカメラにおいて、姿勢判定部の加速度センサの信
号出力を示すグラフである。
【図４】本発明の第１実施形態に係わるカメラの使用方法を示す図であって、近くにいる
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人に撮影を依頼する様子を示す。
【図５】本発明の第１実施形態に係わるカメラにおけるカメラ制御の動作を示すフローチ
ャートである。
【図６】本発明の第１実施形態に係わるカメラにおいて、カメラを構えた状態と構えてい
ない状態での、姿勢判定部における検出値を示すグラフである。
【図７】本発明の第１実施形態に係わるカメラにおいて、カメラを手渡すときの姿勢判定
部の検出を示し、（ａ）はカメラ正面を立てた状態で渡す様子を示し、（ｂ）はカメラ正
面を下に向けた状態で渡す様子を示す。
【図８】本発明の第２実施形態に係わるカメラの使用方法を示す図であって、近くにいる
人に撮影を依頼する様子を示す。
【図９】本発明の第２実施形態に係わるカメラにおけるカメラ制御の動作を示すフローチ
ャートである。
【図１０】本発明の第２実施形態に係わるカメラにおけるお願いモード以外の動作を示す
フローチャートである。
【図１１】本発明の第３実施形態に係わるカメラの外観を示す図であって、（ａ）は正面
側から見た外観斜視図であり、（ｂ）は背面側から見た外観斜視図であり、（ｃ）はチャ
イルドモード設定時におけるランダムに行う表示のタイミングを示す。
【図１２】本発明の第３実施形態に係わるカメラの使用方法を示す図であって、子供にカ
メラを渡し、子供が自分自身を撮影する様子を示す。
【図１３】本発明の第３実施形態に係わるカメラにおけるカメラ制御の動作を示すフロー
チャートである。
【図１４】本発明の第３実施形態に係わるカメラにおいて、動画の撮影タイミングと撮影
内容の関係を示す図である。
【図１５】本発明の第３実施形態に係わるカメラの変形例において、子供の興味を引き撮
影を行う様子を示す図である。
【図１６】本発明の第３実施形態に係わるカメラの変形例において、子供の興味を引き撮
影を行うための表示の他の例を示す図である。
【図１７】本発明の第４実施形態に係わるカメラの変形例におけるカメラ制御の動作を示
すフローチャートである。
【図１８】本発明の第３実施形態に係わるカメラの変形例において、子供の興味を引き撮
影を行うための表示の他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面に従って本発明を適用したデジタルカメラを用いて好ましい実施形態につい
て説明する。本発明の好ましい実施形態に係わるカメラは、一般的なデジタルカメラの機
能を有している。すなわち、撮像部を有し、この撮像部によって被写体像を画像データに
変換し、この変換された画像データに基づいて、被写体像を本体の背面に配置した表示部
にライブビュー表示する。撮影者はライブビュー表示を観察することにより、構図やシャ
ッタチャンスを決定する。レリーズ操作時には、静止画や動画の画像データを記録媒体に
記録し、このとき併せて撮影日時、撮影モード等の情報を記録する。また、記録媒体に記
録した撮影画像は、再生モードを選択すると、表示部に再生表示することができる。
【００１７】
　図１は、本発明の第１実施形態に係わるカメラ１０の電気回路を示すブロック図である
。カメラ１０は、デジタルカメラであり、制御部１、撮像部２、顔検出部２ａ、表情判定
部２、ズームレンズ２ｃ、警告部３、姿勢判定部４、記録部６、時計部７、表示部８、操
作部９等から構成される。
【００１８】
　ズームレンズ２ｃは焦点距離可変の撮影レンズであり、ズームレンズ２ｃ内には、シャ
ッタ・絞り等の露出制御部と、撮影レンズの電動のピント合わせ機構を有する。ピント合
わせ機構によって、後述する制御部１からの制御信号に基づいて自動焦点調節を行う。撮
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像部２は、撮像素子、撮像素子の駆動及び読出回路等を含み、ズームレンズ２ｃによって
形成された被写体像を撮像素子によって画像信号に変換し、これを出力する。
【００１９】
　顔検出部２ａは、撮像部２から出力される画像信号を入力し、被写体像の中に人物の顔
が含まれているか否か、また顔が含まれていた場合にはその位置や大きさ等を検出し、検
出結果を制御部１および表情判定部２ｂに出力する。なお、顔の検出にあたっては、顔の
中の目、鼻、口等のパーツの陰影を抽出し、パターンマッチング法等によって行う。顔検
出部２ａによって検出された顔に基づいてズームレンズ２ｃのピント合わせ等を行うこと
ができる。表情判定部２ｂは、撮像部２から画像信号を入力し、顔検出部２ａによって検
出された顔について、その人の表情、例えば笑顔かどうか等について判定する。判定にあ
たっては、目や口等の顔のパーツの形に基づいて行う。
【００２０】
　制御部１は、不図示の記憶部に記憶されているプログラムに従ってカメラ１０の全体の
シーケンスを制御する。制御部１内の各部は、制御部内のハードウエアおよびプログラム
によるソフトウエアによって実行される。制御部１は、記録制御部１ａ、表示警告制御部
１ｂ、モード設定部１ｃを有する。記録制御部１ａは、撮像部２から出力された画像信号
に基づいて、画像処理部５によって画像処理された動画や静止画の画像データを記録部６
に記録するにあたっての制御を行う。表示警告制御部１ｂは、撮影中等に写されている人
が撮影中であることを認識できるような表示を警告部３に行う際の制御を行う。
【００２１】
　モード設定部１ｃは、プログラム撮影モード、風景撮影モード、お願いモード等のモー
ドの設定を行う。ここで「お願いモード」は、詳しくは後述するが、近くにいる人にカメ
ラ１０で撮影をお願いする際に便利なモードであり、カメラ１０の動き（姿勢）と被写体
の顔を検知し、この検知結果に基づいて、適切な状態となると動画の撮影を開始するモー
ドである。
【００２２】
　制御部１は、上述の記録制御部１ａ等の他に、画像処理部５およびトリミング部５ａを
有する。画像処理部５は、動画の処理部と静止画の処理部を有し、それぞれ撮像部２から
出力される画像信号を取り込み、間引き処理、リサイズ処理、エッジ強調、色補正、画像
圧縮等の種々の画像処理を行い、動画のライブビュー表示用、記録部６における静止画お
よび動画の記録用、静止画および動画の再生表示用等の画像処理を行う。画像圧縮・伸張
等にあたっては、静止画用圧縮・伸張回路、動画用圧縮・伸張回路等、それぞれの処理に
応じて静止画用や動画用の回路を有する。
【００２３】
　トリミング部５ａは、撮像部２から出力される画像信号の一部を切り出すトリミング処
理を行う。画像データの切り出しにあたっては、画面の中央部等の特定部位の画像を切り
出すが、これ以外にも顔検出部２ａによって検出された顔の位置や大きさ等に基づいて、
被写体の顔の周辺を切り出す。このトリミングされた画像は表示部８にて表示され、また
記録部６に記録される。
【００２４】
　姿勢判定部４は、６軸センサ等を有し、カメラ１０の姿勢（傾き）状態を検知する。な
お、姿勢の検知にあたっては、加速度センサ、傾きセンサ、手振れ検出用センサ等を利用
する。この姿勢判定部４のセンサ部については、図２を用いて後述する。
【００２５】
　表示部８は、カメラ１０の背面等に配置された、液晶モニタや有機ＥＬ等の表示装置で
構成される。また、表示部８は、撮像部２からの画像データに基づいて、被写体像を動画
でライブビュー表示したり、また記録部６に記録されている撮影画像の再生表示を行う。
警告部３は、ＬＥＤ等の表示素子を有し、撮影中である旨の表示を表示する。
【００２６】
　操作部９は、カメラ１０に設けられたレリーズ釦、ズーム釦、再生釦、メニュー釦等の
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操作部材を含み、この操作部材の操作状態を判定して制御部１に出力する。制御部１はこ
の操作部材の操作状態に基づいてカメラの制御を行う。なお、前述のお願いモードは、操
作部９のメニューモードにおいて設定される。
【００２７】
　時計部７は、計時機能を有し、日時情報を出力する。記録部６は、画像データを記録す
る記録媒体である。制御部１は、操作部９によって撮影指示の操作がなされたことを判定
すると、画像データとこの画像データに関連付けて撮影日時情報を記録部６に記録する。
撮影日時に基づいて画像管理を可能とするためである。
【００２８】
　次に、図２を用いて、姿勢判定部４内に配置される加速度センサ５０について、説明す
る。加速度センサ５０は、図２（ａ）に示すように、チップ表面の固定金属部５２ａ、５
２ｂと、架橋された金属部５１から構成されており、例えばＭＥＭＳプロセス等によって
製造される。金属部５１は、４つの基点５１ａとこの基点５１ａによって保持されるＨ形
状をした架橋部５１ｂと、固定金属部５２ａ、５２ｂとはす向かいに対向する可動部５１
ｃとから構成される。加速度センサ５０は、可動部５１ｃと固定金属部５２ａ、５２ｂで
構成されるコンデンサの静電容量を検知する。図２（ａ）中の矢印の方向に金属部５１が
移動すると、コンデンサの静電容量が変化することから、この変化量を求めることにより
、矢印方向の加速度αを検知することができる。
【００２９】
　図３は、加速度センサ５０の検知出力を示しており、図３に示す例では、一定速度でカ
メラ１０を動かしており、移動開始時ｔ１においては加速度センサ５０の検知出力は定常
値よりも小さく、また移動終了時ｔ２には定常値よりも大きい。移動方向によっては、図
３に示す例とは逆方向に検知出力が変化する。このため、信号の変化を検知することによ
り加速度αの向きも分かる。また、固定金属部５２ａ、５２ｂと可動部５１ｃで構成され
るコンデンサの静電容量の変化から、固定金属部５２ａ、５２ｂと可動部５１ｃの間の変
位ｄが算出され、その変位ｄの時間変化から加速度αが算出される。
【００３０】
　また、カメラ１０の姿勢（傾き）によって、架橋された金属部５１が、チップ表面の固
定金属部５２ａ、５２ｂとの位置が、重力のかかり具合によってたわみ方が変化し、検知
出力が変化する。このため、加速度センサ５０の検知出力によって、カメラ１０が縦位置
にあるか横位置にあるかについても判定することができる。
【００３１】
　前述の加速度センサ５０は、図２（ｂ）に示すように、カメラ１０内に３か所配置され
る。すなわち、カメラ１０の長手方向（Ｘ方向）の加速度を検知する加速度センサ５０Ｘ
、カメラ１０の長手方向と直交する（Ｙ方向）の加速度を検知する加速度センサ５０Ｙ、
カメラ１０の左側であって光軸方向（Ｚ方向）の加速度を検知する加速度センサ５０Ｚが
配置され、それぞれの方向に沿っての加速度を検知する。
【００３２】
　このように、加速度センサ５０Ｘ、５０Ｙ、５０Ｚが配置されているので、カメラ１０
の姿勢変化に応じて、それぞれの加速度センサ５０Ｘ、５０Ｙ、５０Ｚが変化することか
ら、カメラ１０の姿勢を検知することができ、また、カメラ１０が移動すると、移動開始
時ｔ１と移動終了時ｔ２の加速度信号に基づいて、いずれの方向に移動したかを判定する
ことができる。
【００３３】
　次に、図４を用いて、本実施形態における「お願いモード」での撮影について説明する
。カメラ１０の所有者等で撮影の依頼者２１が、お願いモードを予め設定した上で近くに
いる人２２に撮影を依頼した場合（図４（ａ）参照）、この依頼を受けた人２２がカメラ
１０を構え（図４（ｂ）参照）、安定した状態になると、自動的に動画を撮影する。この
場合、動画が自動的に撮影されることを告げない限り、依頼を受けた人２２は静止画の撮
影を依頼されたと思い、カメラ１０を構え、適当な構図になるとレリーズ釦を操作し、静
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止画の終了後にカメラ１０を撮影依頼者２１に返すのが一般的である。お願いモードは、
このような動きを前提としている。
【００３４】
　図４（ｃ）は、依頼を受けた人２２が被写体である撮影依頼者２１にカメラ１０を向け
た際の被写体像を示しており、Ｔ１～Ｔ４は時刻Ｔ１～時刻Ｔ４における構図を示してい
る。時刻Ｔ１～時刻Ｔ３までの間は、依頼を受けた人２２がカメラ１０を構えてフレーミ
ングを行っている最中であることから、構図が安定していない。時刻Ｔ３から時刻Ｔ４に
到ると、カメラ１０の動きが小さくなり、構図が安定してくることから、このタイミング
で動画の撮影を開始する。
【００３５】
　動画の撮影開始後、レリーズ釦を操作する等により、静止画の撮影を行うと、撮影の依
頼を受けた人２２はカメラ１０を撮影依頼者２１に返却するために、再び動かす。このと
きのカメラ１０の動きは、図４（ｄ）に示すように、時刻Ｔ１１から時刻Ｔ１２は構えた
状態であることから動きは小さいが、時刻Ｔ１２から時刻Ｔ１４はカメラ１０の動きは大
きくなり、不安定な構図となる。したがって、この動きが大きくなるタイミングで、動画
の撮影を終了する。
【００３６】
　ただし、被写体である依頼者２１が移動する際に追従してカメラ１０を動かしている場
合には、カメラ１０の動きが大きくても、動画撮影を続行するようにしている。すなわち
、図４（ｅ）に示すように、依頼者２１が左側から右側に向けて、時刻Ｔ５から時刻Ｔ８
にかけて移動する場合には、構図が不安定となるが、依頼者２１が常に被写体像中に含ま
れていることから、この場合には、動画の撮影を続行する。
【００３７】
　次に、図４において説明したお願いモードを実行する場合の動作について、図５に示す
フローチャートを用いて説明する。このフローは、予め記憶されているプログラムに基づ
いて、制御部１によって実行される。カメラ制御のフローに入ると、まず、お願いモード
が設定されているか否かの判定を行う（Ｓ１）。前述したように、撮影を近くにいる人に
依頼する場合（図４（ａ）（ｂ）参照）、ユーザはお願いモードに設定しておく。お願い
モードは、メニュー画面で撮影モードの１つとして設定されていることから、このステッ
プでは、設定されている撮影モードを判定する。
【００３８】
　ステップＳ１における判定の結果、お願いモードが設定されていなかった場合には、次
に、お願いモード以外のモード、例えば、通常の撮影モードや再生モード等を実行し、終
わるとステップＳ１に戻る。
【００３９】
　ステップＳ１における判定の結果、お願いモードが設定されていた場合には、次に、ズ
ームを広角にし、撮像動作、表示および顔判定を行う（Ｓ２）。このステップでは、ズー
ムレンズ２ｃの焦点距離を広角側に駆動し、撮像部２による撮像動作を開始する。ズーム
レンズ２ｃを広角にすることにより、被写体である撮影の依頼者２１が画面中に存在する
確率が増加する。そして、撮像部２から出力される画像信号に基づいて、表示部８にライ
ブビュー表示を開始し、撮影者がこの表示を見てフレーミングを行う。また、顔検出部２
ａは画像信号に基づいて顔判定を開始し、撮影画像中に人物の顔が存在するか否か、また
存在する場合にはその位置や大きさ等の判定を行う。
【００４０】
　次に、レリーズ動作がなされたか否かの判定を行う（Ｓ１１）。このステップでは、操
作部９のレリーズ釦が操作されたか否かを判定する。この判定の結果、レリーズ動作がな
されていなかった場合には、次に、動画記録中であるか否かの判定を行う（Ｓ２１）。動
画の記録開始は後述するステップＳ２７において行うので、このステップでは既に動画の
記録を開始し、記録中であるか否かを判定する。
【００４１】
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　ステップＳ２１における判定の結果、動画記録中でなかった場合には、次に、顔検出さ
れたか否かの判定を行う（Ｓ２２）。ステップＳ２において顔検出部２ａによる顔判定が
開始されており、このステップＳ２２では、時々刻々変化する被写体像の中に顔が含まれ
ているか否かを判定する。この判定の結果、顔が検出されなかった場合には、ステップＳ
１１に戻る。一方、判定の結果、顔が検出された場合には、その顔の位置を記録する（Ｓ
２３）。ここでは、顔検出部２ａによって検出された顔の位置を制御部１内の一時記憶エ
リアに記憶する。
【００４２】
　続いて、カメラが移動したか否かの判定を行う（Ｓ２４）。姿勢判定部４によって、カ
メラ１０に加えられた加速度等が検出されているので、この検出結果に基づいて、カメラ
１０が動いたか否かの判定を行う。この判定の結果、カメラが移動していなかった場合に
は、次に、５秒間移動なしか否かの判定を行う（Ｓ２５）。図４（ｃ）において説明した
ように、カメラ１０の動きが安定すると（時刻Ｔ３→Ｔ４のタイミング）、動画の撮影を
開始するので、このステップでは、カメラ１０の状態が安定しているか否かを判定してい
る。なお、５秒間移動なしか否かを判定しているが、カメラ１０の状態が安定しているか
どうか判定できれば良いので、５秒間に限らず、これよりも短時間でも長時間であっても
良い。ステップＳ２５における判定の結果、５秒間移動なしでなかった場合には、ステッ
プＳ１１に戻る。カメラ１０の状態が安定していないからである。
【００４３】
　ステップＳ２４における判定の結果、カメラ移動があった場合には、次に、顔位置の変
化が小か否かの判定を行う（Ｓ２６）。前述したように、被写体が移動している場合に、
カメラ１０の撮影方向が被写体と共に移動する場合があり（図４（ｅ）参照）、この場合
には動画撮影を行っても良い場合である。このステップＳ２６においては、顔検出部２ａ
によって検出された顔の位置の変化量が、被写体を追跡しているといえる程度に小さいか
を判定する。
【００４４】
　ステップＳ２６における判定の結果、被写体の顔位置の変化が小さかった場合、または
ステップＳ２５における判定の結果、カメラ１０に５秒間移動がなかった場合には、動画
の記録を開始し、撮影中であることを表示する（Ｓ２７）。ここでは、撮像部２から出力
される画像信号を画像処理部５の動画処理部によって画像処理し、ここで出力され動画の
画像データを記録部６に記録する。動画の記録を開始した後に、このステップに来た場合
には、動画の記録を続行する。ステップＳ２７を実行すると、またはステップＳ２６にお
ける判定の結果、顔位置変化が小さくなかった場合には、ステップＳ１１に戻る。
【００４５】
　ステップＳ１１における判定の結果、レリーズ動作がなされた場合には、すなわちレリ
ーズ釦が押された場合には、次に、代表静止画の記録を行う（Ｓ１２）。ここでは、撮像
部２から出力される画像信号を画像処理部５の静止画処理部によって画像処理し、ここで
出力される静止画の画像データを記録部６に記録する。
【００４６】
　続いて、顔位置の更新を行う（Ｓ１３）。このステップでは、顔検出部２ａによって検
出される顔の位置を更新する。顔位置の更新を行うと、次に、動画の記録を再開する（Ｓ
１４）。一般的には、レリーズ動作を行う前に、被写体に向けてカメラ１０の状態が安定
することから、この安定したタイミングで動画の記録が開始されている。動画の記録中に
ステップＳ１１における判定がＹｅｓとなり、ステップＳ１２において代表静止画の撮影
に入ると、動画の記録を一時停止することになる。そこで、代表静止画の記録が終わると
、ステップＳ１４において、動画の記録を再開している。動画の記録を再開すると、ステ
ップＳ１１に戻る。
【００４７】
　ステップＳ２１における判定の結果、動画記録中であった場合には、次に、顔位置の変
化が大か否かの判定を行う（Ｓ３１）。ここでは、顔検出部２ａの検出結果に基づいて、
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顔の位置が大きく変化したかを判定する。この判定の結果、顔位置が変化していなかった
場合には、ステップＳ１１に戻る。一方、ステップＳ３１における判定の結果、顔位置が
大きく変化していた場合には、次に、カメラ１０が固定されているか否かの判定を行う（
Ｓ３２）。ここでは、姿勢判定部４によってカメラ１０がしっかりと保持されているか否
かを判定する。
【００４８】
　ステップＳ３２における判定の結果、カメラ１０が固定されていた場合には、次に、顔
が画面外に出たか否かの判定を行う（Ｓ３３）。ここでは、顔検出部２ａによって顔の位
置を検出し、この顔の位置が画面外に出たかを判定する。
【００４９】
　ステップＳ３３における判定の結果、顔が画面外に出ていなかった場合には、ステップ
Ｓ１１に戻る。この状況は、カメラ１０が固定された状態で被写体の顔の位置が動いてい
るが、まだ顔の位置は画面内にある。一般的には、静止画撮影前に被写体が撮影位置を決
めている状況か、または静止画撮影後に、被写体が動き出したが、撮影者はまだカメラ１
０を構えている場合である。いずれの状況であっても、動画として記録した場合に、画像
を楽しむことができることから、動画撮影を続行する。
【００５０】
　ステップＳ３３における判定の結果、顔が画面外に出た場合、またはステップＳ３２に
おける判定の結果、カメラ１０が固定されていなかった場合には、次に、動画の記録を終
了し、撮影中表示を終了する（Ｓ３４）。ステップＳ３２においてカメラ１０が固定され
ていないと判定された場合には、被写体の顔の位置が大きく変化し、カメラ１０も動いて
いることから、一般的には、静止画撮影後に撮影依頼を受けた人２２がカメラ１０を依頼
者２１に返す場面であることから、動画の記録を終了する。また、ステップＳ３３におい
て顔が画面外で出た場合には、カメラ１０は固定されているものの、被写体である依頼者
２１が画面の外に出てしまったことから、動画の記録を終了する。
【００５１】
　動画記録を終了すると、次に、１秒以上動画が有るか否かを判定する（Ｓ３５）。ステ
ップＳ２７において動画の記録を開始してから、ステップＳ３４において動画の記録を終
了するまでの時間が１秒以上か否かを判定する。この時間は、短時間で動画がコマ切れで
記録されることを防止するための判定時間であることから、１秒に限らず、動画として楽
しむことができれば、適宜、これより短くても長くても良い。
【００５２】
　ステップＳ３５における判定の結果、動画時間が１秒未満であった場合には、その画像
を削除する（Ｓ３７）。一方、判定の結果、動画時間が１秒以上有った場合には、動画記
録する（Ｓ３６）。ステップＳ２７の記録開始から、ステップＳ３４の記録終了までの間
の動画記録が仮記録であった場合には記録部６に本記録を行い、この間の記録が記録部６
に記録されていた場合は、そのままにする。ステップＳ３６またはＳ３７を処理すると、
元のフローに戻る。
【００５３】
　次に、お願いモードの際に、撮影の依頼者２１が依頼を受ける人２２に、カメラ１０を
手渡しを行った場合の検出方法について、図６および図７を用いて説明する。図６は、姿
勢判定部４内の加速度センサ５０Ｘ、５０Ｙ、５０Ｚの検知出力の時間変化を示している
。カメラ１０を構えていない時刻Ｔ１１から、カメラ１０を構えた時刻Ｔ１２を経て、構
えていない時刻Ｔ１３に変化する。
【００５４】
　カメラ１０を構えていない状態から、カメラ１０を構えた時刻Ｔ１２になると、Ｘ方向
およびＺ方向の加速度センサ５０Ｘ、５０Ｚの検知出力は殆ど変化がないが、Ｙ方向（重
力方向）の加速度センサ５０Ｙは、所定振幅かつ所定周波数で揺れていることを示す信号
を出力する。カメラ１０を手持ちの場合には、カメラ１０を横位置で構えると手振れの影
響で、このような信号出力となる。
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【００５５】
　図６に示すように、加速度センサ５０Ｘ、５０Ｙ、５０Ｚの検知出力を判定することに
より、カメラ１０の手渡しを判定することができる。ただし、手渡し方によって、検知信
号の変化は異なる。例えば、図７（ａ）に示すように、カメラ１０を横位置のままでスラ
イドさせながら、カメラ１０を手渡すときには、加速度センサ５０Ｙの変化はあまり大き
くなく、加速度センサ５０Ｘの変化が大きい。また、図７（ｂ）に示すように、カメラ１
０を下に向けたままで手渡しすると、加速度センサ５０Ｚの変化が大きくなる。従って、
種々の手渡しの状況を考慮して、判定を行うようにすれば良い。いずれの場合もカメラの
Ｘ方向に移動があり、その後、上下方向（Ｙ方向）が安定するかによって、手渡しとその
動作が完了したことを判定することができる。
【００５６】
　図５に示したフローチャートでは、加速度センサ５０Ｘ、５０Ｙ、５０Ｚの検知出力を
判定して、撮影依頼者２１から依頼を受けた人２２への受け渡しを判定することが明示さ
れていない。しかし、ステップＳ１において、お願いモードが設定されている場合には、
ステップＳ３２におけるカメラ固定の判定に先だって、加速度センサ５０Ｘ、５０Ｙ、５
０Ｚの検知出力を判定し、カメラの手渡しと、その動作の完了を判定するようにしても良
い。
【００５７】
　以上、説明したように、本発明の第１実施形態においては、カメラ１０の姿勢判定部４
による姿勢判定と、顔検出部２ａによる顔の位置変化に基づいて、カメラ１０が安定状態
にあり、顔位置が変化しないと判定されると、動画を撮影するようにしている。このため
、依頼を受けた人２２が、カメラ１０を構えるだけで、撮影開始のタイミングを気にせず
、気軽に動画を撮影することができる。
【００５８】
　次に、本発明の第２実施形態について、図８ないし図１０を用いて説明する。第１実施
形態においては、カメラ１０が安定状態にあり、かつ画面内に顔が存在する際に、動画の
撮影を開始していたが、第２実施形態においては、被写体が人物の表情についても判定し
、この判定結果に基づいて動画の本記録を行うようにしている。
【００５９】
　この第２実施形態におけるお願いモードでの撮影について、図８を用いて説明する。図
８（ａ）は撮影の依頼者２１ａが、同伴者２１ｂ、２１ｃと一緒に撮影してもらえるよう
に人２２に依頼している場面である。依頼を受けた人２２は、カメラ１０を構えると（図
８（ｂ）参照）、同伴者２１ｂ、２１ｃは依頼者２１ａに近づき集まる（図８（ｃ）参照
）。そこで、動画の撮影にあたっては、依頼を受けた人２２がカメラ１０を構え、依頼者
２１ａ等がにっこり笑顔等の決め顔になった時点から撮影を開始し（このときの撮影画像
は図８（ｄ）を参照）、同伴者２１ｂ、２１ｃが集まって来て動きが止まるまで動画撮影
を行い（このときの撮影画像は図８（ｅ）を参照）、動きがなくなると、撮影終了時の遷
移効果を出すために、画面の切り出しによるトリミング処理を行う（この時の画像は図８
（ｆ）を参照）。
【００６０】
　なお、このトリミング処理は、動きが止まる時以外にも、依頼を受けた人２２がレリー
ズ操作を行った時の画像に対して行うようにしても良い（後述するフローチャートでは、
レリーズ操作後の画像に対して処理している）。本実施形態においても、第１実施形態と
同様、撮影の依頼者２１は、撮影をお願いするだけであり、そのとき動画撮影を行うこと
については、特に知らせない。依頼を受けた人２２が構えたときから動画の撮影を開始す
るので、静止画を撮影する際の、撮影依頼者２１ａ、同伴者２１ｂ、２１ｃ等の動きを、
再生時に楽しむことができる。
【００６１】
　このようにお願いモードを実行する本実施形態における構成は、第１実施形態において
説明した図１のブロック図と略同様であるので、詳しい説明は省略する。本実施形態にお
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けるカメラ制御の動作について、図９に示すフローチャートを用いて説明する。このフロ
ーは、予め記憶されているプログラムに基づいて、制御部１によって実行される。
【００６２】
　カメラ制御のフローに入ると、まず、ステップＳ１と同様に、お願いモードであるか否
かの判定を行い（Ｓ４１）、この判定の結果、お願いモードでなかった場合には、それ以
外のモードを実行し（Ｓ４２）、処理が終わると、ステップＳ４１に戻る。ステップＳ４
２におけるお願いモード以外のフローについては、図１０を用いて後述する。
【００６３】
　ステップＳ４１における判定の結果、お願いモードであった場合には、次に、ズームを
広角に電動駆動し、また撮像および表示を開始する（Ｓ４３）。このステップでは、ズー
ムレンズ２ｃの焦点距離を広角側に駆動し、撮像部２による撮像動作を開始する。ズーム
レンズ２ｃを広角側にズーミングを行うことにより、撮影の依頼者人２１ａ等が構図内に
入る可能性が高くなる。そして、撮像部２から出力される画像信号に基づいて、表示部８
にライブビュー表示を開始し、依頼を受けた人２２がこの表示を見てフレーミングを行う
ことができる。
【００６４】
　続いて、機器移動が有るか否かの判定を行う（Ｓ４４）。姿勢判定部４によって、カメ
ラ１０に加えられた加速度等が検出されているので、このステップＳ４４においては、加
速度等の検出結果に基づいて、図８（ａ）に示すような状況の下で、機器（カメラ１０）
が手渡し等によって移動したか否かの判定を行う。なお、判定にあたっては、図６および
図７を用いて説明したように、加速度の変化を考慮すれば良い。この判定の結果、機器が
移動していた場合には、カメラ１０が安定した状態ではないことから、動画撮影を開始す
ることなく、ステップＳ４１に戻る。
【００６５】
　ステップＳ４４における判定の結果、機器が移動していなかった場合には、次に、カメ
ラの上下が正しく固定されているか否かの判定を行う（Ｓ４５）。ここでは、姿勢判定部
４によって、カメラ１０が安定した状態（図８（ｂ）参照）になっているか否かを判定す
る。
【００６６】
　ステップＳ４５における判定の結果、カメラの上下が正しく固定されていなかった場合
には、次に、動画Ｃが有るか否かの判定を行う（Ｓ４６）。動画Ｃは、後述するステップ
Ｓ６２において、代表静止画撮影後に０．５秒間、撮影される動画である。この判定の結
果、動画Ｃが記録されている場合には、ステップＳ４１に戻る。一方、判定の結果、動画
Ｃがなかった場合には、対象画像（動画Ａ、動画Ｂ）の削除を行う（Ｓ４７）。動画Ｃが
記録されている場合には、代表静止画の撮影までなされた場合であり、一方、動画Ｃの記
録がない場合には、代表静止画撮影前である。ここで、代表静止画は決定瞬間を捉えたも
のであるから、撮影者にとっても被写体にとっても、満足度の高い俊会の画像であり、完
成度が高く鑑賞に堪えるものと思われる。完成度が高い画像に到るまでの動画は、代表静
止画に準ずる見栄えのする瞬間を含む場合が多いと考えられ、一方、やみくもに撮影され
た静止画タイミング等の基準を有さない動画は、完成度が低く、鑑賞に堪えず、断片的な
意味のない動画の場合が多い。そこで、代表静止画までの一連の動画となっていない場合
には、これらの動画Ａおよび動画Ｂを削除している。対象画像を削除すると、ステップＳ
４１に戻る。
【００６７】
　ステップＳ４５における判定の結果、カメラの上下が正しく固定されていた場合には、
次に、連続撮影を行い、このときの動画Ａを仮記録する（Ｓ４８）。仮記録するのは、後
述す量に、動画Ｂの撮影の開始前の直近０．５秒のみを最終的に記録するためである。続
いて、中央にいる人物を検知し、その位置と表情が笑顔等の決め顔か否かの判定する（Ｓ
５１）。このステップでは、顔検出部２ａによって中央に人物がいるか否かを判定し、人
物がいた場合には、その位置と、その時の顔が笑顔等の決め顔の表情か否かを判定する。



(13) JP 5965981 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

【００６８】
　ステップＳ５１における判定の結果がＮｏであった場合には、次に、０．５秒前の画像
Ａ（動画Ａ）が有るか否かの判定を行う（Ｓ５２）。この判定の結果、０．５秒よりも前
の動画Ａが仮記録されていなければ、ステップＳ４１に戻る。なお、０．５秒間は例示で
あり、これよりも短時間でも長時間でも良い。
【００６９】
　一方、ステップＳ５２の判定の結果、０．５秒よりも前の動画Ａが仮記録されている場
合には、対象画像（動画Ａ）の削除を行う（Ｓ５３）。動画Ａは、後述する動画Ｂの前に
撮影される仮画像であり、中央の人物が決め顔になる直前の動画である。この動画Ａは長
時間、再生することが相応しくないことから、動画Ｂの撮影開始直前の０．５秒間のみ記
録することにし、それ以前の対象画像（動画Ａ）を削除することにした。対象画像を削除
すると、ステップＳ４１に戻る。
【００７０】
　ステップＳ５１における判定の結果、Ｙｅｓであれば、次に、動画Ｂの撮影を行い（Ｓ
５５）、記録する（Ｓ５６）。ここでは、撮像部２から出力される画像信号を、画像処理
部５の動画処理部によって画像処理し、処理された動画の画像データを記録部６に記録す
る。中央にいる人物が決め顔になったことから、この時点で動画を開始する。この動画Ｂ
は、後述するステップＳ６２において代表静止画を撮影するまで続行される。
【００７１】
　続いて、ステップＳ５１と同様に、中央にいる人物を検知し、その位置と表情が笑顔等
の決め顔か否かの判定する（Ｓ５７）。この判定の結果、Ｎｏであれば、次に、レリーズ
動作か否かの判定を行う（Ｓ５８）。ここでは、操作部９内のレリーズ釦が操作されたか
否かを判定する。この判定の結果、レリーズ動作がなされていなかった場合には、ステッ
プＳ５５に戻り、動画Ｂの記録を続行する。
【００７２】
　ステップＳ５８の判定の結果、レリーズ動作がなされた場合、またはステップＳ５７の
判定結果がＹｅｓであった場合には、次に、画面をブラックアウトし、前面表示を行う（
Ｓ６１）。レリーズ動作を行うと、撮影者は撮影のストレスから解放され、カメラ１０を
動かしてしまう可能性が高いため、このステップＳ６１以下において、撮影終了のための
制御に移行する。ステップＳ６１における前面表示は、カメラ１０の正面に設けられてい
るＬＥＤやストロボ等を間欠発光させることをいう。このステップにおける画面のブラッ
クアウトと前面表示は、実際には次のステップで行うが、撮影の依頼を受けた人２２に静
止画の撮影が終わったことを認識させるためである。
【００７３】
　続いて、代表静止画と動画Ｃを記録する（Ｓ６２）。本実施形態においては、代表静止
画の記録タイミングは、レリーズ釦の操作時に限らず、中央の人物の表情が決め顔になっ
た時のいずれかである。このステップでは、撮像部２から出力される画像信号を画像処理
部５の静止画処理部で処理し、この代表静止画の画像データを記録部６に記録する。また
、代表静止画の撮影の終了後、動画Ｃを０．５秒間、記録する。動画Ｃは、動画Ａと同じ
く、撮像部２から出力される画像信号を画像処理部５の動画処理部で処理し、この動画の
画像データを記録部６に記録する。録画時間は、本実施形態では、０．５秒としているが
、例示であり、これよりも長くても短くても良い。また、録画時間は０．５秒程度である
が、再生の際には、スローモーションや早送りにすることもでき、再生時間が０．５秒と
いうことではない。
【００７４】
　代表静止画と動画Ｃの撮影を行うと、次に、遷移効果を付与した動画Ｄを撮影する（Ｓ
６３）。ここで遷移効果を付与した動画Ｄとしては、例えば、図８（ｆ）に示すようなト
リミング処理を行った動画である。これ以外にも、フェードアウト等、他の処理を施すよ
うにしても良い。動画Ｃおよび動画Ｄは、動画のエンディング用の画像である。動画Ｄを
撮影すると、撮影を終了する。
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【００７５】
　次に、ステップＳ４２におけるお願いモード以外のフローについて、図１０を用いて説
明する。このお願いモード以外のフローに入ると、まず、再生モードか否かの判定を行う
（Ｓ７１）。再生モードは操作部９の再生釦を操作することにより設定されることから、
このステップでは再生釦が操作されたか否かの判定を行う。この判定の結果、再生モード
でなかった場合には、次に、お願いモード・再生モード以外のモードを実行する（Ｓ７２
）。この処理が終わると、元のフローに戻る。
【００７６】
　ステップＳ７１における判定の結果、再生モードであった場合には、次に、最終画像の
読出しを行う（Ｓ７３）。ここでは、直近で撮影され、記録部６に記録されている画像デ
ータを読み出す。続いて、読み出された画像データがお願いモードで撮影された画像か否
かの判定を行う（Ｓ７４）。この判定の結果、お願いモードで撮影された画像であった場
合には、代表静止画を利用する（Ｓ７５）。すなわち、お願いモードで撮影された画像は
、動画Ａ、動画Ｂ、代表静止画、動画Ｃ、動画Ｄから構成されているが、最終画像を読み
出した際には、代表静止画を利用する。撮影の依頼を受けた人２２は、動画を撮影したと
いう認識はなく、静止画を表示することにより満足するからである。
【００７７】
　ステップＳ７５において代表静止画の利用を決めると、またはステップＳ７４における
判定の結果、お願いモードでなかった場合には、次に、画像の拡大表示を行う（Ｓ７６）
。ここでは、ステップＳ７３で読み出された画像データを拡大表示する。お願いモードで
撮影した場合には、ステップＳ７５において代表画像を利用することにしており、このと
きの代表画像を拡大表示する。次に、サムネイル表示を行うか否かの判定を行う（Ｓ７７
）。再生モードの際に、ユーザによってズーム釦等の操作部材を操作された場合には、サ
ムネイル表示を行うので、このステップでは、この操作部材が操作されたか否かの判定を
行う。
【００７８】
　ステップＳ７７における判定の結果、サムネイル表示を行うための操作部材が操作され
た場合には、サムネイル表示を行う（Ｓ７８）。ここでは、記録部６に記録されている画
像を読出し、サムネイル表示を行う。この場合、お願いモードで撮影された画像について
は、ステップＳ７５において代表静止画を利用することにしているので、代表静止画に基
づくサムネイル画像のデータを読出し、表示を行う。
【００７９】
　サムネイル表示を行うと、次に、選択されたか否かを判定する（Ｓ７９）。サムネイル
表示されている画像の中から画像を選択するには、十字釦によってカーソルを移動させ、
ＯＫ釦を操作することにより行うので、このステップでは、ＯＫ釦によって画像が選択さ
れたか否かを判定する。
【００８０】
　ステップＳ７９における判定の結果、選択されていなかった場合には、ステップＳ７７
に戻る。一方、判定の結果、選択されていた場合には、次に、選択静止画の拡大または動
画の表示を行う（Ｓ８０）。ここでは、選択されていた画像が静止画であった場合には、
その静止画の画像データを記録部６から読出し、拡大表示を行う。また、選択されていた
画像が動画であった場合には、その動画の画像データを記録部６から読出し、動画再生を
行う。なお、お願いモードで撮影した場合には、動画と静止画の両方の画像データが記録
されているが、このステップでは、動画を再生する。静止画または動画の再生を行うと、
ステップＳ７７に戻る。
【００８１】
　ステップＳ７７における判定の結果、サムネイル表示を行うための操作部材が操作され
ていなかった場合には、次に、終了か否かの判定を行う（Ｓ８１）。再生表示を終了する
場合には、ユーザは再生釦等の操作部材を操作するので、このステップでは、終了操作が
なされたか否かの判定を行う。この判定の結果、終了操作がなされた場合には、再生モー
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ドを終了し、元のフローに戻る。
【００８２】
　ステップＳ８１における判定の結果、終了操作でなかった場合には、次の画像の読出し
を行うか否かの判定を行う（Ｓ８２）。ここでは、十字釦等の操作による１コマ表示の送
りまたは戻し操作がなされたか否かを判定し、この判定結果に応じて次画像の画像データ
を記録部６から読み出す。
【００８３】
　次画像の読出しを行うと、次に、読みだされた画像が動画か否かの判定を行う（Ｓ８３
）。ここでは、読出した画像データが静止画の画像データか動画の画像データを判別する
。この判定の結果、動画であった場合には、動画再生を行う（Ｓ８４）。ここでは、画像
処理部５の動画処理部によって再生用に画像処理を行い、表示部８に表示する。また、判
定の結果、静止画であった場合には、拡大再生を行う（Ｓ８５）。ここでは、画像処理部
５の静止画処理部によって再生用に画像処理を行い、表示部８に静止画を拡大表示する。
動画再生または拡大再生を行うと、ステップＳ７７に戻る。
【００８４】
　以上、説明したように、本発明の第２実施形態においては、カメラ１０の姿勢判定部４
による判定の結果、カメラ１０がしっかり把持され、かつ中央の人物が表情を検出結果に
応じて、動画Ｂの撮影を開始するようにしている。このため、依頼を受けた人２２が、カ
メラ１０を構えるだけで、撮影開始のタイミングを気にせず、気軽に動画を撮影すること
ができ、しかも、人物の表情が良いタイミングで撮影を開始することができる。
【００８５】
　また、本実施形態においては、動画Ｂによる記録に先だって動画Ａの仮記録を行ってい
る。このため、決め顔になる直前から決め顔への変化を楽しむことができる。さらに、本
実施形態においては、動画Ｂによる記録の後にも動画Ｃの記録を行っている。このため、
レリーズ後の緊張が解けたさいの表情変化を楽しむことができる。さらに、遷移効果を付
与した動画Ｄを撮影していることから、動画再生時に、突然画像が終了してしまい不自然
な画像となることがない。
【００８６】
　なお、本実施形態においては、ステップＳ５７の判定によって、中央の人物が決め顔に
なった場合も、静止画を撮影するようにしていたが、このステップを省略し、レリーズ操
作時のみ静止画を撮影するようにしても良い。また、本実施形態においては、動画Ａ→動
画Ｂ→静止画→動画Ｃ→動画Ｄの順に撮影を行ったが、動画Ａ、動画Ｃ、動画Ｄは、省略
するようにしても勿論かまわない。
【００８７】
　次に、本発明の第３実施形態について、図１１ないし図１８を用いて説明する。第１お
よび第２実施形態においては、撮影の依頼者２１が人２２にカメラ１０を手渡し、撮影を
依頼するお願いモードを有していた。第３実施形態は、子供にカメラを渡すことにより、
子供が自分自身を自動的に撮影するチャイルドモードを有している。
【００８８】
　この第３実施形態におけるチャイルドモード設定可能なカメラについて、図１１を用い
て説明する。図１１は、本実施形態におけるカメラ１０の外観を示す外観斜視図であり、
（ａ）は正面側から見た外観斜視図であり、（ｂ）は背面側から見た外観斜視図である。
【００８９】
　カメラ１０の正面には、ズームレンズ２ｃに代えて撮影レンズ２ｄが配置されている。
この撮影レンズ２ｄは焦点距離可変なズームレンズで構成されている。撮影レンズの右上
には、警告部３を構成する発光ダイオード（ＬＥＤ）３ｂが配置され、さらにその上には
警告部３を構成するストロボ３ａが配置されている。
【００９０】
　ＬＥＤ３ｂは、後述するように、チャイルドモードに設定された際に、子供の注意を引
くために、図１１（ｃ）に示すようなランダムな表示パターンで発光を行う。また、スト
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ロボ３ａは、被写体が低輝度の際に、照明光を照射するが、この機能に加えて、チャイル
ドモードに設定された際に、子供の注意を引くために、図１１（ｃ）と同様な照射パター
ンで発光を行う。
【００９１】
　また、カメラ１０の正面であって右側には、スピーカ３ｃが配置されており、このスピ
ーカ３ｃは警告部３としても機能する。このスピーカ３ｃの上側にはマイク３ｄが配置さ
れている。マイク３ｄは動画撮影時に、周囲の音を録音するために集音し音声信号に変換
する。スピーカ３ｃは動画再生時に、撮影時に録音した周囲音を再生し、またチャイルド
モードに設定された際に、子どの注意を引くために、図１１（ｃ）と類似の発音パターン
で発音する。
【００９２】
　カメラ１０の上面には、操作部９を構成するレリーズ釦９ａが配置されている。また、
カメラ１０の背面には、図１１（ｂ）に示すように、表示部８の表示面が配置されている
。この表示部８は、第１実施形態と同様に、ライブビュー表示、再生表示等を行う。また
、表示部８に右側には、モード設定釦９ｂが配置されており、チャイルドモード等の撮影
モードの設定を行うことができる。なお、「チャイルドモード」は、子供等に渡すと子供
等の注意を引き、撮影レンズ２ｄが子供等に向いた際に、自動的に撮影を行うモードであ
る。
【００９３】
　本実施形態の電気的構成は、第１実施形態において説明した図１のブロック図と略同様
であるが、警告部３、表示警告制御部１ｂおよびモード設定部１ｃの機能が若干異なる。
本実施形態における警告部３は、前述のストロボ３ａ、ＬＥＤ３ｂ、およびスピーカ３ｃ
を含み、チャイルドモードに設定された際には、表示警告制御部１ｂからの制御信号に基
づいて、子供等の注意を引くように発音、発光等を行う。また、モード設定部１ｃは、チ
ャイルドモードの設定を行うことができる。これ以外の構成については、図１のブロック
図と略同様であるので、詳しい説明は省略する。
【００９４】
　次に、本実施形態におけるチャイルドモードにおける撮影について、図１２を用いて説
明する。ここではモード設定釦９ｂを操作してチャイルドモードに設定すると共に、子供
３１にカメラ１０を持たせて遊ばせ、そのとき子供３１に自分撮りで動画を撮影させる例
を示す。
【００９５】
　まず、チャイルドモードに設定されると、２～３歳程度の子供３１と母親３２が写って
いる写真３５（図１２（ａ）参照）を、カメラ１０の表示部８に再生表示させる。父親３
３は、図１２（ｂ）に示すように、カメラ１０の表示部８に写真３５を表示させた状態で
、この写真３５を子供３１に見せながら、カメラ１０を手渡す。子供３１は、カメラ１０
を手に取ると、カメラ１０に興味を持ち、カメラ１０で遊ぶ可能性が高い。このとき、カ
メラ１０のストロボ３ａやＬＥＤ３ｂが光を発し、またスピーカ３ｃから音が発すると、
子供３１は好奇心でカメラ１０がどうなっているかを知りたがり、カメラ１０を回したり
して遊ぶ。
【００９６】
　子供３１がカメラ１０を回したりして遊んでいる最中に、撮影レンズ２ｄが子供３１に
向くことがある。この時にカメラ１０が動画撮影を開始するようにすれば、図１２（ｄ）
に示すような動画３６を撮影することができる。このときの画像は、子供３１がカメラ１
０に対して興味を持った記録として、親には非常に思い出深いものとなる。また、子供３
１が遊んでいる最中に、撮影レンズ２ｄが子供３１を向いたとき、動画撮影が自動的に始
まることから、誰もストレス感ずることなく動画撮影を行うことができる。
【００９７】
　次に、このようなチャイルドモードにおける撮影動作について、図１３に示すカメラ制
御のフローチャートを用いて説明する。このフローは、予め記憶されているプログラムに
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基づいて、制御部１によって実行される。
【００９８】
　カメラ制御のフローに入ると、まず、チャイルドモードが設定されているか否かの判定
を行う（Ｓ１０１）。チャイルドモードは、モード設定釦９ｂによって設定されるので、
このステップでは、モード設定釦９ｂの操作状態に基づいて判定する。この判定の結果、
チャイルドモードが設定されていなかった場合には、次に、チャイルドモード以外を実行
する（Ｓ１０２）。ここでは、チャイルドモード以外の各種撮影モードや、再生モード等
が設定されているかを判定し、その判定結果に基づいて処理を行う。このチャイルドモー
ド以外を実行すると、ステップＳ１０１に戻る。
【００９９】
　ステップＳ１０１における判定の結果、チャイルドモードが設定されていた場合には、
次に、撮影した画像を５秒表示する（Ｓ１０３）。ここでは、図１２（ａ）に示したよう
な写真３５を表示部８に表示する。このタイミングで父親３３等は、子供３１等にカメラ
１０を手渡すと良い。なお、５秒は例示であり、子供３１が見るのに適した時間であれば
、これよりも短くても長くてもよい。
【０１００】
　撮影画像の表示を行うと、次に、表示をオフし、間欠発光を行うと共に、発音を開始す
る（Ｓ１０４）。ここでは、表示部８における写真３５を消去し、ストロボ３ａ、ＬＥＤ
３ｂにより図１２（ｃ）に示したようなパターンで間欠発光を行い、またスピーカ３ｃに
よって同様のパターンで発音を行う。これによって、子供３１等は、何が起きたか興味を
持ち、カメラ１０を回しながら見てみる可能性が高い。なお、本実施形態においては、発
音や発光の両方を行っているが、いずれか一方でも良く、また他の方法によって子供３１
等の興味を引くようにしても勿論かまわない。
【０１０１】
　続いて、ズームを広角にし、撮像および表示を行う（Ｓ１０５）。ここでは、撮影レン
ズ２ｄを電動ズームで広角側に駆動し、また撮像部２から画像信号を得て、表示部８にラ
イブビュー表示を行う。焦点距離を広角側にすることにより、子供３１等が被写体像とし
て捉えられる。なお、子供３１等はカメラ１０を回しながら遊んでいる段階であるので、
表示部８にライブビュー表示はオフ状態にしておいても良い。
【０１０２】
　ズームを広角にし、撮像を始めると、次に、機器が移動しているか否かの判定を行う（
Ｓ１０６）。姿勢判定部４による加速度等の検出結果に基づいて、図１２（ｂ）に示すよ
うに、父親３３から子供３１等に、機器（カメラ１０）が手渡し等によって移動したか否
かの判定を行う。
【０１０３】
　ステップＳ１０６における判定の結果、機器の移動があった場合、すなわち、父親等か
ら子供３１等にカメラ１０の手渡しが有った場合には、次に、カメラが下向きから上向き
に変化したか否かを判定する（Ｓ１０７）。ここでは、姿勢判定部４によってカメラ１０
が下向きから上向き、すなわち、撮影レンズ２ｄが子供３１等の方向に向けられたか否か
を判定する。
【０１０４】
　ステップＳ１０７における判定の結果、カメラ１０が下向きから上向きに変化していな
かった場合、または、ステップＳ１０６における判定の結果、機器の移動がなかった場合
には、次に、動画Ｃが有るか否かを判定する（Ｓ１０８）。動画Ｃは第２実施形態と同様
、代表静止画撮影後に撮影される動画であり、このステップでは、動画Ｃが撮影されたか
否かの判定を行う。この判定の結果、動画ＣがあればステップＳ１０１に戻る。
【０１０５】
　一方、ステップＳ１０８における判定の結果、動画Ｃがなければ、次に、対象画像（動
画Ａ、動画Ｂ）を削除する（Ｓ１０９）。動画Ｃが記録されている場合には、代表静止画
の撮影までなされた場合であり、一方、動画Ｃの記録がない場合には、代表静止画撮影前



(18) JP 5965981 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

である。これらの動画は、代表静止画まで一連の撮影画像であることが望ましいので、判
定の結果、動画Ｃがない場合には動画Ａおよび動画Ｂを削除している。対象画像を削除す
ると、ステップＳ１０１に戻る。
【０１０６】
　ステップＳ１０７における判定の結果、カメラ１０が下向きから上向きに変化した場合
には、次に、連続撮影（動画Ａ）を仮記録する（Ｓ１１１）。カメラ１０が下向きから上
向きに変化したことから、子供３１等が撮影レンズ２ｄを自分の顔の方向に向けた可能性
が高いことから、動画Ａの仮記録を開始する。
【０１０７】
　動画Ａの仮記録を開始すると、次に、顔検知および顔が所定の位置にあり、かつ所定の
大きさであるか否かを判定する（Ｓ１１２）。ここでは、顔検知部２ａによって顔の位置
が画面の略中央にあり、また顔の大きさがカメラ１０を子供３１等の手に持っている程度
の距離での大きさか否かを判定する。顔の大きさや手の長さ等は、一般的な子供の大きさ
に基づいて算出すれば良い。
【０１０８】
　ステップＳ１１２における判定の結果がＮｏであった場合には、ステップＳ５２と同様
に、０．５秒前の画像（動画Ａ）があるか否かの判定を行う（Ｓ１１３）。この判定の結
果、０．５秒よりも前の動画Ａが仮記録されていなければ、ステップＳ１０１に戻る。な
お、０．５秒間は例示であり、これよりも短時間でも長時間でも良い。
【０１０９】
　一方、ステップＳ１１３の判定の結果、０．５秒よりも前の動画Ａが仮記録されている
場合には、対象画像（動画Ａ）の削除を行う（Ｓ１１４）。動画Ａは、動画Ｂの前に撮影
される仮画像であり、子供３１等が自分の顔にカメラ１０を向ける直前の動画である。こ
の動画Ａは長時間、再生することが相応しくないことから、動画Ｂの撮影開始直前の０．
５秒間のみ記録することにし、それ以前の対象画像（動画Ａ）を削除することにした。対
象画像を削除すると、ステップＳ１０１に戻る。
【０１１０】
　顔検知の結果、顔が所定位置にあり、所定の大きさであれば、次に、動画Ｂの撮影を行
い（Ｓ１２１）、記録する（Ｓ１２２）。ここでは、撮像部２から出力される画像信号を
、画像処理部５の動画処理部によって画像処理し、処理された動画の画像データを記録部
６に記録する。ステップＳ１１２における判定の結果、Ｙｅｓであれば、カメラ１０の撮
影レンズ２ｄが子供３１等に向けられていることから、この時点で動画を開始する。この
動画Ｂは、後述するステップＳ１２６において代表静止画を撮影するまで続行される。
【０１１１】
　動画Ｂの撮影の記録を開始すると、次に、画面内の人物の検知を行い、その位置を検出
し、また表情が笑顔等の決め顔か否かの判定を行う（Ｓ１２３）。ここでは、顔検知部２
ａによって子供３１等の顔の位置を検出し、また表情判定部２ｂによって子供３１等の顔
の表情が笑顔等の決め顔であるか否を判定する。なお、第２実施形態においては、撮影対
象となる依頼者２１は大人を想定していたが、第３実施形態においては、子供３１等が撮
影対象は子供を想定していることから、撮影対象に可愛らしい表情等、子供に相応しい決
め顔とする。
【０１１２】
　ステップＳ１２３における判定の結果がＮｏであった場合には、次に、動画Ｂの撮影を
開始してから５秒が経過したか否かを判定する（Ｓ１２４）。この判定の結果、５秒が経
過していなかった場合には、ステップＳ１２１に戻る。したがって、可愛い笑顔等、決め
顔でなかった場合でも、５秒間はそのまま動画Ｂで記録される。なお、５秒間は例示であ
り、長時間、決め顔でない場合には鑑賞者が退屈してしまうので、退屈してしまわない程
度の時間であれば良い。
【０１１３】
　ステップＳ１２３における判定の結果がＹｅｓとなった場合、またはステップＳ１２４
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における判定の結果、５秒が経過した場合には、以下、代表静止画を撮影し、撮影の終了
処理を行う。まず、ステップＳ６１と同様に、画面をブラックアウトにし、前面表示を行
う（Ｓ１２５）。ブラックアウトでは表示部８の画面全体を真っ暗にし、また前面表示で
はストロボ３ａやＬＥＤ３ｂを間欠発光させる。これによって、静止画の撮影が終了した
ことが分かる。
【０１１４】
　続いて、ステップＳ６２と同様に、代表静止画と動画Ｃを記録する（Ｓ１２６）。この
ステップでは、撮像部２から出力される画像信号を画像処理部５の静止画処理部で処理し
、この代表静止画の画像データを記録部６に記録する。また、代表静止画の撮影の終了後
、動画Ｃを０．５秒間、記録する。動画Ｃは、動画Ａと同じく、撮像部２から出力される
画像信号を画像処理部５の動画処理部で処理し、この動画の画像データを記録部６に記録
する。動画Ｃの録画時間は、本実施形態では、０．５秒としているが、例示であり、これ
よりも長くても短くても良い。また、録画時間は０．５秒程度であるが、再生の際には、
スローモーションや早送りにすることもでき、再生時間が０．５秒ということではない。
【０１１５】
　代表静止画と動画Ｃの撮影を行うと、次に、ステップＳ６３と同様に、遷移効果を付与
した動画Ｄを撮影する（Ｓ１２７）。ここで遷移効果を付与した動画Ｄとしては、例えば
、図８（ｆ）に示すようなトリミング処理を行った動画や、フェードアウト等の処理を行
った動画等である。動画Ｃおよび動画Ｄは、動画のエンディング用の画像である。動画Ｄ
を撮影すると、撮影を終了する。
【０１１６】
　このように、本実施形態においては、カメラ１０にチャイルドモードを設定した場合、
カメラ１０の撮影レンズ２ｄが子供３１等に向いた状態になると、図１４に示すように、
まず、動画Ａを０．５秒間撮影し、顔判定がＯＫになれば、その時点から５秒間（決め顔
になればその時点まで）動画Ｂを撮影し、その後代表静止画を撮影する。そして、０．５
秒間、動画Ｃを撮影し、最後に画像処理される動画Ｄを撮影する。子供３１等の動画撮影
のメインは動画Ｂであるが、その前後に余裕として動画Ａと動画Ｃを撮影し、さらに、最
後に画像処理を行った動画Ｄによって動画の終了感を出すようにしている。
【０１１７】
　次に、本実施形態において、撮影レンズ２ｄが子供３１等に向くように、子供３１等が
カメラ１０を動かすようにするため表示の変形例を、図１５ないし図１８を用いて説明す
る。本変形例においては、表示部８に表示される画像に変化をつけることにより、子供３
１等が容易にカメラ１０を動かすようにしている。
【０１１８】
　図１５は、本変形例における表示方法を説明する図であり、図１５（ａ）はカメラ１０
の表示部８に写真３５が表示されている様子を示す。この状態から図１５（ｂ）に示すよ
うに、写真３５を上側にスライドしていくように見えるように、写真をシフトする。カメ
ラ１０は、最初、図１５（ｃ）に示すように、表示部８は上向きになっており、言い換え
ると撮影レンズ２ｄは下向きになっている。この状態で、図１５（ｂ）に示すように、写
真３５が上側にシフトすると、子供３１等は、上側に何があるかと不思議に思い、カメラ
１０を回し、図１５（ｄ）に示すように、撮影レンズ２ｄが上側を向いた状態なる。この
状態になると、前述したように、動画の撮影を開始すれば良い。
【０１１９】
　図１６（ａ）は、図１５において例示した表示部８における写真３５の変形例である。
この変形例では、写真３７は円柱状に見えるように画像処理されている。すなわち、表示
部８の画面は平面であるが、写真３５が円柱側面に貼付されたのと同様に見えるように画
像処理を行うことにより、写真３７を得る。そして、カメラ１０が子供３１等に手渡され
た際に、表示部８に写真３７を表示すると共に、図１６（ｂ）に示すように、あたかも円
柱が回転しているように見えるように、写真３７を回転表示させる。これによって、子供
３１等は興味を持って、カメラ１０を動かし周り、撮影レンズ２ｄを自分の方向に向ける
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可能性が高くなる。
【０１２０】
　次に、本変形例の動作について、図１７に示すカメラ制御のフローチャートを用いて説
明する。このフローチャートは、図１３に示した第３実施形態におけるカメラ制御のフロ
ーチャートにおいて、ステップＳ１０１からステップＳ１０７に対応する部分あり、他の
部分は図１３に示すフローチャートと同様であるので、図面上、省略している。
【０１２１】
　カメラ制御のフローに入ると、まず、ステップＳ１０１と同様、チャイルドモードが設
定されているか否を判定する（Ｓ２０１）。この判定の結果、チャイルドモードでなけれ
ば、ステップＳ１０２のチャイルドモード以外のフローに進む。一方、チャイルドモード
が設定されていれば、画像を円柱状表示する（Ｓ２０２）。ここでは、図１６および図１
８（ａ）に示すように、円柱状に見えるように画像処理した写真３７を表示する。
【０１２２】
　続いて、カメラ姿勢変化によって円柱回転を行う（Ｓ２０３）。ここでは、姿勢判定部
４によってカメラ１０の姿勢の変化を検知し、この検知結果に応じて円柱状に見える画像
を回転させる。つまり、カメラ１０の長手方向と直交する方向の回りにカメラ１０が回転
することを検知した場合には、図１８（ｂ）に示すように、写真３７もこの向きに回転さ
せる。また、カメラ１０の回転速度に応じて、写真３７の回転速度も速くする。
【０１２３】
　続いて、カメラ１０が反転したか否かを判定する（Ｓ２０４）。ここでは、姿勢判定部
４によってカメラ１０の表示部８が子供３１等の側から反対側を向くように、向きが反転
したか否かを判定する。この判定の結果、反転していなければ、前述のステップＳ１０８
（図１３参照）に進む。一方、判定の結果、反転していた場合には、次に、さらに回転を
速くする（Ｓ２０５）。回転速度が速くなり、子供３１等がますます不思議に思い、カメ
ラ１０を動かし回すようにするためである。
【０１２４】
　次に、自分撮りか否かの判定を行う（Ｓ２０６）。ここでは、顔検出部２ａや画像処理
部５によって、画像解析を行い、カメラ１０の撮影レンズ２ｄが子供３１等の方向を向き
、自分撮りの状況になったか否かを判定する。この判定の結果、自分撮りでなかった場合
には、ステップＳ１０８に進む。一方、判定の結果、自分撮りであった場合には、次に、
画像にデフォルメを加える（Ｓ２０７）。この状態では、子供３１等はカメラ１０をぐる
ぐる回しているが、さらに好奇心を増すように、画像処理部５によって画像にデフォルメ
を加えている。なお、図１８（ｂ）に示すように、自分撮りしたときの画像を紛れ込ませ
るようにする等、他の画像も合成するようにしても良い。
【０１２５】
　画像にデフォルメを行うと、次に、ステップＳ１０５と同様、ズームを広角にし、撮像
および表示を行う（Ｓ２０８）。これによって画角が広がることから、子供３１等が構図
の中に入り易くなる。続いて、ステップＳ１０７と同様に、カメラ１０の撮影レンズ２ｄ
が下向きから上向きに変化したか否かを判定する（Ｓ２０９）。ここでは、姿勢判定部４
の検知結果に基づいて判定する。この判定の結果、上向きに変化していなかった場合には
、ステップＳ１０８に進む。一方、判定の結果、上向きに変化すれば、前述のステップＳ
１１１に進む。
【０１２６】
　このように本変形例においては、表示部８における表示を、カメラ１０の動きに応じて
あたかも画面が動いているように変化させているので、子供３１等は、カメラ１０を動か
し回し、撮影レンズ２ｄを自分の方向に向ける可能性が高くなる。また、表示部８におけ
る表示を円柱状に見えるように画像処理を施すので、よりリアリティの高い画像となり、
更に一層、子供３１等はカメラ１０を動かし回し、自分の方向に向ける可能性が高くなる
。
【０１２７】
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　以上説明したように、本発明の各実施形態においては、カメラの姿勢を姿勢判定部４に
よって検知し、また顔画像を検知し、これらの検知結果に基づいて、動画の記録開始と終
了を決めている。このため、動画の記録開始と終了のタイミングを気にすることなく撮影
を行うことができる。また、撮影者に動画撮影のストレスを感じさせることがなく、静止
画を撮影するのと同じような感覚で撮影を楽しむことができ、撮影するという意思がなく
ても撮影画像を楽しむことができる。さらに、お願いモードが設定された場合には、カメ
ラを被写体に向けて構えるだけでカメラが保持され、かつ画面内に顔が位置すれば、動画
の撮影を開始することができる。また、チャイルドモードが設定された場合には、カメラ
が子供等に向けられ、かつ画面内に顔が位置すれば、動画の撮影を開始することができる
。
【０１２８】
　なお、本発明の各実施形態においては、動画の記録と共に、所定のタイミングで静止画
を撮影し、記録していたが、静止画の撮影を省略しても良い。お願いモードが設定されて
いる場合に、静止画の撮影を省略すると、依頼を受けた人が撮影終了できないと思うこと
を防止するために、ダミーでシャッタ音を発したり、また画面のブラックアウト等を行う
ようにしても良い。
【０１２９】
　また、本発明の各実施形態においては、撮影レンズとしてズームレンズを備え、お願い
モードやチャイルドモードが設定された場合には、広角側にズーミングしていたが、ユー
ザの希望する焦点距離での撮影を行いたい場合もあることから、設定された焦点距離のま
まで撮影するようにしても良い。
【０１３０】
　また、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、
携帯電話や携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assist）、ゲーム機器等に内蔵さ
れるカメラでも構わない。いずれにしても、動画を撮影可能な撮影機器であれば、本発明
を適用することができる。
【０１３１】
　本発明は、上記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。
【符号の説明】
【０１３２】
１・・・制御部、１ａ・・・記録制御部、１ｂ・・・表示警告制御部、１ｃ・・・モード
設定部、２・・・撮像部、２ａ・・・顔検出部、２ｂ・・・表情判定部、２ｃ・・・ズー
ムレンズ、２ｄ・・・撮影レンズ、３・・・警告部、３ａ・・・ストロボ、３ｂ・・・Ｌ
ＥＤ、３ｃ・・・スピーカ、３ｄ・・・マイク、４・・・姿勢判定部、５・・・画像処理
部、５ａ・・・トリミング部、６・・・記録部、７・・・時計部、８・・・表示部、９・
・・操作部、９ａ・・・レリーズ釦、９ｂ・・・モード設定釦、１０・・・カメラ、２１
・・・撮影の依頼者、２２・・・依頼を受けた人、３１・・・子供、３２・・・母親、３
３・・・父親、３５・・・写真、３６・・・動画、３７・・・写真、５０・・・加速度セ
ンサ、５０Ｘ～５０Ｚ・・・加速度センサ、５１・・・金属部、５１ａ・・・基点、５１
ｂ・・・架橋部、５１ｃ・・・可動部、５２ａ・・・固定金属部、５２ｂ・・・固定金属
部
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