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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段に設定可能な撮像フレームレートを第１のフレームレート、
　前記撮像手段が前記第１のフレームレートの撮像フレームレートで撮像した画像を前記
第１のフレームレートと同一の記録フレームレートで記録する時の前記撮像手段の撮像動
作における撮像感度を第１の感度、とした時に、
　前記撮像手段が前記第１のフレームレートで撮像した画像を前記第１のフレームレート
より低速の第２のフレームレートで合成記録する際のフレーム合成数と前記撮像手段の撮
像動作における撮像感度を、
　　フレーム合成数＝第１のフレームレート÷第２のフレームレート；
　　撮像感度＝第１の感度÷フレーム合成数；
　として制御する制御手段、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　前記第１のフレームレートが所定のフレームレートより高速の場合は、
　フレーム合成を行なう合成対象の複数枚の画像の全てが記録フレーム毎に異なる順次合
成を行ない、
　前記第１のフレームレートが所定のフレームレート以下の場合は、
　フレーム合成を行なう合成対象の複数枚の画像に前回の記録フレームで使用した１又は
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複数の画像が含まれる重複合成を行なう、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記撮像手段における前記第１のフレームレートでの撮像動作期間中に、前記第２のフ
レームレートを変更する変更手段を備えたことを特徴とする請求項１又は２記載の撮像装
置。
【請求項４】
　前記変更手段は、前記撮像手段における前記第１のフレームレートでの撮像動作期間中
に、使用者の要求に応じ前記第２のフレームレートを変更することを特徴とする請求項３
記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記変更手段は、前記撮像手段における前記第１のフレームレートでの撮像動作期間中
に、所定のタイミングで前記第２のフレームレートを自動的に変更することを特徴とする
請求項３記載の撮像装置。
【請求項６】
　撮像手段を備えた撮像装置の制御方法であって、
　撮像手段に設定可能な最速の撮像フレームレートを第１のフレームレート、
　前記撮像手段が前記第１のフレームレートの撮像フレームレートで撮像した画像を前記
第１のフレームレートと同一の記録フレームレートで記録する時の前記撮像手段の撮像動
作における撮像感度を第１の感度、とした時に、
　前記撮像手段が前記第１のフレームレートで撮像した画像を前記第１のフレームレート
より低速の第２のフレームレートで合成記録する際のフレーム合成数と前記撮像手段の撮
像動作における撮像感度を、
　　フレーム合成数＝第１のフレームレート÷第２のフレームレート；
　　撮像感度＝第１の感度÷フレーム合成数；
　として制御する工程、
　を含むことを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項７】
　撮像手段を備えた撮像装置が有するコンピュータを、
　撮像手段に設定可能な最速の撮像フレームレートを第１のフレームレート、
　前記撮像手段が前記第１のフレームレートの撮像フレームレートで撮像した画像を前記
第１のフレームレートと同一の記録フレームレートで記録する時の前記撮像手段の撮像動
作における撮像感度を第１の感度、とした時に、
　前記撮像手段が前記第１のフレームレートで撮像した画像を前記第１のフレームレート
より低速の第２のフレームレートで合成記録する際のフレーム合成数と前記撮像手段の撮
像動作における撮像感度を、
　　フレーム合成数＝第１のフレームレート÷第２のフレームレート；
　　撮像感度＝第１の感度÷フレーム合成数；
　として制御する制御手段と、
　して機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、及びその制御方法とプログラムに関し、特に動画撮影中の動画像
の質を向上させる技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像装置においては動画撮影中にフレームレートを変更可能なものがある。係る
撮像装置においては、例えば低速のフレームレートで撮影を行っている間に、被写体の動
きが速い特定の撮影シーンのみを高速のフレームレートでの撮影を行うことができ、記録
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する動画像のデータ量を徒に増大させることなく、撮影後には特定の撮影シーンのみをス
ロー再生することができる。
【０００３】
　また、下記特許文献１には、動画撮影中におけるフレームレートの変更に際し、例えば
絞り値をシャッタースピードやゲインよりも優先して決定した後、決定した絞り値に応じ
てシャッタースピードやゲインを設定する技術が記載されている。係る技術によれば、フ
レームレートの変更前後において発生するフレーム間での画像の明るさの変化を低減する
ことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１４１８３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、動画撮影中にフレームレートを切り替えるときには、撮像素子の駆動速度の
切り替えにタイムラグが発生し、その間の画像が欠落してしまう。これを回避するために
は、動画撮影中に高速のフレームレートへの切り替えを可能とする際には、撮像素子を常
に高速のフレームレートで駆動しておき、低速のフレームレートでの撮影中には、そのフ
レームレートに応じたフレームの画像のみを抜き出して記録すればよい。
【０００６】
　しかし、撮像素子を常に高速のフレームレートで駆動する場合には、シャッタースピー
ドの調整による最大露光時間が制限されるため、適正な露出を得るには撮影感度、すなわ
ち撮像素子の出力信号のゲインを常に上げておく必要があり、記録画像のノイズが増大す
るという問題があった。
【０００７】
　本発明は、かかる従来の課題に鑑みてなされたものであり、動画撮影中の動画像の質を
向上することを可能とする撮像装置、及びその制御方法と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】
【０００８】
　前記課題を解決するため、本発明にあっては、撮像手段に設定可能な撮像フレームレー
トを第１のフレームレート、前記撮像手段が前記第１のフレームレートの撮像フレームレ
ートで撮像した画像を前記第１のフレームレートと同一の記録フレームレートで記録する
時の前記撮像手段の撮像動作における撮像感度を第１の感度、とした時に、前記撮像手段
が前記第１のフレームレートで撮像した画像を前記第１のフレームレートより低速の第２
のフレームレートで合成記録する際のフレーム合成数と前記撮像手段の撮像動作における
撮像感度を、フレーム合成数＝第１のフレームレート÷第２のフレームレート；撮像感度
＝第１の感度÷フレーム合成数；として制御する制御手段、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、動画撮影中の動画像の質を向上することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の撮像装置として例示するデジタルカメラのブロック図である。
【図２】記録フレームレート切替機能を使用する場合のデジタルカメラ１の動作内容を示
す図である。
【図３】撮像フレームレートが１２０ｆｐｓである場合におけるフレーム画像の順次合成
を示す模式図である。
【図４】撮像フレームレートが６０ｆｐｓである場合におけるフレーム画像の重複合成を
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示す模式図である。
【図５】記録フレームレート切替機能を使用した動画撮影モードでの処理内容を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について説明する。図１は、本発明の撮像装置として例示する
デジタルカメラ１の概略構成を示すブロック図である。このデジタルカメラ１は、撮影モ
ードとして静止画撮影モード及び動画撮影モードを有するものである。
【００１２】
　デジタルカメラ１は、レンズブロック２と撮像素子３とを有している。レンズブロック
２は、フォーカスレンズを含むレンズ群と、絞りと、レンズ群を駆動するレンズモータ、
絞りを開閉駆動するアクチュエータから構成される。レンズモータやアクチュエータは、
ＣＰＵ（Central Processing Unit）８の指令に基づき光学系駆動部４によって駆動され
ることにより、焦点位置や撮像素子３の受光量が調整される。
【００１３】
　撮像素子３は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Meta1 0
xide Semiconductor）センサであり、駆動回路５により駆動され、被写体の光学像を光電
変換し、変換後の光学像に応じた電気信号つまり撮像信号をＡＦＥ（Analog Front End）
６へ出力する。
【００１４】
　前記駆動回路５は、撮像素子３をＣＰＵ８の指令に基づき複数の駆動モードで駆動する
ことが可能であり、より具体的には、撮像素子３を駆動する際のフレームレート（以下、
撮像フレームレートという。）が１２０ｆｐｓの高速モードと、６０ｆｐｓの中速モード
と、３０ｆｐｓの低速モードの３種類の駆動モードで駆動することが可能である。なお、
低速モードは、静止画撮影モードや動画撮影モードでの撮影待機状態において使用され、
中速モード及び高速モードは、動画撮影モードでの動画撮影時において使用されるモード
である。
【００１５】
　ＡＦＥ６は、ＣＤＳ（Correlated Double Sampling）回路や、ＰＧＡ（Programmable G
ain Amp）、ＡＤＣ（Analog-to-Digital Converter）等によって構成される。ＡＦＥ６は
、撮像素子３が出力した撮像信号のゲイン調整を含む所定のアナログ処理を行い、アナロ
グ処理後の撮像信号をデジタル信号に変換した後、変換後の画像データを画像処理部７へ
出力する。
【００１６】
　ＡＦＥ６における撮像信号のゲイン調整は、撮影時に設定されるＩＳＯ感度（撮像感度
）に応じてＣＰＵ８の指令に基づき行われる。
【００１７】
　画像処理部７は、ＡＦＥ６から入力したゲイン調整後の画素データを一時記録するメモ
リ７ａを有している。メモリ７ａには複数フレーム分の画素データを記憶可能なメモリ容
量が確保されている。
【００１８】
　画像処理部７は、メモリ７ａに一時記憶された画像データに対し、画像の記録に向けた
種々の画像処理を行う。画像処理部７が行う画像処理は、ガンマ補正や、ホワイトバラン
ス調整、画素毎のＲ，Ｇ，Ｂの色成分データの生成、生成したＲＧＢデータからＹＵＶデ
ータを生成するＹＵＶ変換等である。そして、画像処理部７は、生成した１フレーム分の
ＹＵＶデータを、撮影待機状態にある間にはＣＰＵ８へ供給し、かつ撮影時にはＣＯＤＥ
Ｃ（Coder & Decoder：符号器／復号器）９へ供給する。
【００１９】
　また、動画撮影時において画像処理部７は、必要に応じ、後述するように前記メモリ７
ａに一時記憶した複数フレーム分の画像データを合成（加算）する処理も行う。
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【００２０】
　撮影待機状態においてＣＰＵ８へ供給されたＹＵＶデータは表示部１０へ供給され、表
示部１０においてライブビュー画像として表示される。表示部１０は、ライブビュー画像
等を表示する液晶表示器と、液晶表示器を駆動する駆動回路等から構成される。
【００２１】
　ＣＯＤＥＣ９は、撮影時に画像処理部７から供給された画像データ（ＹＵＶデータ）を
符号化し、また、符号化されている任意の画像データを復号する。図示しないが、ＣＯＤ
ＥＣ９は、画像データの符号化、及び復号化を行うための直交変換回路、量子化回路、動
き検出回路、順方向予測回路、符号化回路、復号化回路、逆直交変換回路、フレームメモ
リ等から構成される。
【００２２】
　撮影時に画像処理部７からＣＯＤＥＣ９へ出力されたＹＵＶデータは、静止画モードで
の撮影時にはＪＰＥＧ（Joint Photographic Expert Group）方式等により圧縮符号化さ
れた後、静止画ファイルとして画像メモリ１１に記録され、動画モードでの撮影時にはＭ
ＰＥＧ（Motion Picture Experts Group）方式等によりフレーム毎に圧縮符号化された後
、順次画像メモリ１１に送られ最終的には動画ファイルとして記録される。
【００２３】
　また、ＣＯＤＥＣ９は、再生モードにおいてＣＰＵ８により画像メモリ１１から読み出
された静止画または動画データ（符号化データ）を復号しＣＰＵ８へ出力する。復号され
たデータは表示部１０において静止画、又は動画像として再生される。なお、画像メモリ
１１は、例えばカメラ本体に内蔵されたフラッシュメモリや、カメラ本体に着脱自在な各
種のメモリカードである。
【００２４】
　また、ＣＰＵ８には、操作部１２、ＲＡＭ（Random Access memory）１３、プログラム
メモリ１４が接続されている。ＲＡＭ１３はＣＰＵ８のワーキングメモリである。
【００２５】
　操作部１２は、電源キーや、シャッターキー、デジタルカメラ１の基本の動作モードで
ある撮影モードと、記録画像の表示用の再生モードとの切り替えを行うモード切替キー、
撮影モードの下位モードの設定等の種々の設定作業に使用されるＭＥＮＵキー、方向キー
等の図示しない複数キーを含む。操作部１２における各キーはＣＰＵ８によって操作状態
を随時スキャンされる。
【００２６】
　シャッターキーは、半押し操作と全押し操作との２段階操作が可能な所謂ハーフシャッ
ター機能を有する構成である。シャッターキーの半押し操作は、ＡＥ（Auto Exposure）
動作、及びＡＦ（Auto Focus）動作の開始指示等に使用され、シャッターキーの全押し操
作は撮影指示に使用される。
【００２７】
　プログラムメモリ１４は、例えば記憶データが書き換え可能なＥＥＰＲＯＭ（Electric
 Erasable Programmable Read Only Memory）であるフラッシュメモリである。プログラ
ムメモリ１４には、ＣＰＵ８にデジタルカメラ１の全体の動作を制御させるための制御プ
ログラムや各種のデータが記憶されている。
【００２８】
　前記制御プログラムには、ＣＰＵ８にＡＥ制御、ＡＦ制御、ＡＷＢ（Auto white balan
ce）制御を行わせるためのプログラム、及びＣＰＵ８に動画撮影モードにおいて後述する
処理を行わせるためのプログラムが含まれる。
【００２９】
　前記各種のデータには、撮影時の適正な露出値に対応する絞り値とシャッタースピード
との組み合わせを示すプログラム線図を構成する制御データが含まれる。プログラム線図
は、静止画撮影時に使用されるもの、及び撮像素子３の駆動モード別の複数のもの（高速
モード用、中速モード用、低速モード用）が存在する。
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【００３０】
　そして、以上の構成からなるデジタルカメラ１には、動画撮影に際し撮像フレームレー
トを固定した状態で、記録する動画像のフレームレート（以下、記録フレームレートとい
う。）を適宜切替可能とする記録フレームレート切替機能が設けられている。
【００３１】
　この記録フレームレート切替機能は、動画撮影中おいて被写体の動きが速い特定の撮影
シーンでは記録フレームレートを高速に設定し、それ以外のシーンでは記録フレームレー
トを低速に設定することを可能とするものである。つまり記録フレームレート切替機能は
、記録する動画像のデータ量を抑制しつつ、撮影後に特定の撮影シーンのみを良質な動画
像でスロー再生可能とするためのものである。
【００３２】
　なお、デジタルカメラ１において、記録した動画像を再生する際のフレームレート（以
下、再生フレームレートという。）は、記録フレームレートに関係なく３０ｆｐｓに固定
されている。
【００３３】
　図２は、上記の記録フレームレート切替機能を使用する場合のデジタルカメラ１の動作
内容を示した図である。図２に示したように、記録フレームレート切替機能を使用する場
合、撮像フレームレートは１２０ｆｐｓ又は６０ｆｐｓのいずれかに設定される。
【００３４】
　また、ユーザーが指定可能な記録フレームレートは、撮像フレームレートの範囲内のフ
レームレートである。すなわち撮像フレームレートが１２０ｆｐｓのときには１２０ｆｐ
ｓ、６０ｆｐｓ、３０ｆｐｓのいずれかが指定可能であり、撮像フレームレートが６０ｆ
ｐｓのときには６０ｆｐｓ又は３０ｆｐｓが指定可能である。
【００３５】
　また、記録フレームレート切替機能を使用する場合、ＩＳＯ感度は記録フレームレート
に応じた値に固定される。すなわち記録フレームレートが１２０ｆｐｓのときのＩＳＯ感
度は８００、記録フレームレートが６０ｆｐｓのときのＩＳＯ感度は４００、記録フレー
ムレートが３０ｆｐｓのときのＩＳＯ感度は２００にそれぞれ固定される。
【００３６】
　また、記録フレームレート切替機能を使用する場合、前述した撮像フレームレートで撮
像された各フレームの画像が、それぞれ記録フレームレートに応じたフレーム数だけ合成
され、合成後の画像が動画像を構成するフレーム画像として記録される。なお、以下の説
明では、撮像フレームレートで撮像されたフレーム画像を撮像フレーム画像と称し、動画
像を構成するフレーム画像を記録フレーム画像と称することにより両者を区別する。
【００３７】
　撮像フレーム画像の合成枚数（フレーム合成数）は、記録フレームレートが６０ｆｐｓ
のときは２枚（２フレーム）であり、記録フレームレートが３０ｆｐｓのときは４枚（４
フレーム）である。但し、撮像フレームレートと記録フレームレートとが共に１２０ｆｐ
ｓのときには、撮像フレーム画像が、そのまま記録フレーム画像として使用される。
【００３８】
　さらに、撮像フレーム画像の合成方法は２種類あり、撮像フレームレートが１２０ｆｐ
ｓのときの合成方法は順次合成であり、撮像フレームレートが６０ｆｐｓのときの合成方
法は重複合成である。係る合成方法を具体的に説明すると以下の通りである。
【００３９】
　図３は、撮像フレームレートが１２０ｆｐｓである場合における順次合成を示した模式
図である。同図（ａ）に示したように、記録フレームレートが６０ｆｐｓのときには、撮
像フレーム画像が２フレーム毎に合成される。
【００４０】
　また、同図（ｂ）に示したように、記録フレームレートが３０ｆｐｓのときには、撮像
フレーム画像が４フレーム毎に合成される。
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【００４１】
　図４は、撮像フレームレートが６０ｆｐｓである場合における重複合成を示した模式図
である。同図（ａ）に示したように、記録フレームレートが６０ｆｐｓのときには、撮像
フレームの１フレーム毎に、当該フレームの撮像フレーム画像と前回のフレームの撮像フ
レーム画像とが合成される。つまり一部の撮像フレーム画像が、相前後する記録フレーム
画像の生成に重複して使用される。
【００４２】
　また、同図（ｂ）に示したように、記録フレームレートが３０ｆｐｓのときには、撮像
フレームの２フレーム毎に、当該フレームの撮像フレーム画像と直前３フレーム分の撮像
フレーム画像とが合成される。つまりこの場合も一部の撮像フレーム画像が、相前後する
記録フレーム画像の生成に重複して使用される。
【００４３】
　以下、記録フレームレート切替機能を使用した動画撮影モードにおけるＣＰＵ８の処理
内容を図５のフローチャートに従い説明する。
【００４４】
　すなわちＣＰＵ８は動画撮影モードの設定とともに動作を開始し、直ちに撮像素子３の
駆動モードを低速モード（３０ｆｐｓ）に設定して撮像を開始するとともに（ステップＳ
１）、表示部１０におけるライブビュー画像の表示を開始する（ステップＳ２）。なお、
ライブビュー画像の表示中には、前述した低速モード用のプログラム線図を使用したＡＥ
制御が行われる。
【００４５】
　ライブビュー画像の表示中においてＣＰＵ８は、ユーザーによる動画撮影モードの終了
指示（静止画撮影モードへの変更指示等）の有無を逐次確認し、動画撮影モードの終了指
示があれば（ステップＳ３：ＹＥＳ）、その時点で全ての処理を終了する。
【００４６】
　また、ＣＰＵ８は、ライブビュー画像の表示中にユーザーによる撮影開始指示の有無を
逐次確認し、撮影開始指示があると（ステップＳ４：ＹＥＳ）、その直前に画像処理部７
のメモリ７ａに一時記憶された画像データに基づき、現在の被写体の明るさを示すＬＶ値
を取得する（ステップＳ５）。なお、このＬＶ値は、例えばデジタルカメラ１に光量を検
出する測光センサが設けられている場合には、その測光センサの出力信号に基づき取得し
ても構わない。
【００４７】
　しかる後、ＣＰＵ８は、ＬＶ値が予め決められている閾値以上であるか否かを確認する
（ステップＳ６）。上記閾値は、仮に高速モード（１２０ｆｐｓ）で撮像素子３を駆動し
た場合、撮像フレーム画像に一定以上の明るさが確保可能であると判断できる値である。
【００４８】
　そして、ＣＰＵ８は、ＬＶ値が閾値以上である場合には（ステップＳ６：ＹＥＳ）、前
記駆動回路５における撮像素子３の駆動モードを高速モード（１２０ｆｐｓ）に設定する
（ステップＳ７）。しかる後、ＣＰＵ８は、記録フレームレートを初期設定値である３０
ｆｐｓ、つまり再生フレームレートと同一に設定するとともに、前述した順次合成による
動画記録を開始する（ステップＳ８）。
【００４９】
　なお、ステップＳ８に際してＣＰＵ８は、ＡＦＥ６におけるゲインをＩＳＯ感度２００
に応じた値に設定するとともに、動画記録中には、高速モード用のプログラム線図を使用
したＡＥ制御を行う。
【００５０】
　つまり、ＣＰＵ８は、画像処理部７に、図３（ｂ）に示したように、ＩＳＯ感度２００
で撮像した撮像フレーム画像を４フレーム毎に合成し、記録フレーム画像を生成する処理
を開始させ、生成された記録フレーム画像をＣＯＤＥＣ９において圧縮して画像メモリ１
１に記録する処理を開始する。
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【００５１】
　また、ＣＰＵ８は、ＬＶ値が閾値未満である場合には（ステップＳ６：ＮＯ）、前記駆
動回路５における撮像素子３の駆動モードを中速モード（６０ｆｐｓ）に設定する（ステ
ップＳ９）。これにより、各フレームの撮像画像の明るさとして、撮像素子３を高速モー
ドで駆動する場合の２倍の明るさを確保可能にする。しかる後、ＣＰＵ８は、この場合も
記録フレームレートを初期設定値である３０ｆｐｓに設定するとともに、前述した重複合
成による動画記録を開始する（ステップＳ１０）。
【００５２】
　なお、ステップＳ１０に際してＣＰＵ８は、ＡＦＥ６におけるゲインをＩＳＯ感度２０
０に応じた値に設定するとともに、動画記録中には、中速モード用のプログラム線図を使
用したＡＥ制御を行う。
【００５３】
　つまり、ＣＰＵ８は、画像処理部７に、図４（ｂ）に示したように、ＩＳＯ感度２００
で撮像した撮像フレームの２フレーム毎に、当該フレームの撮像フレーム画像と直前３フ
レーム分の撮像フレーム画像とを合成し記録フレーム画像を生成する処理を開始させ、生
成された記録フレーム画像をＣＯＤＥＣ９において圧縮して画像メモリ１１に記録する処
理を開始する。
【００５４】
　以後、撮像素子３を高速モード又は中速モードで駆動して動画撮影を行っている間、Ｃ
ＰＵ８は、ユーザーによって記録フレームレートの変更指示がなく（ステップＳ１１：Ｎ
Ｏ）、かつ撮影終了指示もなければ（ステップＳ１３：ＮＯ）、ステップＳ８又はステッ
プＳ１０で開始した前述した設定内容での動画記録処理を続行する。
【００５５】
　そして、動画記録中にユーザーによって記録フレームレートの変更指示があった場合（
ステップＳ１１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ８は、ユーザーから指示に応じて記録フレームレート
を変更するとともに、ＩＳＯ感度、加算枚数を、変更後の記録フレームレートと、その時
点の撮像素子３の駆動モード、つまり撮像フレームレートに応じて予め決められている値
（図２参照）に変更する（ステップＳ１２）。
【００５６】
　これにより、例えば撮像フレームレートが１２０ｆｐｓである場合においては、ユーザ
ーが記録フレームレートを３０ｆｐｓから１２０ｆｐｓに変更したときには、図３（ｂ）
に示したように、ＩＳＯ感度が８００、加算枚数が１枚（＝加算なし）に変更された状態
で動画記録処理が続行される。
【００５７】
　また、ユーザーが記録フレームレートを３０ｆｐｓから６０ｆｐｓに変更したときには
、ＩＳＯ感度が４００、加算枚数が２枚に変更された状態で動画記録処理が続行される（
図３（ａ）参照）。
【００５８】
　さらに、記録フレームレートが１２０ｆｐｓ又は６０ｆｐｓから初期設定時の３０ｆｐ
ｓに変更されたときには、再びＩＳＯ感度が２００、加算枚数が４枚に設定された状態で
動画記録処理が続行される（図３（ｂ）参照）。
【００５９】
　一方、上記とは異なり、例えば撮像フレームレートが６０ｆｐｓである場合においては
、ユーザーが記録フレームレートを３０ｆｐｓから６０ｆｐｓに変更したときには、図４
（ａ）に示したように、ＩＳＯ感度が４００、加算枚数が２枚に変更された状態で動画記
録処理が続行される。
【００６０】
　さらに、記録フレームレートが６０ｆｐｓに変更された後、ユーザーによりいずれかの
時点で記録フレームレートが初期設定時の３０ｆｐｓに変更されたときには、再びＩＳＯ
感度が２００、加算枚数が４枚に変更された状態で動画記録処理が続行される（図４（ｂ
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）参照）。
【００６１】
　以上のようにＣＰＵ８は、ユーザーの指示に応じて記録フレームレートを変更する場合
においても、撮像フレームレートを変更することなく、ユーザーの指示に応じた記録フレ
ームレートで記録フレーム画像を生成し記録する。
【００６２】
　同時に、ＩＳＯ感度と撮像フレーム画像の合成枚数とを調整することによって、撮像フ
レームレートが１２０ｆｐｓのときには、各記録フレーム画像に、記録フレームレートが
１２０ｆｐｓ、ＩＳＯ感度が８００のときと同じ明るさを常に確保し、また、撮像フレー
ムレートが６０ｆｐｓのときには、各記録フレーム画像に、記録フレームレートが６０ｆ
ｐｓ、ＩＳＯ感度が４００のときと同じ明るさを常に確保する。
【００６３】
　そして、ＣＰＵ８は、上述した動画記録処理を繰り返している間に、ユーザーによる撮
影終了指示があれば（ステップＳ１３：ＹＥＳ）、その時点で動画記録を終了した後（ス
テップＳ１４）、撮像素子３の駆動モードを低速モード（３０ｆｐｓ）に設定（変更）す
る（ステップＳ１５）。つまり撮像フレームレートをライブビュー画像の表示が可能な程
度まで低下させ、無駄な電力消費を防止する。
【００６４】
　以後、ＣＰＵ８は、ステップＳ３の処理へ戻り、ユーザーによる動画撮影モードの終了
指示があるまでの間（ステップＳ３：ＮＯ）、前述したステップＳ４以降の処理を繰り返
し実行する。
【００６５】
　以上のように記録フレームレート切替機能を使用した動画撮影モードにおいては、動画
撮影中の撮像フレームレートを記録フレームレートに関係なく１２０ｆｐｓ又は６０ｆｐ
ｓに固定するため、動画撮影中に記録フレームレートを変更しても撮像動作にタイムラグ
が発生することがない。
【００６６】
　また、記録フレームレートを撮像フレームレート未満に設定したときには、記録フレー
ムレートに応じたフレーム数分の撮像フレーム画像を合成して記録フレーム画像を生成す
ることにより、記録フレームレートを固定したまま、実質的な露光時間を長くすることが
できる。しかも、合成対象となる複数の撮像フレーム画像に存在するランダムノイズは合
成後の画像において増大することがない。
【００６７】
　同時にＩＳＯ感度を、記録フレームレートに応じた値であって、記録フレームレートが
撮像フレームレートと同じときよりも低い値に設定することにより、記録フレーム画像の
ノイズが低減できるとともに、記録フレームレートの変更前後における画像の明るさを一
定に維持することができる。
【００６８】
　したがって、動画撮影中に記録フレームレートを切り替え可能とする場合においても、
より質の高い動画像を記録することができる。
【００６９】
　また、動画撮影中の撮像フレームレートを、撮影開始時点で被写体の明るさ（ＬＶ値）
に応じて設定するようにし、被写体の明るさが閾値未満である場合には、設定可能な最速
の撮像フレームレートである１２０ｆｐｓよりも低速の６０ｆｐｓに設定するようにした
。つまり各フレームの撮像画像の明るさとして、撮像素子３を高速モードで駆動する場合
の２倍の明るさを確保可能とした。
【００７０】
　したがって、撮像フレームレートを常に１２０ｆｐｓに固定する場合に比べ、記録フレ
ームレート切替機能を使用する場合において、より暗い被写体の撮影を可能とすることが
できる。つまり動画撮影時における記録フレームレート切替機能の使用範囲を広げること
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ができる。
【００７１】
　また、記録フレームレートを撮像フレームレート未満に設定されている間における撮像
フレーム画像の合成方法を、撮像フレームレートが１２０ｆｐｓに固定されているときに
は前述した順次合成とし、かつ撮像フレームレートが６０ｆｐｓに固定されているときに
は前述した重複合成とした。
【００７２】
　そのため、撮像フレームレートに関係なく、記録フレームレートが同一の場合にはＩＳ
Ｏ感度を同一とすることができ（図２参照）、被写体の明るさに応じて撮像フレームレー
トを異なる値に固定したとしても、記録フレーム画像に不可避的に生ずるＩＳＯ感度に応
じたノイズ量を同程度とすることができる。
【００７３】
　したがって、記録フレームレートが同一の場合には、被写体の明るさに関係なく記録す
る動画像の質を安定させることができる。
【００７４】
　なお、本実施形態においては、設定可能な最速の撮像フレームレートが１２０ｆｐｓで
あるとともに、動画撮影中に変更（設定）可能な記録フレームレートが１２０ｆｐｓ、６
０ｆｐｓ、３０ｆｐｓの３段階である場合について説明した。
【００７５】
　しかし、本発明の実施に際しては、設定可能な最速の撮像フレームレートは１２０ｆｐ
ｓ以上であってもよい。また、動画撮影中に変更（設定）可能な記録フレームレートは最
速の撮像フレームレートよりも低速であればよく、記録フレームレートは３段階以上であ
ってもよい。
【００７６】
　また、変更（設定）可能な記録フレームレートは、必ずしも設定可能な最速の撮像フレ
ームレートの１／ｎ（ｎは整数）でなくともよく、それ以外の場合においても、ＩＳＯ感
度を撮像フレームレートと記録フレームレートとの比率に応じて予め決められた値に固定
することにより、より質の高い動画像を記録することができる。
【００７７】
　また、本実施形態においては、動画撮影中における記録フレームレートの切替をユーザ
ーによる変更指示に応じて行うものについて説明したが、本発明の実施に際しては、記録
フレームレートの切替を所定のタイミングで自動的に行わせるようにしてもよい。
【００７８】
　より具体的には、例えば記録フレームレートを、動画撮影の開始後、ユーザーが予め設
定した時間等の所定時間が経過したタイミングで、再生フレームレートと同じ記録フレー
ムレート（３０ｆｐｓ）から、それよりも高速の記録フレームレート（設定可能な最速の
記録フレームレート等）に自動的に切り替えるようにしてもよい。
【００７９】
　その場合、例えばユーザーが三脚等にデジタルカメラ１を固定した状態で、自己のゴル
フスイングのフォームを撮影する場合には都合がよい。すなわち、ユーザーが上記の所定
時間として、撮影開始操作を行ってから画角内でゴルフスイングを開始するまでの所要時
間を設定しておけば、ゴルフスイングを行っている間のみを最速の記録フレームレートで
撮影することができる。つまりゴルフスイングを開始するまでの動画データの記録量を削
減しつつ、ゴルフスイングを行っている間のみを、良質な動画像でスロー再生することが
できる。
【００８０】
　さらに、上記に加え、最速の記録フレームレートによる撮影時間もユーザーが予め設定
した時間等の所定時間とし、係る所定時間が経過したタイミングで記録フレームレートを
自動的に３０ｆｐｓに切り替える（戻す）ようにしてもよい。その場合には、ゴルフスイ
ングを終了してから動画撮影を終了するまでの動画データの記録量も削減することができ
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る。
【００８１】
　また、例えば動画撮影中には、動画像の記録と並行して、撮像フレーム画像に基づき公
知の画像認識技術を用いて被写体の特定の動きを検出する動体検出を行い、特定の動きを
検出したタイミングで記録フレームレートを最速の記録フレームレートに自動的に切り替
えるようにしてもよい。
【００８２】
　さらには、上記のように記録フレームレートを最速の記録フレームレートに切り替えた
後、被写体の特定の動きが検出できた時点で、記録フレームレートを自動的に３０ｆｐｓ
に切り替える（戻す）ようにしてもよい。
【００８３】
　その場合には、例えば動画撮影中に、動画像の記録と並行して、撮像フレーム画像に基
づいて任意の人物によるゴルフスイングの開始時点（例えばバックスイングの開始時点）
、及びゴルフスイングの終了時点（例えばフォロースルーの完了時点）を検出させれば、
正確にゴルフスイングを行っている間のみを最速の記録フレームレートで撮影することが
できる。
【００８４】
　また、以上の例とは別に、動画撮影中における記録フレームレートの切り替えは、例え
ばパンニングに伴い画角が急激に変化したタイミングで自動的に行わせるようにしてもよ
い。その場合にも、画角が急激に変化し始めた時点に加え、その後、画角が安定した時点
も検出し、その時点で記録フレームレートを自動的に３０ｆｐｓに切り替える（戻す）よ
うにしてもよい。
【００８５】
　なお、画角が急激に変化した時点や画角が安定した時点の検出は、公知の画像認識技術
を用いれば撮像フレーム画像に基づいて行うことができ、またカメラ本体に加速度センサ
が設けられていれば、加速度センサの検出信号によって行うことができる。
【００８６】
　その場合には、例えば動画撮影中に主たる被写体が動き出し、それに追随してカメラを
パンさせたときには、記録フレームレートを最速の記録フレームレートに自動的に切り替
えることができ、撮影後には、カメラをパンさせている間の主たる被写体、及びその背景
を含む全ての被写体の変化状態を良質な動画像でスロー再生することができる。
【００８７】
　以上、本発明の実施形態、及びその変形例について説明したが、これらは本発明の作用
効果が得られる範囲内であれば適宜変更が可能であり、変更後の実施形態も特許請求の範
囲に記載された発明、及びその発明と均等の発明の範囲に含まれる。以下に、本出願の当
初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［請求項１］
　被写体の画像を撮像する撮像手段と、
　所定の撮像フレームレートで前記撮像手段が撮像した複数枚の画像を合成する合成手段
と、
　前記撮像手段が撮像した画像または前記合成手段による合成後の画像を所定の記録フレ
ームレートで記録する記録手段と、
　撮像フレームレートを前記所定の撮像フレームレートに固定した状態で前記撮像手段に
撮像動作を開始させる撮像制御手段と、
　前記撮像手段における前記所定の撮像フレームレートでの撮像動作期間中に、前記所定
の記録フレームレートを前記所定の撮像フレームレートを上限とした範囲内で変更する変
更手段と、
　前記変更手段による変更後の記録フレームレートが前記所定の撮像フレームレートと一
致する場合には、前記記録手段が記憶する画像を前記撮像手段により撮像された画像に変
更し、前記変更手段による変更後の記録フレームレートが前記所定の撮像フレームレート
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未満である場合には、前記合成手段に前記複数枚の画像の合成を開始させるとともに、前
記記録手段が記憶する画像を前記合成手段による合成後の画像に変更する記録制御手段と
、
　前記変更手段による記録フレームレートの変更に伴い、前記撮像手段の撮像動作におけ
る撮像感度を前記変更後の記録フレームレートに応じて制御する感度制御手段と
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
［請求項２］
　前記記録制御手段は、前記変更後の記録フレームレートが前記所定の撮像フレームレー
ト未満である場合、前記合成手段に、前記所定の撮像フレームレートと前記変更後の記録
フレームレートとの比率に応じて決められている枚数分の複数枚の画像の合成を開始させ
ることを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
［請求項３］
　前記感度制御手段は、前記撮像感度を、前記所定の撮像フレームレートと前記変更後の
記録フレームレートとの比率に応じて決められている撮像感度に固定することを特徴とす
る請求項１又は２記載の撮像装置。
［請求項４］
　前記撮像手段における撮像動作の開始時点の被写体の明るさを取得する取得手段をさら
に備え、
　前記撮像制御手段は、前記所定の撮像フレームレートとして、前記取得手段が取得した
被写体の明るさに応じた撮像フレームレートを設定し、設定した撮像フレームレートに撮
像フレームレートを固定した状態で前記撮像手段に撮像動作を開始させる
　ことを特徴とする請求項１又は２，３記載の撮像装置。
［請求項５］
　前記撮像制御手段は、前記取得手段が取得した被写体の明るさが閾値以上の場合には、
前記所定の撮像フレームレートとして設定可能な最速の撮像フレームレートを設定し、前
記取得手段が取得した被写体の明るさが閾値以上の場合には、前記所定の撮像フレームレ
ートとして前記最速の撮像フレームレートの２分の１の撮像フレームレートを設定するこ
とを特徴とする請求項４記載の撮像装置。
［請求項６］
　前記記録制御手段は、前記変更手段による変更後の記録フレームレートが前記所定の撮
像フレームレート未満であって、前記合成手段に前記複数枚の画像の合成を開始させる際
、
　前記撮像制御手段により設定された前記所定の撮像フレームレートが前記最速の撮像フ
レームレートである場合には、前記合成手段に、合成対象の複数枚の画像の全てが記録フ
レーム毎に異なる順次合成を開始させ、
　前記撮像制御手段により設定された前記所定の撮像フレームレートが前記最速の撮像フ
レームレートの２分の１の撮像フレームレートである場合には、前記合成手段に、記録フ
レーム毎の合成対象の複数枚の画像に前回の記録フレームで使用した１又は複数の画像が
含まれる重複合成を開始させる
　ことを特徴とする請求項４記載の撮像装置。
［請求項７］
　前記変更手段は、前記撮像手段における前記所定の撮像フレームレートでの撮像動作期
間中に、使用者の要求に応じ前記所定の記録フレームレートを変更することを特徴とする
請求項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
［請求項８］
　前記変更手段は、前記撮像手段における前記所定の撮像フレームレートでの撮像動作期
間中に、所定のタイミングで前記所定の記録フレームレートを自動的に変更することを特
徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
［請求項９］
　被写体の画像を撮像する撮像手段と、所定の撮像フレームレートで前記撮像手段が撮像
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した複数枚の画像を合成する合成手段と、前記撮像手段が撮像した画像または前記合成手
段による合成後の画像を所定の記録フレームレートで記録する記録手段とを備えた撮像装
置の制御方法であって、
　撮像フレームレートを前記所定の撮像フレームレートに固定した状態で前記撮像手段に
撮像動作を開始させる工程と、
　前記撮像手段における前記所定の撮像フレームレートでの撮像動作期間中に、前記所定
の記録フレームレートを前記所定の撮像フレームレートを上限とした範囲内で変更する工
程と、
　変更後の記録フレームレートが前記所定の撮像フレームレートと一致する場合には、前
記記録手段が記憶する画像を前記撮像手段により撮像された画像に変更し、変更後の記録
フレームレートが前記所定の撮像フレームレート未満である場合には、前記合成手段に前
記複数枚の画像の合成を開始させるとともに、前記記録手段が記憶する画像を前記合成手
段による合成後の画像に変更する工程と、
　前記記録フレームレートの変更に伴い、前記撮像手段の撮像動作における撮像感度を前
記変更後の記録フレームレートに応じて制御する工程と
　を含むことを特徴とする撮像装置の制御方法。
［請求項１０］
　被写体の画像を撮像する撮像手段と、所定の撮像フレームレートで前記撮像手段が撮像
した複数枚の画像を合成する合成手段と、前記撮像手段が撮像した画像または前記合成手
段による合成後の画像を所定の記録フレームレートで記録する記録手段とを備えた撮像装
置が有するコンピュータを、
　撮像フレームレートを前記所定の撮像フレームレートに固定した状態で前記撮像手段に
撮像動作を開始させる撮像制御手段と、
　前記撮像手段における前記所定の撮像フレームレートでの撮像動作期間中に、前記所定
の記録フレームレートを前記所定の撮像フレームレートを上限とした範囲内で変更する変
更手段と、
　前記変更手段による変更後の記録フレームレートが前記所定の撮像フレームレートと一
致する場合には、前記記録手段が記憶する画像を前記撮像手段により撮像された画像に変
更し、前記変更手段による変更後の記録フレームレートが前記所定の撮像フレームレート
未満である場合には、前記合成手段に前記複数枚の画像の合成を開始させるとともに、前
記記録手段が記憶する画像を前記合成手段による合成後の画像に変更する記録制御手段と
、
　前記変更手段による記録フレームレートの変更に伴い、前記撮像手段の撮像動作におけ
る撮像感度を前記変更後の記録フレームレートに応じて制御する感度制御手段と
　して機能させることを特徴とするプログラム。
【符号の説明】
【００８８】
　１　　デジタルカメラ
　２　　レンズブロック
　３　　撮像素子
　４　　光学系駆動部
　５　　駆動回路
　６　　ＡＦＥ
　７　　画像処理部
　７ａ　　メモリ
　８　　ＣＰＵ
　９　　ＣＯＤＥＣ
　１０　　表示部
　１１　　画像メモリ
　１２　　操作部
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　１３　　ＲＡＭ
　１４　　プログラムメモリ
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