
JP 2008-283629 A 2008.11.20

10

(57)【要約】
【課題】デジタルスチルカメラなどでの撮り逃し防止の
ための連写機能について、より有用なものを提供する。
【解決手段】撮影動作の起動中においては、静止画とし
ての撮像画像データのうちで新しいものの順から一定容
量分だけ常にメモリに保持しておく。そして、レリーズ
操作に応じては、メモリに保持していた撮像画像データ
を記憶媒体に書き込み、次に、レリーズ操作後において
生成した一定容量までの撮像画像データを記憶媒体に書
き込むようにされる。そのうえで、レリーズ操作前の撮
像画像データについては、レリーズ操作後の撮像画像デ
ータに設定した標準画素数よりも少ない所定画素数を設
定して、連写間隔に対応する処理時間を短縮させ、撮り
逃しの強化を図るようにされる。一方のレリーズ操作後
の撮像画像データは標準の撮像画素数のままとして、例
えば良好な画質の撮像画像データも取得できるように配
慮する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射された像光を電気信号に変換して撮像信号を得る撮像信号取得手段と、
　１つの静止画像単位に相当する上記撮像信号を順次入力することで、１つの静止画とし
ての画内容を有する撮像画像データを順次連続して生成していくデータ生成手段と、
　上記データ生成手段により生成された撮像画像データを所定のメモリ領域に保持させる
もので、現時点から所定時間遡った単位時間内において得られたとされる撮像画像データ
を定常的に保持させるデータ保持制御手段と、
　その操作タイミングに対応して得られたとされる撮像画像データを記憶媒体に記録すべ
きことを指示するものであるレリーズ操作が行われたことに応じて、このレリーズ操作が
行われたタイミングにおいて、上記データ保持制御手段により保持しているとされる、レ
リーズ操作前の撮像画像データと、上記レリーズ操作が行われたタイミングを起点として
未来に所定時間進行した時点までにおいて生成される、レリーズ操作後の撮像画像データ
とを、上記記憶媒体に対して書き込んで記憶させる記録制御手段と、
　上記撮像画像データが画素の二次元集合により形成されるものとしてみた場合の、この
撮像画像データの画素数についての変更設定に相当する操作が、上記レリーズ操作前の撮
像画像データ、又は上記レリーズ操作後の撮像画像データの何れか一方を操作対象として
行われるようにされた操作手段と、
　上記レリーズ操作前の撮像画像データと上記レリーズ操作後の撮像画像データのうちで
、上記操作対象とされた一方の撮像画像データについては、上記操作手段に対する操作に
より指定された上記画素数により形成される結果が得られるようにするとともに、上記操
作対象とはされない他方の撮像画像データについては、標準として設定された所定の画素
数により形成される結果となるようにして制御を実行する画素数設定制御手段と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　上記操作手段は、上記レリーズ操作前の撮像画像データを操作対象として、画素数につ
いての変更設定に相当する操作が行われるように構成され、
　上記画素数設定制御手段は、上記操作手段に対する操作により指定された画素数が、上
記レリーズ操作後の撮像画像データと異なる場合には、上記レリーズ操作前の撮像画像デ
ータについて、上記操作手段により設定された上記画素数により形成される結果となるよ
うに制御を実行するとともに、上記レリーズ操作後の撮像画像データについては、標準と
して設定された所定の画素数により形成される結果が得られるようにして制御を実行する
、
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　上記画素数設定制御手段は、上記操作手段に対する操作により指示された画素数が、上
記レリーズ操作後の撮像画像データと同じとなる場合には、上記レリーズ操作前の撮像画
像データと、上記レリーズ操作後の撮像画像データについて、ともに標準として設定され
た所定の画素数により形成される結果が得られるようにして制御を実行する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　上記画素数設定制御手段は、撮像画像データについて所定の画素数により形成される結
果が得られるようにする制御として、上記撮像信号取得手段を形成する撮像素子部におい
て有効な撮像信号を得るために利用すべき画素の数である撮像画素数を指定するようにさ
れる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　入射された像光を電気信号に変換して撮像信号を得る撮像信号取得手順と、
　１つの静止画像単位に相当する上記撮像信号を順次入力することで、１つの静止画とし
ての画内容を有する撮像画像データを順次連続して生成していくデータ生成手順と、
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　上記データ生成手順により生成された撮像画像データを所定のメモリ領域に保持させる
もので、現時点から所定時間遡った単位時間内において得られたとされる撮像画像データ
を定常的に保持させるデータ保持制御手順と、
　その操作タイミングに対応して得られたとされる撮像画像データを記憶媒体に記録すべ
きことを指示するものであるレリーズ操作が行われたことに応じて、このレリーズ操作が
行われたタイミングにおいて、上記データ保持制御手順により保持しているとされる、レ
リーズ操作前の撮像画像データと、上記レリーズ操作が行われたタイミングを起点として
未来に所定時間進行した時点までにおいて生成される、レリーズ操作後の撮像画像データ
とを、上記記憶媒体に対して書き込んで記憶させる記録制御手順と、
　上記撮像画像データが画素の二次元集合により形成されるものとしてみた場合の、この
撮像画像データの画素数についての変更設定に相当する操作が、上記レリーズ操作前の撮
像画像データ、又は上記レリーズ操作後の撮像画像データの何れか一方を操作対象として
行われるようにされた操作手段に対して行われた操作に応じて、変更設定された画素数を
示し得る内容の設定情報を保持する、設定情報保持手順と、
　上記レリーズ操作前の撮像画像データと上記レリーズ操作後の撮像画像データのうちで
、上記操作対象とされた一方の撮像画像データについては、上記設定情報が示す画素数に
より形成される結果が得られるようにするとともに、上記操作対象とはされない他方の撮
像画像データについては、標準として設定された所定の画素数により形成される結果とな
るようにして制御を実行する画素数設定制御手順と、
　を実行することを特徴とする撮像信号処理方法。
【請求項６】
　入射された像光を電気信号に変換して撮像信号を得る撮像信号取得手段から、１つの静
止画像単位に相当する上記撮像信号を順次入力することで、１つの静止画としての画内容
を有する撮像画像データを順次連続して生成していくデータ生成手順と、
　上記データ生成手順により生成された撮像画像データを所定のメモリ領域に保持させる
もので、現時点から所定時間遡った単位時間内において得られたとされる撮像画像データ
を定常的に保持させるデータ保持制御手順と、
　その操作タイミングに対応して得られたとされる撮像画像データを記憶媒体に記録すべ
きことを指示するものであるレリーズ操作が行われたことに応じて、このレリーズ操作が
行われたタイミングにおいて、上記データ保持制御手順により保持しているとされる、レ
リーズ操作前の撮像画像データと、上記レリーズ操作が行われたタイミングを起点として
未来に所定時間進行した時点までにおいて生成される、レリーズ操作後の撮像画像データ
とを、上記記憶媒体に対して書き込んで記憶させる記録制御手順と、
　上記撮像画像データが画素の二次元集合により形成されるものとしてみた場合の、この
撮像画像データの画素数についての変更設定に相当する操作が、上記レリーズ操作前の撮
像画像データ、又は上記レリーズ操作後の撮像画像データの何れか一方を操作対象として
行われるようにされた操作手段に対して行われた操作に応じて、変更設定された画素数を
示し得る内容の設定情報を保持する、設定情報保持手順と、
　上記レリーズ操作前の撮像画像データと上記レリーズ操作後の撮像画像データのうちで
、上記操作対象とされた一方の撮像画像データについては、上記設定情報が示す画素数に
より形成される結果が得られるようにするとともに、上記操作対象とはされない他方の撮
像画像データについては、標準として設定された所定の画素数により形成される結果とな
るようにして制御を実行する画素数設定制御手順と、
　を撮像装置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、撮像により得た静止画像としての画像情報を記憶媒体に記録することのでき
る撮像装置と、この撮像装置において適用される撮像信号処理方法とに関する。また、こ
のような撮像装置が実行するプログラムに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、例えばデジタルスチルカメラに代表されるように、撮像画像から得た静止画像デ
ータを記憶媒体に書き込んで記録することで写真撮影を行うことが可能なようにされた撮
像装置が広く普及している。
　ところで、このような写真撮影を行う場合において一般的にいえることであるが、被写
体が動きのあるようなものである場合には、ユーザが良いタイミングでシャッター(レリ
ーズ)操作を行ったと思って、実際に記録された写真画像を見てみると、タイミングがず
れていて思うような画を撮ることができていなかった、というようなことがしばしばある
。この主たる原因の１つには、人が何らかの事象を知覚してこれに反応して行動するまで
に或る時間を要するという、ヒトの生理的な問題を含む。従って、撮像装置を人間が操作
する以上、上記のレリーズ操作タイミングのずれに伴ういわゆる撮り逃しが起こってしま
うことは不可避であるといえる。
【０００３】
　そこで、デジタルスチルカメラなどの撮像装置として、特許文献１、２に示すようにし
て、少なくとも、レリーズ操作タイミングの前において順次撮像された所定枚数分の画像
を記録するようにして、上記のような撮り逃しを防止できるようにしたものが提案されて
いる。この撮り逃し防止機能のようにしてレリーズ操作前の撮像画像を記録するのにあた
っては、レリーズ操作が行われていないときにも、撮像に基づいて得られた静止画像デー
タをメモリに所定枚数分保持しておくようにされる。そして、レリーズ操作が行われたこ
とに応じて、メモリに保持しておいた静止画像データを記録する。このようにして記録さ
れた静止画像データ、即ち写真の中には、ユーザが撮りたいと思っていた内容に近いもの
が在る可能性が高い。これにより、シャッタータイミングのずれにより思っていたような
写真が撮れないということの救済が図られる。
【０００４】
【特許文献１】特開平５－３２８２７９号公報
【特許文献２】特開平１０－２５７３６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本願発明としても、撮像装置として、上記のような撮り逃し防止機能のための構成を採
ることを前提とする。そのうえで、撮像装置にまつわる現状の技術進歩などにも対応させ
て、ユーザにとっての便宜が図られり、より有用な撮り逃し防止の撮影機能が提供できる
ようにすることをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで本発明は上記した課題を考慮して、撮像装置として次のように構成する。
　つまり、入射された像光を電気信号に変換して撮像信号を得る撮像信号取得手段と、１
つの静止画像単位に相当する上記撮像信号を順次入力することで、１つの静止画としての
画内容を有する撮像画像データを順次連続して生成していくデータ生成手段と、このデー
タ生成手段により生成された撮像画像データを所定のメモリ領域に保持させるもので、現
時点から所定時間遡った単位時間内において得られたとされる撮像画像データを定常的に
保持させるデータ保持制御手段と、その操作タイミングに対応して得られたとされる撮像
画像データを記憶媒体に記録すべきことを指示するものであるレリーズ操作が行われたこ
とに応じて、このレリーズ操作が行われたタイミングにおいて、データ保持制御手段によ
り保持しているとされる、レリーズ操作前の撮像画像データと、上記レリーズ操作が行わ
れたタイミングを起点として未来に所定時間進行した時点までにおいて生成されるレリー
ズ操作後の撮像画像データとを記憶媒体に対して書き込んで記憶させる記録制御手段と、
撮像画像データが画素の二次元集合により形成されるものとしてみた場合の、この撮像画
像データの画素数についての変更設定に相当する操作が、レリーズ操作前の撮像画像デー
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タ、又はレリーズ操作後の撮像画像データの何れか一方を操作対象として行われるように
された操作手段と、レリーズ操作前の撮像画像データとレリーズ操作後の撮像画像データ
のうちで、操作対象とされた一方の撮像画像データについては、操作手段に対する操作に
より指定された画素数により形成される結果が得られるようにするとともに、操作対象と
はされない他方の撮像画像データについては、標準として設定された所定の画素数により
形成される結果となるようにして制御を実行する画素数設定制御手段とを備えることとし
た。
【０００７】
　また、撮像方法としては、入射された像光を電気信号に変換して撮像信号を得る撮像信
号取得手順と、１つの静止画像単位に相当する上記撮像信号を順次入力することで、１つ
の静止画としての画内容を有する撮像画像データを順次連続して生成していくデータ生成
手順と、このデータ生成手順により生成された撮像画像データを所定のメモリ領域に保持
させるもので、現時点から所定時間遡った単位時間内において得られたとされる撮像画像
データを定常的に保持させるデータ保持制御手順と、その操作タイミングに対応して得ら
れたとされる撮像画像データを記憶媒体に記録すべきことを指示するものであるレリーズ
操作が行われたことに応じて、先ず、このレリーズ操作が行われたタイミングにおいて、
データ保持制御手順により保持しているとされる、レリーズ操作前の撮像画像データを記
憶媒体に対して書き込んで記憶させ、次に、このレリーズ操作が行われたタイミングを起
点として未来に所定時間進行した時点までにおいて生成されるレリーズ操作後の撮像画像
データを記憶媒体に対して書き込んで記憶させる記録制御手順と、撮像画像データが画素
の二次元集合により形成されるものとしてみた場合の、この撮像画像データの画素数につ
いての変更設定に相当する操作が、レリーズ操作前の撮像画像データ、又はレリーズ操作
後の撮像画像データの何れか一方を操作対象として行われるようにされた操作手段に対し
て行われた操作に応じて、変更設定された画素数を示し得る内容の設定情報を保持する、
設定情報保持手順と、レリーズ操作前の撮像画像データとレリーズ操作後の撮像画像デー
タのうちで、操作対象とされた一方の撮像画像データについては、設定情報が示す画素数
により形成される結果が得られるようにするとともに、操作対象とはされない他方の撮像
画像データについては、標準として設定された所定の画素数により形成される結果となる
ようにして制御を実行する画素数設定制御手順とを実行するようにして構成することとし
た。
【０００８】
　また、プログラムとしては、入射された像光を電気信号に変換して撮像信号を得る撮像
信号取得手段から、１つの静止画像単位に相当する上記撮像信号を順次入力することで、
１つの静止画としての画内容を有する撮像画像データを順次連続して生成していくデータ
生成手順と、このデータ生成手順により生成された撮像画像データを所定のメモリ領域に
保持させるもので、現時点から所定時間遡った単位時間内において得られたとされる撮像
画像データを定常的に保持させるデータ保持制御手順と、その操作タイミングに対応して
得られたとされる撮像画像データを記憶媒体に記録すべきことを指示するものであるレリ
ーズ操作が行われたことに応じて、このレリーズ操作が行われたタイミングにおいて、デ
ータ保持制御手順により保持しているとされる、レリーズ操作前の撮像画像データと、上
記レリーズ操作が行われたタイミングを起点として未来に所定時間進行した時点までにお
いて生成される、レリーズ操作後の撮像画像データとを記憶媒体に対して書き込んで記憶
させる記録制御手順と、撮像画像データが画素の二次元集合により形成されるものとして
みた場合の、この撮像画像データの画素数についての変更設定に相当する操作が、レリー
ズ操作前の撮像画像データ、又はレリーズ操作後の撮像画像データの何れか一方を操作対
象として行われるようにされた操作手段に対して行われた操作に応じて、変更設定された
画素数を示し得る内容の設定情報を保持する、設定情報保持手順と、レリーズ操作前の撮
像画像データとレリーズ操作後の撮像画像データのうちで、操作対象とされた一方の撮像
画像データについては、設定情報が示す画素数により形成される結果が得られるようにす
るとともに、操作対象とはされない他方の撮像画像データについては、標準として設定さ
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れた所定の画素数により形成される結果となるようにして制御を実行する画素数設定制御
手順とを撮像装置に実行させるように構成することとした。
【０００９】
　上記各構成では、像光を光電変換して得た撮像信号を入力して、１つの静止画としての
撮像画像データを順次生成していき、このようにして生成された撮像画像データについて
、現時点から所定時間遡った単位時間内において得られたとされるものをメモリ領域に保
持させることとしている。そして、レリーズ操作が行われたとするタイミングに応じて、
このときまでにメモリ領域に保持させていたレリーズ操作前の撮像画像データと、これに
続いて、レリーズ操作が行われたとするタイミングを起点として未来に所定時間進行した
時点までにおいて生成されるレリーズ操作後の撮像画像データを記憶媒体に記憶させるこ
ととしている。この構成により、本願発明の撮像装置は、レリーズ操作タイミングの前後
の一定期間において得られた撮像画像データを記録することが可能になる。つまり、先に
も説明した撮り逃し防止機能が得られる。
　そのうえで、本願発明にあっては、ユーザ操作により、レリーズ操作前の撮像画像デー
タの画素数と、レリーズ操作後の撮像画像データの画素数との何れか一方について変更設
定できるようにしている。つまり、レリーズ操作前の撮像画像データとレリーズ操作後の
撮像画像データとの間で、相対的に何れか一方の画素数を大きくし、他方の画素数は小さ
くするという設定を行えるものである。
　ここで、画素数は、撮像画像データの情報量にも対応するものであり、従って、画素数
に応じて撮像画像データを生成するのに要する処理時間も変化することになる。そして、
このことは、画素数を小さくすれば、単位時間あたりに得られる撮像画像データ数は増加
することになる、ということを意味する。単位時間あたりに得られる撮像画像データ数が
多いほど、撮り逃しが発生する可能性は低くなっていく。また、画素数が多ければそれだ
け撮像画像データとしての画質は向上する。
【発明の効果】
【００１０】
　上記のことから、本願発明によっては、レリーズ操作前の撮像画像データとレリーズ操
作後の撮像画像データとの間で、相対的な画素数の大小関係を作り出すようにして設定可
能とされているということがいえる。これにより、本実施の形態としては、例えば撮り逃
し防止機能により連写記録して得た撮像画像データについて、画素数は相対的に少ないが
短い連写間隔で記録されたものと、連写間隔は相対的に長いが、より高画質で撮影された
ものの双方を得ることができることになる。これは、撮り逃し防止機能により１回のレリ
ーズ操作に応じて記録された画像全体としてみた場合に、撮り逃し防止の機能の強化と、
高画質の維持との両立が図られているものとみることができる。
　このようにして本願発明としては、ユーザにとって、より有用で使いやすい撮り逃し防
止機能を提供できるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本願発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態という）について説明
を行うこととする。本実施の形態としては、本願発明に基づく構成をデジタルスチルカメ
ラとしての撮像装置に適用した場合を例に挙げることとする。
【００１２】
　図１は、本実施の形態としての撮像装置１の構成例を示している。
　以降の説明からも理解されるようにして、本実施の形態の撮像装置１は、その基本的機
能として、撮像を行って得られる画像光を信号化した信号を得るようにされる。そして、
この信号について所定の画像信号処理を施すことで静止画像としての画像信号データであ
る撮像画像を得て、この撮像画像データを記憶媒体に記録し、表示部２３により画像とし
て表示させることができるようにされている。
【００１３】
　図１に示す構成において、先ず、光学系部１１は、例えばズームレンズ、フォーカスレ
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ンズなども含む所定枚数の撮像用のレンズ群、絞りなどを備えて成り、入射された光を撮
像光としてイメージャ１２の受光面に結像させる。
　また、光学系部１１においては、上記ズームレンズ、フォーカスレンズ、絞りなどを駆
動するための駆動機構部も備えられているものとされる。これらの駆動機構部は、例えば
制御部１８が実行するとされるズーム制御、自動焦点調整制御、自動露出制御などのいわ
ゆるカメラ制御によりその動作が制御される。
【００１４】
　イメージセンサ１２は、上記光学系部１１にて得られる撮像光を電気信号に変換する、
いわゆる光電変換を行う。このために、イメージセンサ１２は、光学系部１１からの撮像
光を光電変換素子の受光面にて受光し、受光された光の強さに応じて蓄積される信号電荷
を、所定タイミングにより順次出力するようにされる。これにより、撮像光に対応した電
気信号(撮像信号)が出力される。なお、イメージセンサ１２として採用される光電変換素
子（撮像素子）としては、特に限定されるものではないが、現状であれば、例えばＣＭＯ
ＳセンサやＣＣＤ(Charge Coupled Device)などを挙げることができる。また、ＣＭＯＳ
センサを採用する場合には、イメージセンサ１２に相当するデバイス(部品)として、次に
述べるＡ／Ｄコンバータ１３に相当するアナログ－デジタル変換器も含めた構造とするこ
とができる。
【００１５】
　上記イメージセンサ１２から出力される撮像信号は、Ａ／Ｄコンバータ１３に入力され
ることで、デジタル信号に変換され、信号処理部１４に入力される。
　信号処理部１４では、Ａ／Ｄコンバータ１３から出力されるデジタルの撮像信号につい
て、例えば１つの静止画 (フレーム画像)に相当する単位で取り込みを行い、このように
して取り込んだ静止画単位の撮像信号について所要の信号処理を施すことで、１枚の静止
画に相当する画像信号データである撮像画像データを生成するようにされる。このように
して生成された撮像画像データは、例えば必要に応じてメモリ１５に書き込んで保持させ
ておくことができる。
【００１６】
　上記のようにして信号処理部１４にて生成した撮像画像データを、写真に対応する撮像
画像の情報として記憶媒体３０に記憶させる場合には、例えば１つの静止画に対応する撮
像画像データを信号処理部１４からエンコード／デコード部１６に対して出力するように
される。
　エンコード／デコード部１６は、信号処理部１４から出力されてくる静止画単位の撮像
画像データについて、所定の静止画像圧縮符号化方式により圧縮符号化を実行したうえで
、例えば制御部１８の制御に応じてヘッドなどを付加して、所定形式の圧縮静止画ファイ
ルの形式に変換する。そして、このようにして生成した圧縮静止画ファイルをメディアコ
ントローラ１７に転送する。メディアコントローラ１７は、制御部１８の制御に従って、
記憶媒体３０に対して、転送されてくる圧縮静止画ファイルのデータを書き込んで記憶さ
せる。なお、記憶媒体３０は、例えば実際には、フラッシュメモリなどにより構成される
小型のリムーバブル形式のメディアとされ、撮像装置１において備えられる記憶媒体３０
用のスロットに対して装填されているものである。
【００１７】
　また、撮像装置１は、信号処理部１４にて得られる撮像画像データを利用して表示部２
３により画像表示を実行させることで、撮影中の画像であるいわゆるモニタ画像を表示さ
せることが可能とされる。例えば信号処理部１４においては、先の説明のようにしてＡ／
Ｄコンバータ１３から出力される撮像信号を取り込んで１枚の静止画相当の撮像画像デー
タを生成するのであるが、この動作を継続することで、動画におけるフレーム画像に相当
する撮像画像データを順次生成していくようにされる。そして、このようにして順次的に
生成される撮像画像データを、制御部１８の制御に従って、表示ドライバ２２に対して転
送するようにされる。
【００１８】
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　表示ドライバ２２では、上記のようにして信号処理部１４から入力されてくる撮像画像
データに基づいて表示部２２を駆動するための駆動信号を生成し、表示部２２に対して出
力していくようにされる。これにより、表示部２２においては、静止画単位の撮像画像デ
ータに基づく画像が順次的に表示されていくことになる。これをユーザが見れば、そのと
きに撮像しているとされる画像が表示部２２において動画的に表示されることになる。つ
まり、モニタ画像が表示される。
【００１９】
　また、撮像装置１は、記憶媒体３０に記憶されている静止画ファイルを再生して、その
画像を表示部２３に対して表示させることも可能とされる。
　このためには、制御部１８が、特定の静止画ファイルを指定してメディアコントローラ
１７に対して記憶媒体３０からのデータ読み出しを命令する。この命令に応答して、メデ
ィアコントローラ１７は、指定された静止画ファイルが記憶されている記憶媒体３０上の
アドレスにアクセスしてデータ読み出しを実行し、読み出したデータを、エンコード／デ
コード部１６に対して転送する。
【００２０】
　エンコード／デコード部１６は、例えば制御部１８の制御に従って、メディアコントロ
ーラ１７から転送されてきた静止画ファイルのデータから圧縮静止画データとしての実体
データを取り出し、この圧縮静止画データについて、圧縮符号化に対する復号処理を実行
して、１つの静止画に対応する撮像画像データを得る。そして、この撮像画像データを表
示ドライバ２２に対して転送する。これにより、表示部２３においては、記憶媒体３０に
記憶されている静止画ファイルの画像が表示されることになる。
【００２１】
　また、表示部２３に対しては、上記のモニタ画像や静止画ファイルの再生画像などとと
もに、ＧＵＩとして機能するユーザインターフェイス画像も表示させることができる。こ
の場合には、例えばそのときの動作状態などに応じて制御部１８が必要なユーザインター
フェイス画像としての表示用画像データを生成し、これを表示ドライバ２２に対して出力
するようにされる。これにより、表示部２２においてユーザインターフェイス画像が表示
されることになる。なお、このユーザインターフェイス画像は、例えば特定のメニュー画
面などのように、モニタ画像や静止画ファイルの再生画像とは個別に表示部２３の表示画
面に表示させることも可能であるし、モニタ画像や静止画ファイルの再生画像上の一部に
おいて重畳・合成されるようにして表示させることも可能である。
【００２２】
　制御部１８は、例えば実際においてはＣＰＵ(Central Processing Unit)を備えて成る
もので、ＲＯＭ１９、ＲＡＭ２０などとともにマイクロコンピュータを構成する。ＲＯＭ
１９には、例えば制御部１８としてのＣＰＵが実行すべきプログラムの他、撮像装置１の
動作に関連した各種の設定情報などが記憶される。ＲＡＭ２０は、ＣＰＵのための主記憶
装置とされる。
　また、この場合のフラッシュメモリ２１は、例えばユーザ操作や動作履歴などに応じて
変更(書き換え)の必要性のある各種の設定情報などを記憶させておくために使用する不揮
発性の記憶領域として設けられるものである。例えばＲＯＭ１９について、例えばフラッ
シュメモリなどをはじめとする不揮発性メモリを採用することとした場合には、フラッシ
ュメモリ２１に代えて、このＲＯＭ１９における一部記憶領域を使用することとしてもよ
い。
【００２３】
　操作部２４は、撮像装置１に備えられる各種操作子と、これらの操作子に対して行われ
た操作に応じた操作情報信号を生成してＣＰＵに出力する操作情報信号出力部位とを一括
して示している。制御部１８は、操作部２４から入力される操作情報信号に応じて所定の
処理を実行する。これによりユーザ操作に応じた撮像装置１の動作が実行されることにな
る。
　また、ここでは、操作部２４において備えられる操作子として、特にシャッターキー２



(9) JP 2008-283629 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

４ａを示している。シャッターキー２４ａは、撮影記録のトリガを入力するもので、例え
ば押圧操作が可能な構造を有している。そして、シャッターキー２４ａに対する操作とし
ては、よく知られているように、例えば半押しといわれる状態とする操作（ここでは焦点
調整操作という）を行うことで、自動焦点制御の動作が実行され、そのときに撮像されて
いる被写体に対して合焦するようにして自動的に焦点調整（フォーカスレンズ駆動）が行
われる。そして、この半押しの状態からさらに押圧操作を行って完全にシャッターキー２
４ａを押し込む操作（ここではレリーズ操作という）を行うと、撮像画像の記録が行われ
る。つまり、先に述べたように撮像信号に基づいて得られる静止画ファイル（撮像画像デ
ータがその実データである）を記憶媒体３０に記憶させる。
【００２４】
　上記のようにして構成される本実施の形態の撮像装置１では、撮像画像（静止画ファイ
ル）を記憶媒体３０に記録させる撮影記録動作として、先ず、通常の写真撮影に対応する
撮像画像の記録を行う通常撮影モードによる撮影記録が可能とされる。
　この通常撮影モードでは、シャッターキー２４ａに対するレリーズ操作が行われたこと
に対応して、このレリーズ操作が行われているときに撮像して得られていたとされる１つ
の撮像画像、即ち、１つの静止画分の撮像画像データを、１つの静止画ファイルとして記
憶媒体３０に記録するようにされる。
【００２５】
　さらに本実施の形態では、撮影記録動作として、撮り逃し防止撮影モードとしての撮影
記録動作を実行可能に構成される。この撮り逃し防止撮影モードは、以降の説明からも理
解されるようにして、レリーズ操作が行われたことに応じて、結果的に、このレリーズ操
作が行われたとするタイミングを起点として、ここから或る時間を遡った過去の時点まで
の期間において連写するようにして撮像した複数枚分の静止画（静止画ファイル）と、レ
リーズ操作が行われたとするタイミングから或る時間進行した時点までの期間において連
写するようにして撮像した複数枚分の静止画（静止画ファイル）とを記憶媒体３０に記憶
させるものである。
　なお、ここでいう連写とは、或る時間間隔により連続的に順次撮影して得られる撮像画
像（静止画ファイル）が記憶媒体に記録される結果を生じる動作を、撮像装置１により自
動的に実行することをいう。
【００２６】
　前者の通常撮影モードは、これまでのデジタルスチルカメラなどにおいて採用される一
般的な撮影記録動作なのであるが、このような通常撮影モードとしての撮影記録動作では
、先にも述べたようにして、実際のレリーズ操作タイミングに合わせて、ユーザが意図し
ていたタイミングの撮像画像を得ることが難しい。つまり、ユーザが撮りたいと思ったタ
イミングの画を取り逃す可能性が相応に高い。この主たる原因としては、第１に、先にも
若干述べたように、人が何かを知覚してこれに反応して行動するまでの間のタイムラグが
存在することが挙げられる。つまり、ユーザがシャッターチャンスだと思って即座にレリ
ーズ操作を行ったつもりであっても、実際にレリーズ操作としてシャッターキー２４ａを
完全に押圧したタイミングは或る程度の遅れを生じてしまっている。また、さらに、特に
デジタルスチルカメラなどのデジタル画像機器では、撮像素子からの信号の転送速度であ
るとか、デジタル信号処理に要する時間なども、レリーズ操作タイミングと、ユーザが望
む撮像画像のタイミングとの間にずれを生じさせる大きな要因となる。
【００２７】
　そこで、撮り逃し防止撮影モードにより、レリーズ操作の前後の或る期間内にわたって
連写された撮影画像が記憶媒体３０に記録させることとすれば、これらの記録された撮像
画像のなかには、ユーザが望んでいるものと同じであるかほぼ近いタイミングで撮ったと
される内容の撮像画像が残っている可能性が非常に高くなる。つまり、上記のようなユー
ザが撮りたいと思ったタイミングの画を取り逃すことの防止が図られることになる。
【００２８】
　そのうえで、本実施の形態にあっては、撮り逃し防止撮影モードの下で、さらに標準モ
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ードと、前画像優先モードとをユーザ操作に応じて選択可能とされる。
　ここでの標準モードは、撮り逃し防止撮影モードとして適当であるとして予め設定した
標準の撮像画素数により、レリーズ操作タイミングの前において得られる撮像画像（前画
像）と、レリーズ操作タイミングの後で得られる撮像画像（後画像）の双方について連写
記録をしようというものである。
　これに対して、前画像優先モードは、後画像については標準の画素数を有するものを連
写記録するが、前画像については標準の画素数よりも少ない所定の画素数を有するものを
連写記録するという記録動作モードをいう。
【００２９】
　なお、ここでいう画素数とは、１つの静止画に相当するとされる撮像画像データが二次
元的な画素データの集合により形成されるものとしてみた場合において、実際にその撮像
画像データを形成している画素データの数を指すもので、一般には水平方向における画素
データ数と垂直方向における画素データ数との乗算により得られる値となる。
　そして、この画素数は、例えば信号処理段階において、編集加工的な画素データの間引
き、補間などによる画素数変換処理が行われるものでないことを前提とすれば、イメージ
センサ１２において有効な撮像信号を取り出すために用いる受光部の画素の数（撮像画素
数）と一義的に対応するものとなる。
【００３０】
　そして、本実施の形態における前画像優先モードによっては、後述する説明からも理解
されるようにして、単位時間あたりにおいて連写記録される撮像画像の数が、標準の画素
数を設定して連写記録する場合よりも増加する。これは換言すれば、連写記録動作におい
て１つの撮像画像を記録して次の撮像画像を記録するまでの時間間隔（連写間隔というこ
とにする）が、標準モードのときよりも短くなる、ということになる。
　このようにして、連写間隔としての時間が短くなることで、標準モードと比較して、さ
らに、ユーザが望んでいるものと同じ（近い）内容の撮像画像が得られる可能性が高くな
る。
　先に述べた撮り逃しの原因からも分かるように、撮り逃してしまったときにユーザが欲
しいと思っていた内容の撮像画像は、レリーズ操作後のタイミングにて得られている場合
ももちろんあるものの、レリーズ操作を行ったタイミングよりも前で得られていることの
可能性のほうが高い。即ち、前画像優先モードは、ユーザが、撮り逃しをより高い確率で
避けるために、前画像のほうを優先して単位時間あたりに多くの撮像画像を得たい（連写
間隔を短くしたい）と思って設定するモードとされる。
【００３１】
　上記のことからすると、撮り逃し防止撮影モードにおける標準モードと前画像優先モー
ドとの間での切り換えは、前画像の連写記録にあたっての連写間隔を変更する結果を生じ
るものであるとして見ることができる。つまり、本実施の形態では、撮影記録動作として
撮り逃し防止撮影モードを設定すると、この撮り逃し防止撮影モードの下において、さら
に連写間隔に関する設定として標準モードと前画像優先モードの何れか一方を選択可能と
されているものである。
　そして、ユーザは、上記もしているように、できるだけ撮り逃しを無くしたいと思うと
きには、前画像優先モードを設定するようにされる。これにより、撮り逃しの可能性が一
般に高いとされる前画像については連写間隔が短くなって、実際に撮り逃しが起こる可能
性が低くなる。
　また、前画像優先モードを設定すると、前画像についての画素数、即ち解像度は低くな
る。そこで、ユーザは、例えば或る程度の撮り逃しの可能性は残っているとしても、高品
位な画質を維持したいと思うときには、標準モードを設定すればよい。このようにして、
例えば本実施の形態の撮り逃し防止モードでは、連写間隔についてのモード選択により、
高画質を優先することもできるし、撮り逃し防止機能の強化を優先することもできる。
　また、前画像優先モードでは、後画像については標準の画素数Ｍが設定されているので
高画質が得られる。このことからすると、前画像優先モードは、レリーズ操作に応じて記
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録される撮像画像データ全体としてみれば、撮り逃し防止機能の強化と、高画質とが両立
されているものとしてみることもできる。
【００３２】
　以降、本実施の形態としての撮り逃し防止モードとしての動作を説明していくこととす
る。
　先ず、撮り逃し防止モードが設定された状態で撮像モードに入ると、撮像装置１は、標
準モードと前画像優先モードの何れが設定されているのかにかかわらず、レリーズ操作が
行われるまでの間、現時点から在る一定時間まで遡った期間内において撮像して得られた
とされる撮像画像としての撮像画像データを、定常的にメモリ１５に保持するように動作
する（前画像確保動作）。このようにしてメモリ１５に保持される撮像画像データは、後
述の動作説明から理解されるように、連写記録された前画像として記憶媒体３０に記憶さ
れる静止画ファイルとなり得るものである。
【００３３】
　図２は、上記前画像確保動作としての信号処理手順例を模式的に示している。
　撮り逃し防止モードが設定された状態で撮像モードが起動されると、信号処理部１４は
、イメージセンサ１２からＡ／Ｄコンバータ１３を介して出力されるデジタルの撮像信号
を取り込んで１枚の静止画相当の撮像画像データを順次生成していくようにされる。そし
て、このようにして生成した撮像画像データを、メモリ１５において設定された所定容量
による撮像画像データ保持用の領域に対して書き込んで保持させる。なお、このようにし
てメモリ１５に書き込まれて保持された１枚の静止画（撮像画像）相当の撮像画像データ
については、メモリ１５において保持（バッファ）されることに因み、バッファ撮像画像
データということにする。
　ここで、撮り逃し防止モードによる撮像動作が起動されたとすると、先ず、信号処理部
１４は、最初に生成した撮像画像データＤ（１）をメモリ１５に書き込むことになる。こ
れにより、先ず、撮像画像データ１がメモリ１５に保持されることになる。これに続いて
、信号処理部１４は、順次、撮像画像データＤ（２）、Ｄ（３）・・・を生成するごとに
、これをメモリ１５に書き込んでいくようにされる。これにより、図示するようにして、
バッファ撮像画像データ１、２、３、・・・のようにして、メモリ１５には、バッファ撮
像画像データが古いものから新しいものの順で蓄積されていき、或るタイミングで、ｎ枚
目となるバッファ撮像画像データｎまで蓄積されたとすると、ここで、メモリ１５のバッ
ファ撮像画像データ用の領域において、次のバッファ撮像画像データを保持するだけの空
き領域が無くなる状態となる。
【００３４】
　上記の状態になったとすると、信号処理部１４は、次のｎ＋１枚目に対応する撮像画像
データＤ（ｎ＋１）を、既にメモリ１５にバッファ撮像画像データ１として保持されてい
る撮像画像データＤ(1)に上書きするようにして、メモリ１５に対する書き込みを実行す
るようにされる。これにより、メモリ１５上のバッファ撮像画像データ１の実体としては
、撮像画像データＤ（１）から撮像画像データＤ（ｎ＋１）に変わることになる。そして
、これに続く、ｎ＋２枚目以降から２ｎ枚目までの撮像画像データＤ（ｎ＋２）、Ｄ（ｎ
＋３）～Ｄ（２ｎ）を書き込む際には、それぞれ、図示しているように、バッファ撮像画
像データ２～ｎとして保持されている撮像画像データＤ（２）～Ｄ（ｎ）をそれぞれ上書
きするようにして書き込んでいくようにされる。さらに、これより以降の撮像画像データ
Ｄ（２ｎ＋１）、Ｄ（２ｎ＋２）・・・・については、上記と同様の手順で、バッファ撮
像画像データ１、２・・・として保持されている撮像画像データを上書きするようにして
メモリ１５への書き込みを行っていくようにされる。
　つまり、メモリ１５におけるバッファ撮像画像データが最大保持可能数ｎだけ保持され
ている状態では、新規の撮像画像データは、メモリ１５に保持されているバッファ撮像画
像データのうちで、最も過去の撮像画像データから成るものを上書き消去するようにして
書き込みを行っていくようにされる。このようにして、本実施の形態の撮像装置１では、
撮り逃し防止モードが設定されて撮像動作が起動されているときには、メモリ１５におい
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て、現時点から或る一定時間遡った過去の時点までの期間において連写して得たとされる
ｎ枚分の最新の撮像画像データを、常に（最初の撮像画像データ１～ｎを保持する期間は
除く）保持しておくようにしている。
【００３５】
　次に、図３により、撮り逃し防止モードにおける標準モードとしての動作について説明
する。
　図３には、撮像画像データＡ（１）～Ａ（ｎ）、撮像画像データＢ（１）～Ｂ（ｍ）が
示されている。これらの撮像画像データは、時点ｔ１のタイミングで実行されるレリーズ
操作に応じて静止画ファイルとして記憶媒体３０に記憶されるもので、図においては、そ
れぞれの撮像画像データが信号処理部１４により生成されてメモリ１５に書き込まれるタ
イミングを模式的に示しているものとされる。
【００３６】
　先に図２により説明したように、撮り逃し防止モードにより撮像動作が起動されている
ときには、常に、或る決まったｎ個の撮像画像データの最新分を保持しているようにされ
る。このようにしてメモリ１５に保持されている最新の撮像画像データは、図３において
は、時点ｔ１のレリーズ操作を起点として時点ｔ０まで遡った期間である前画像取込期間
Ｔ１において生成されたｎ個の撮像画像データＡ（１）～Ａ（ｎ）として示されている。
　例えば時点ｔ０から開始される処理時間Tprとしての或る時間長による期間において、
イメージセンサ１２側から出力される撮像信号を取り込んで撮像画像データＡ（１）とし
ての撮像画像データを生成し、これをメモリ１５に書き込む処理が実行され、以降、ほぼ
同時間長の処理時間Tprごとに、撮像画像データＡ（２）～Ａ（ｎ）の撮像画像データを
生成してメモリ１５に書き込む処理を実行しているものである。従って、この図の場合、
前画像データであるこれらの撮像画像データＡ（１）～Ａ（ｎ）としては、撮像画像デー
タＡ（１）、Ａ（２）・・・Ａ（ｎ）の順で、より現時点に近い新しいものとなっていく
ことになる。
　また、上記の撮像画像データＡ（１）～Ａ（ｎ）は画素数Ｍを有するものとされる。こ
の画素数Ｍは、標準モードに対応して定められたものである。
【００３７】
　そしてここで、時点ｔ１のタイミングでレリーズ操作が行われたとする。
　この操作に応じて撮像装置１においては、先ず、レリーズ操作タイミングである時点１
において、メモリ１５に保持されている撮像画像データ、即ち、図３に示される撮像画像
データＡ（１）～Ａ（ｎ）を信号処理部１５により読み出させた上で、記憶媒体３０に対
して、静止画ファイルとして順次書き込んで記憶させていくようにされる。このようにし
て、先ずは、前画像の記録が行われる。
【００３８】
　また、撮像装置１においては、時点ｔ１にてレリーズ操作が行われて以降も、リアルタ
イムに得られる撮像信号を基に信号処理部４にて撮像画像データ、即ち撮像画像データＢ
（１）、Ｂ（２）・・・を生成していくようにされる。確認のために述べておくと、標準
モードとされていることに応じて、この時点ｔ１以降において生成される撮像画像データ
Ｂ（１）、Ｂ（２）・・・も、画素数Ｍを有するものとされる。また、このようにして撮
像画像データＢ（１）、Ｂ（２）・・・について画素数Ｍとされることで、撮像画像デー
タＢ（１）、Ｂ（２）・・・の個々の処理時間Tpsは、撮像画像データＡ（１）～Ａ（ｎ
）の個々に対応する処理時間Tprと同じであることになる。
　そして、この標準モードにおいては、レリーズ操作タイミングである時点ｔ１から或る
一定時間を経過したとされる時点ｔ２までの期間である後画像取込期間Ｔ２において得ら
れたとするｍ枚分の撮像画像データＢ（１）～Ｂ（ｍ）を記憶媒体３０に対して静止画フ
ァイルとして記録していくようにされる。これらの撮像画像データＢ（１）～Ｂ（ｍ）が
、記憶媒体３０に記憶された後画像となる。
【００３９】
　なお、前画像取込期間Ｔ１としては、撮り逃し防止の効果が有効に図られるべきことを
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考慮して適切とされる時間長を設定する。つまり、前画像取込期間Ｔ１があまりに短いと
、レリーズ操作の直前のタイミングの撮像画像しか得られなくなるので、これより前のタ
イミングでの撮像画像を撮り逃してしまうことになる。また、前画像取込期間Ｔ１があま
りに長くても、必要以上に過去にまで遡ったタイミングの撮像画像をメモリ１５に保持し
、また、記憶媒体に３０に記憶させることになるので、例えば無駄な撮像画像のためにメ
モリ１５や記憶媒体３０などの容量を使用することとなって好ましくない。これらの不都
合が生じないようにして、前画像取込期間Ｔ１としての時間を設定する。
　また、後画像取込期間Ｔ２についても、上記前画像取込期間Ｔ１と同様にして、撮り逃
し防止効果が有効に図られることを考慮して適切とされる時間長を設定するようにされる
。本実施の形態としては、例えば上記前画像取込期間Ｔ１と同程度の時間長を設定するも
のとしている。
【００４０】
　そのうえで、さらに画素数Ｍとしての具体的な値の設定に関してであるが、１つには、
イメージセンサ１２の有する有効画素数に応じた最大の撮像画素数を設定することが考え
られる。ただし、撮像画素数が多くなるほど撮像画像データとしてのデータサイズは大き
くなるので、例えばメモリ１５において前画像データを確保するために割り当てた領域サ
イズによっては、最大撮像画素数を設定してしまうと、必要とされるだけの撮像画像デー
タを保持することができない場合もあると考えられる。このようなときには、標準モード
として許容される画像の粗さと、前画像として必要な枚数などを考慮して、最大撮像画素
数よりも小さな所定の撮像画素数を画素数Ｍとして設定するようにされても良い。
【００４１】
　次に、図４により、撮り逃し防止モードにおける前画像優先モードとしての動作を示す
。
　この前画像優先モードでは、前画像となる撮像画像データＡ（１）～Ａ（ｎ）について
、標準モードに対応する画素数Ｍよりも少ない所定の画素数Ｎを有する結果となるように
して生成するようにされる。
　本実施の形態において、撮像画像データが或る画素数を有することとなる結果は、イメ
ージセンサ１２に対して、撮像画像データの有する画素数に対応する撮像画素数を設定し
て撮像を実行させることにより生じるものである。従って、図３に示したように、撮像画
像データＡ（１）～Ａ（ｎ）が画素数Ｍを有する結果となるようにされるということは、
イメージセンサ１２に対して、画素数Ｍに対応する撮像画像数を設定し、この図４に示す
ように撮像画像データＡ（１）～Ａ（ｎ）が画素数Ｎを有する結果となるようにされると
いうことは、イメージセンサ１２に対して、画素数Ｎに対応する撮像画像数を設定すると
いうことになる。
【００４２】
　そして、このようにしてイメージセンサ１２に対して設定する撮像画像数が変更された
とすると、撮像画像データＡ（１）～Ａ（ｎ）としての撮像画像データを生成してメモリ
１５に書き込むまでの処理時間Tprとしての実値も、標準モード時の処理時間Tprとは異な
ってくることになる。
　つまり、撮像画像データを生成してメモリ１５に書き込むまでにおいては、先ず、イメ
ージセンサ１２からＡ／Ｄコンバータ１２を経由して１静止画（１画面）分の撮像信号を
出力して、これを信号処理部１４が取り込むのであるが、この取り込みに要する時間は、
イメージセンサ１２に設定された撮像画素数にほぼ比例するようにして長くなる。イメー
ジセンサ１２の構成上、画素単位の信号を転送する速度自体は、例えば転送クロックに基
づくことから、撮像素数にかかわらず一定になるからである。また、信号処理部１４にて
取り込みを行った撮像信号から撮像画像データを生成するのに要する処理時間と、生成し
た撮像画像データをメモリ１５に保持させるために信号処理部１４からメモリに１５に転
送する時間も、それぞれ、イメージセンサに設定された撮像画素数が多くなるのに応じて
長くなる。撮像画素数が多くなるほど、撮像画像データとしてのデータサイズは大きくな
り、それだけ、信号処理過程において、１単位の撮像画像データを処理する時間であると
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か、転送に要する時間などは増加していくからである。
【００４３】
　従って、図４の前画像優先モードの場合のようにして、前画像としての撮像画像データ
Ａ（１）～Ａ（ｎ）について、標準モード時の画素数Ｍより小さい画素数Ｎを設定するこ
とにより、撮像画像データＡ（１）～Ａ（ｎ）ごとに要する処理時間Tprは、標準モード
時よりも短縮されることになる。
　ここで、処理時間Tprが短縮されるということは、例えば撮像画像データＡ（１）～Ａ
（ｎ）を連写記録の結果としてみた場合には、連写により次の撮像画像を得るまでの時間
間隔（連写間隔）が短縮されるものとしてみることができる。また、これは単位時間あた
りにおいて連写して得られる撮像画像数が多くなるということにもなる。そして、このよ
うにして連写間隔が短縮されることで、レリーズ操作前のタイミングでの撮り逃しが生じ
る可能性は、標準モード時よりも低下することになるものである。
【００４４】
　また、レリーズ操作が実行された時点ｔ１以降の後画像取込期間Ｔ２における動作は、
図３に示した標準モードと同様となる。つまり、前画像優先モードにあっては、時点ｔ１
のレリーズ操作が行われたとするタイミングに応じて、これまで設定していた画素数Ｎか
ら、改めて標準モードに対応した画素数Ｍを設定して撮像画像データＢ（１）～Ｂ（ｎ）
を生成し、記憶媒体３０に記憶させる。この場合の撮像画像データＢ（１）～Ｂ（ｎ）ご
との処理時間Tpsの実値は、図３の処理時間Tpsと同様となる。
【００４５】
　また、ここでは前画像優先モードの前画像取込期間Ｔ１、及び後画像取込期間Ｔ２とし
ては、図３の標準モードと同様であるものとする。ただし、後画像取込期間Ｔ２について
は同一とすることができるが、前画像取込期間Ｔ１については、標準モードと前画像優先
モードとで１つの撮像画像データあたりの処理時間Tprが異なってくるので、厳密に同じ
には成らない場合がある。確認のために述べておくと、ほぼ同じ前画像取込期間Ｔ１を設
定した場合には、処理時間Tprが短くなることに応じて、標準モードの場合よりも前画像
優先モードの場合のほうが、メモリ１５に保持される（前画像として記録される）撮像画
像データ数は多くなる。また、メモリ１５において保持されるｎ枚分の撮像画像データの
総容量としては、前画像取込期間Ｔ１がほぼ同じであれば、標準モードの場合と前画像優
先モードとでほぼ同様となる。
【００４６】
　本実施の形態の具体例として、標準モードが対応する撮像画像データの画素数Ｍとして
は８００万（８Ｍ）を設定し、前画像取込期間Ｔ１と後画像取込期間Ｔ２については、そ
れぞれ、約０．５秒を設定するものを考えることができる。この場合、標準モードでは、
前画像取込期間Ｔ１、及び後画像取込期間Ｔ２においては、およそ７～８枚程度の前画像
（撮像画像データ）を得ることが可能になる。
　また、前画像優先モードが対応する撮像画像データの画素数Ｍとしては２００万（２Ｍ
）を設定することが考えられる。なお、上記もしたように、前画像取込期間Ｔ１と後画像
取込期間Ｔ２については、標準モードと同様の約０．５秒を設定する。例えば撮像画像デ
ータを得るための処理時間Tprは、ほぼ、生成する撮像画像データの画素数に比例するの
で、前画像優先モードにおける処理時間Tprは、標準モード時の約１／４であることにな
る。従って、前画像優先モードにおいて、前画像取込期間Ｔ１内に得られる撮像画像デー
タ数としては、約３０枚程度であることになる。
【００４７】
　ところで、図４に示した前画像優先モードでは、撮り逃しの確率をより低くすることを
目的として連写間隔（処理時間Tprに相当する）を短縮するために、撮像画像データにつ
いての画素数を小さくするという手法を採用することとしている。他に前画像についての
連写間隔を短縮するための手法としては、例えば特許文献１にも開示（特に図２、図３参
照）されているように、メモリに対する書き込みタイミングを決定する書き込みパルスの
周期（周波数）を変更するという構成を採ることも考えられる。この手法であれば、例え
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ば撮像画像データの画素数は一定とした条件の下で、連写間隔を短縮させることが可能と
なる。
　しかしながら、現在のデジタルの撮像装置が有する撮像素子（イメージセンサ）の総画
素数は、１０００万画素クラスのものも普及してきているなど、数年前と比較しても飛躍
的に増加している。このために、撮像装置において１つの撮像画像データを生成してメモ
リに書き込もうとするときの処理時間も、以前と比較して大幅に長くなってきている。こ
れに対して、撮像装置において撮像画像データを生成するデバイスなどの信号処理速度は
、技術的、コスト的な面から追いついてきていないのが実情である。従って、現状におい
ては、意図的に撮像画像データのための処理時間を長くとることは、撮像動作を鈍くて重
いものにすることにしかつながらないとの理由で、ほとんど行われていない。
　このような背景があるのにもかかわらず、例えば特許文献１にあるように書き込みパル
ス（クロック）の周波数を切り換えて連写間隔（撮像画像データ生成のための処理時間）
を短縮しようとすると、標準モードのときの連写間隔については、或る程度の余裕を持っ
て長く設定しておかなければいけなくなる。すると、標準モードに対応する画素数Ｍの撮
像画像データについての連写間隔が、実用には足りない程度に長くなってしまう可能性が
生じてくる。
　即ち、撮像装置における撮像素子の画素数が飛躍的に増加している現状にあっては、特
許文献１に開示される技術により、実用上充分とされる撮り逃し防止機能を得ることが難
しい。
　そこで、本実施の形態としては、画素数を小さくすることで連写間隔を短縮するように
したものである。この構成であれば、撮像画像データの処理のためのクロックとしては常
に最高の周波数を設定でき、画素数Ｍの撮像画像データの連写間隔としても標準として実
用上充分とされる短い時間を得ることができる。そして、前画像優先モードでは、撮り逃
しの確率が低減される効果が充分に得られるとされる程度に連写間隔を短縮することが可
能になる。
　また、特許文献２には、本実施の形態でいう連写間隔（処理時間Tpr）に相当する撮影
間隔Ｔを変更設定することが記載されているが、この撮影間隔Ｔをどのような技術構成に
より変更するのかについての記述はない。また、この撮影間隔Ｔとしては、例えば１秒、
０．５秒、０．３秒などと例示されている。この場合には、例えば特許文献１にて開示さ
れる、クロック（書き込みパルス）の周波数を変更することによっても対応が可能である
と考えられる。これに対して、本実施の形態では、例えば０．５秒程度の前画像取込期間
Ｔ１において、８枚～３０枚程度の撮像画像を連写することを想定しており、この場合の
撮影間隔（連写間隔：処理時間Tpr）は、６２．５ｍｓ～１６ｍｓ程度であり、特許文献
２と比較して非常に短い。このために、連写間隔を短縮するのに、撮像画像データの画素
数を可変する（小さくする）という手法が有効になってくるものである。
【００４８】
　次に、上記の標準モードと前画像優先モードのうちから、何れか一方のモードを選択設
定するためにユーザが行う操作手順例について説明する。
　ユーザは、撮像装置１の操作部２４として備えられる所定の操作子に対する操作を行う
ことで、撮り逃し防止モードに関する設定を行うメニュー画面の１つとして、連写間隔に
ついて標準モードと前画像優先モードの何れか一方を選択設定するためのメニュー画面を
呼び出して、表示部２３に表示させることができる。
　図５には、表示部２３の表示画面部２３Ａに表示される、連写間隔設定のためのメニュ
ー画面（連写間隔設定画面）の表示態様例を示している。この連写間隔設定画面において
は、標準モード選択エリアAr1、前画像優先モード選択エリアAr2とが配列表示され、これ
らの選択エリアの何れか一方においてカーソルＣＲが配置される。
　上記カーソルＣＲは、ユーザによる所定の操作子に対する操作に応じて、２つの選択エ
リア間を移動可能とされている。カーソルＣＲが配置されて強調表示される側の選択エリ
アが示すモードが、ユーザの選択したモードであることを表す。そこで、ユーザは、標準
モード選択エリアAr1と前画像優先モード選択エリアAr2のうちで、自身が設定したいモー
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ドに対応する選択エリアにカーソルＣＲを配置したうえで、選択決定のための所定操作を
行うようにされる。これにより、撮像装置１では、撮り逃し防止モードにおける連写間隔
について、標準モードと前画像優先モードのいずれかを設定することになる。
　上記のようにして決定された撮り逃し防止モード下での連写間隔についての設定内容は
、フラッシュメモリ２１に対して連写間隔設定情報として格納されることになる。つまり
、連写間隔設定情報は、撮り逃し防止モードとしての撮影動作を実行するのにあたり、連
写間隔に関して、標準モードと前画像優先モードの何れのモードが設定されているのかを
示す情報とされる。
【００４９】
　図６のフローチャートは、上記図５により説明した連写間隔設定のための操作に応答し
て撮像装置１が実行するものとされる動作手順例を示している。なお、この図に示す処理
は、制御部１８としてのＣＰＵによるプログラムに従った実行手順であるものとしてみる
ことができる。この点については、後述する図７～図９のフローチャートについても同様
のことがいえる。
　先の説明のようにして操作部２４の所定操作子に対する操作により、連写間隔設定画面
を表示させる指示が得られたとすると、撮像装置１（ＣＰＵ）は、ステップＳ１０１とし
て示すように、表示部２３に対して連写間隔設定画面を表示させるための制御を実行する
。なお、このステップＳ１０１により連写間隔設定画面をはじめて表示させたときには、
標準モード選択エリアAr1と、前画像優先モード選択エリアAr2のうちの予め定めた側に、
カーソルＣＲを初期的に配置表示させることとしている。
【００５０】
　上記ステップＳ１０１により連写間隔設定画面を表示させた撮像装置１は、次に、ステ
ップＳ１０２、Ｓ１０４、Ｓ１０６、Ｓ１１０により、標準モードを選択するための所定
操作、前画像優先モードを選択するための所定操作、決定操作、あるいは他のメニュー画
面などに移行する（表示を切り換える）ための所定操作のうちで、何れの操作が行われる
のかを待機するようにされる。
　標準モードを選択する操作が行われたとする場合には、ステップＳ１０２からステップ
Ｓ１０３に進み、標準モード選択エリアAr1に対してカーソルＣＲを配置表示させるため
の処理を実行する。
　前画像優先モードを選択するための操作が行われた場合には、ステップＳ１０４からス
テップＳ１０５に進み、前画像優先モード選択エリアAr2に対してカーソルＣＲを配置表
示させるための処理を実行する。
　また、他のメニュー画面などに移行するための操作が行われた場合には、ステップＳ１
１０からステップＳ１１１に進み、先ず、これまで表示させていた連写間隔設定画面を消
去して、この図に示す処理を抜けた上で、ステップＳ１１０に対応して行われた操作によ
り実際に指定されたメニュー画面を表示させるための処理に移行する。
【００５１】
　そして、決定操作が行われた場合には、ステップＳ１０６から、ステップＳ１０７以降
に手順を進めるようにされる。
　ステップＳ１０７においては、現在（決定操作の検知時点）において標準モードと前画
像優先モードの何れが選択されているのかを判別するようにされる。連写間隔設定画面に
おいて、標準モード選択エリアＡｒ１に対してカーソルＣＲを配置させている状態では標
準モードが選択され、前画像優先モード選択エリアＡｒ２に対してカーソルＣＲを配置さ
せている状態では前画像優先モードが選択されていることになる。
【００５２】
　ステップＳ１０７において標準モードが選択されていると判別された場合には、ステッ
プＳ１０８により、「標準モード」であることを示す連写間隔設定情報を生成し、フラッ
シュメモリ２１に対して書き込んで記憶させるようにする。
　これに対して、ステップＳ１０８において前画像優先モードが選択されていると判別さ
れた場合には、ステップＳ１０９により、「前画像優先モード」であることを示す連写間
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隔設定情報を生成し、フラッシュメモリ２１に記憶させる。
　上記ステップＳ１０８、Ｓ１０９の手順を終了したとされると、ステップＳ１１１に進
み、これまで表示させていた連写間隔設定画面を消去したうえで、所要の他の処理に移行
する。例えば所要の他のメニュー画面を表示させたり、あるいは、モニタ画像を表示させ
たり、あるいは記憶媒体３０に記憶されている静止画ファイルの再生画像を表示させたり
する。
【００５３】
　次に、図７～図９のフローチャートを参照して、撮り逃し防止モードとしての撮影動作
を実現するために撮像装置１が実行するとされる処理手順例について説明する。
　例えばユーザによる所定操作に応じて、撮り逃し防止モードによる撮像動作の起動が指
示されると、撮像装置１は、図７のステップＳ２０１により、撮り逃し防止モードをセッ
トして撮影動作の起動処理を実行するようにされる。このようにして撮影動作が起動され
ると、撮像装置１は、イメージセンサ１２により撮像を行って得た撮像信号を、撮像画像
データとして生成する処理を開始するようにされる。これにより、レリーズ操作に応じて
撮像画像データを記憶媒体に記憶させることが可能な状態が得られる。
【００５４】
　次に撮像装置１は、ステップＳ２０２により、フラッシュメモリ２１に保持されている
連写間隔設定情報を参照し、ステップＳ２０３により、この連写間隔設定情報の示す内容
が標準モードと前画像優先モードとの何れであるのかを判別する。
　ステップＳ２０３において標準モードであるとして判別された場合には、図８のフロー
チャートに対応する、標準モードとしての撮像動作を実行する。また、前画像優先モード
であるとして判別された場合には、図９のフローチャートに対応する、前画像優先モード
としての撮像動作を実行する。
【００５５】
　図８には、標準モードとしての撮像動作を実現するための処理手順例が示されている。
　先の図７のステップＳ２０１により撮影動作が起動されたことで、撮像装置１において
はイメージセンサ１２が起動しているのであるが、撮像装置１は、ステップＳ３０１によ
り、このイメージセンサ１２に対して、標準モードに対応して規定された撮像画像データ
の画素数Ｍに対応する撮像画素数Ｍaを設定するようにされる。以降、イメージセンサ１
２は、撮像画素数Mａにより撮像して得た撮像信号を出力するようにされ、信号処理部１
４では、画素数Ｍを有する撮像画像データを生成することになる。
【００５６】
　ステップＳ３０２では、撮像画像データが画素数Ｍを有するときの、バッファ撮像画像
データの最大バッファ数ｎを設定する。つまり、メモリ１５においてバッファ撮像画像デ
ータ保持のために割り当てた領域（バッファ撮像画像データ領域）に保持させるバッファ
撮像画像データの数を設定する。これは、例えばバッファ撮像画像データ用の領域の容量
を、画素数Ｍを有する撮像画像データのデータサイズで除算して得ることができる。なお
、バッファ撮像画像データ領域の容量は、例えば前画像取込期間Ｔ１として設定した時間
と、画素数Ｍに対応する撮像画像データのデータサイズなどを基に設定されるものとなる
。
【００５７】
　ステップＳ３０３においては、信号処理部１４により、１静止画分の撮像信号を取り込
んで撮像画像データを生成し、これを撮像画像データとしてメモリ１５に書き込む前まで
の処理（書き込み準備）を行っておくようにされる。そして、次のステップＳ３０４によ
り、現在において、メモリ１５に保持されている撮像画像データ（バッファ撮像画像デー
タ）が最大バッファ数ｎにまで到達しているか否かについて判別する。ここで否定の判別
結果が得られたのであれば、メモリ１５におけるバッファ撮像画像データの保持領域には
、未だ空き領域が在るということになるので、ステップＳ３０５により、先のステップＳ
３０３で生成した撮像画像データを、上記の空き領域内で指定したアドレスに撮像画像デ
ータとして書き込むようにされる。つまり、空き領域に撮像画像データを書き込んで保持
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させる。これは、図２において、最初に画像信号データＤ（１）～Ｄ（ｎ）を撮像画像デ
ータとしてメモリ１５に書き込む動作が対応する。
【００５８】
　一方、ステップＳ３０４にて、肯定の判別結果が得られた場合には、これ以上、追加的
に撮像画像データをメモリ１５に書き込んで保持させることはできない。そこで、この場
合には、ステップＳ３０６により、メモリ１５に保持されているもののうちから最も古い
バッファ撮像画像データのアドレスに、ステップＳ３０４で生成した撮像画像データを書
き込むようにされる。つまり、メモリ１５に保持されているバッファ撮像画像データのう
ちで最も古いものを、最新の撮像画像データにより上書きする。これが、図２にて説明し
た、撮像画像データの書き込みが一巡した後の、画像信号データＤ（ｎ＋１）以降の書き
込み手順に対応する。
【００５９】
　上記ステップＳ３０５、Ｓ３０６の手順の後は、ステップＳ３０７により、レリーズ操
作が行われたか否かを判別し、否定の判別結果が得られたのであれば、ステップＳ３０３
の手順に戻る。つまり、ステップＳ３０３～Ｓ３０７により、メモリ１５にバッファ撮像
画像データをバッファリングする処理を実行しながら、レリーズ操作が行われるのを待機
しているものである。
【００６０】
　そして、レリーズ操作が行われたとしてステップＳ３０７にて肯定の判別結果が得られ
たとされると、ステップＳ３０８以降の手順を実行する。
　ステップＳ３０８においては、メモリ１５に保持されているバッファ撮像画像データを
、静止画ファイルとして記憶媒体３０に書き込むための制御処理を実行する。これにより
、前画像の連写記録が行われたことになる。なお、この記憶媒体３０への書き込むために
、メモリ１５から読み出されたバッファ撮像画像データについては、メモリ１５から消去
させることとする。
【００６１】
　次に、撮像装置１は、ステップＳ３０９により、改めて、信号処理部１４により入力さ
れてくる撮像信号を基に撮像画像データを生成し、メモリ１５に対する書き込みの準備を
行っておくようにされる。そして、ステップＳ３１０にて、メモリ１５のバッファ撮像画
像データ領域に保持されている撮像画像データ（バッファ撮像画像データ）が最大バッフ
ァ数ｎにまで到達しているか否かについて判別する。なお、ここでは、後画像取込期間Ｔ
２は、前画像取込期間Ｔ１と同じであることを前提としているので、ステップＳ３１０に
あっては、ステップＳ３０４と同じ最大バッファ数ｎを使用すればよいこととしている。
ただし、後画像取込期間Ｔ２として、前画像取込期間Ｔ２と異なる時間を設定するのであ
れば、改めて、異なる最大バッファ数を求めて設定したうえで、ステップＳ３１０の手順
を実行すればよい。
　ステップＳ３１０にて否定の判別結果が得られた場合には、ステップＳ３１１にて、先
のステップＳ３０９により生成した撮像画像データを、バッファ撮像画像データ領域の空
きアドレスに対して書き込んで保持させる。
　そして、この場合には、メモリ１５のバッファ撮像画像データ領域に保持されているバ
ッファ撮像画像データが、はじめて最大バッファ数ｎにまで到達したとされると、ステッ
プＳ３１０からステップＳ３１２に進むことになる。
　ステップＳ３１２では、メモリ１５にて保持されているバッファ撮像画像データを記憶
媒体３０に対して書き込んで記憶させる。これにより、後画像の連写記録が行われたこと
になる。ステップＳ３１２の手順を実行した後は、ステップＳ３０１に戻るようにされる
。
【００６２】
　続いて、図９を参照して、前画像優先モードとしての撮像動作を実現するための処理手
順例を示す。
　先ず、ステップＳ４０１においては、イメージセンサ１２に対して、前画像優先モード
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に対応して規定された撮像画像データの画素数Ｎに対応する撮像画素数Ｎaを設定する。
確認のために述べておくと、前画像優先モードに対応する画素数Ｎは、標準モードに対応
する撮像画像データの画素数Ｍよりも小さい、従って、ステップＳ４０１により設定する
撮像画素数Ｎaとしても、標準モードの際に設定した撮像画素数Maより小さくなる。
　そして、このようにしてステップＳ４０１にて撮像画像数Ｎaが設定されて以降、イメ
ージセンサ１２は、撮像画素数Naにより撮像して得た撮像信号を出力するようにされ、信
号処理部１４では、画素数Nを有する撮像画像データを生成する。
【００６３】
　次のステップＳ４０２では、撮像画像データが画素数Nを有するときの、バッファ撮像
画像データの最大バッファ数ｎを設定する。図３，図４によっても説明したように、この
前画像優先モードで設定される最大バッファ数ｎは、前画像取込期間Ｔ１がほぼ同じとさ
れる条件では、標準モードに応じて撮像画像データが画素数Mを有するときに設定される
最大バッファ数ｎよりも大きな値となるものである。
【００６４】
　ステップＳ４０３～Ｓ４０８までの各手順として実行する処理は、先に図８に示したス
テップＳ３０３～Ｓ３０８における各手順と同様となるので、ここでの説明は省略する。
　ただし、ステップＳ４０５、Ｓ４０６の何れかにより書き込みが行われる撮像画像デー
タの画素数Ｎは、標準モードにおいて撮像画像データが有する画素数Ｍよりも小さい。従
って画素数Ｎの撮像画像データは、画素数Ｍの撮像画像データよりも、そのデータサイズ
が小さくなっている。また、これに伴って、上記もしているように、ステップＳ４０２に
て設定される最大バッファ数ｎは、図８のステップＳ３０２にて設定される最大バッファ
数ｎよりも大きな値となる、即ち、メモリ１５のバッファ撮像画像データ領域に保持する
撮像画像データ数は、標準モードのときよりも多くなっている。
【００６５】
　ステップＳ４０８の手順を実行した段階では、レリーズ操作に応じて前画像の記録が終
了していることになる。そこで、次の処理となるステップＳ４０９では、イメージセンサ
１２に対して、後画像の画素数Ｍに対応する撮像画素数Ｍaを設定するようにされる。な
お、ここでの画素数Mは、例えば図４においても述べたように、標準モード時において設
定される撮像画像データの画素数Mと同じであるものとされる。つまり、ステップＳ４０
９では、これまで生成していた前画像としての撮像画像データの画素数よりも大きな画素
数に対応する撮像画素数を設定するようにされる。
　次に、ステップＳ４１０により、上記ステップＳ４０９により設定した撮像画素数Ｍａ
に対応する画素数Ｍを有するときの、バッファ撮像画像データの最大バッファ数ｍを設定
するようにされる。なお、確認のために述べておくと、ここでの画素数Ｍは、標準モード
時において撮像画像データが有する画素数Ｍと同一であることとしている。従って、この
ステップＳ４１０により設定される最大バッファ数ｍは、標準モード動作として図８のス
テップＳ３０２において設定される最大バッファ数ｎと同一になる。
【００６６】
　ステップＳ４１１～Ｓ４１３の各手順は、図８のステップＳ３１０～Ｓ３１２の各手順
と同様となることから、ここでの各手順についての説明は省略する。これらステップＳ４
１１～Ｓ４１３により、ｍ枚分の後画像としての撮像画像データが、静止画ファイルとし
て記憶媒体３０に記憶されることになる。
【００６７】
　ところで、先の図３、図４による説明と、上記図８、図９に示されるフローチャートに
おいては、撮り逃し防止モード時における撮像画像データの記録にあたり、先ず、レリー
ズ操作時点に対応してメモリ１５に保持されている前画像としての撮像画像データを記憶
媒体３０に記録して、メモリ１５における撮像画像データ保持用領域を空き状態とし、こ
の後に、撮像画像データ保持用領域に対して新規に所定数分の撮像画像データを順次生成
してメモリ１５に蓄積させ、これを後画像として記録するようにしている。つまり、メモ
リ１５から撮像画像データを読み出して記憶媒体３０に記録するという動作が、前画像と
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後画像ととに対応して２回実行されている。
　このような記録手順は、メモリ１５における撮像画像データ保持用領域として、前画像
若しくは後画像の片方のみの撮像画像データを保持させるだけの容量を確保すればよいこ
とから、例えば、メモリ１５として用意すべき容量が小さくて済むという利点がある。
【００６８】
　しかしながら、メモリ１５としてのメモリ素子の特性であるとか、メモリ１５や記憶媒
体３０に対する制御のアルゴリズムなどの条件によっては、上記のようにして、前画像と
後画像とのそれぞれについて異なるタイミングでメモリ１５からの読み出し及び記憶媒体
３０への記録を行ったとすると、後画像としての撮像画像データを生成してメモリ１５に
書き込みを行う処理を開始するタイミングが遅くなる可能性が出てくる。
　そこで、このような問題を重点的に回避したい場合には、次のような構成を採るように
される。
　つまり、まず、メモリ１５における撮像画像データ保持用量域として、前画像用と後画
像用とのそれぞれに対応する領域を設定するようにされる。そのうえで、レリーズ操作時
点に対応しては、このときに得られている前画像としての撮像画像データは、そのまま前
画像用の撮像画像データ保持用量域に保持させたままとしておき、直ちに、後画像として
の撮像画像データを順次生成して、後画像用の撮像画像データ保持用量域に書き込んで保
持させていくようにされる。そして、必要数の後画像としての撮像画像データが保持され
たタイミングで、このときにメモリ１５に保持されている、前画像としての撮像画像デー
タと、後画像としての撮像画像データとを、記憶媒体３０に書き込んで記録させるように
するものである。このような手順は、図８のフローチャートとの対応では、ステップＳ３
０８の手順を省略したうえで、ステップＳ３１２により、バッファ撮像画像データとして
、前画像及び後画像の撮像画像データを一度に記憶媒体３０に書き込むようにされる。ま
た、図９のフローチャートとの対応では、ステップＳ４０８の手順を省略したうえで、ス
テップＳ３１３により、バッファ撮像画像データとして、前画像及び後画像の撮像画像デ
ータを一度に記憶媒体３０に書き込むようにされる。
【００６９】
　また、本願発明としては、上記の前画像及び後画像の記録タイミング以外にも、これま
でに説明してきた実施の形態としての構成に限定されるものではない。
　例えば、上記実施の形態においては、前画像として撮像画像データの画素数、即ち前画
像取込期間Ｔ１における連写間隔を変更設定するのにあたり、標準モードと、前画像優先
モードとの２段階による設定のみが可能とされているが、例えば、前画像優先モードをさ
らに細分化して、２パターン以上の画素数を設定することも考えられる。
【００７０】
　また、撮り逃し防止モードにおいて連写間隔を設定するためのユーザインターフェイス
などは、図５により説明した内容以外の構成が採られてもよい。
　例えば、図５においては、設定すべき連写間隔（即ち画素数）ごとに付したモード名を
主体として選択エリアに表示させているが、これに代えて、設定すべき画素数を表示させ
て、これを選択させるようなユーザインターフェイスとすることも考えられる。
【００７１】
　また前画像を後画像よりも優先させて、単位時間あたりにより多くの撮像画像を得よう
とするのは、先にも述べたとおりに、前画像のほうが撮り逃す可能性が一般には高いとい
うことを根拠とするからである。しかしながら、撮像装置１を使用する状況などによって
は、後画像のほうが撮り逃しやすくなる場合もあると考えられる。そこで、後画像のほう
を優先して、前画像よりも多くの撮像画像が得られるようにする構成を採ることも考えら
れる。即ち、前画像について所定の標準となる画素数（後画像に設定した標準画素数と同
じである必要はない）を固定的に設定することとした上で、後画像について、標準よりも
少ない画素数に変更設定可能なように構成するものである。
【００７２】
　また、上記実施の形態では、必要な前画像を得るための前画像取込期間Ｔ１と、後画像
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を得るための後画像取込期間Ｔ２とについて、ほぼ同時間を設定することとしているが、
前画像取込期間Ｔ１と後画像取込期間Ｔ２とでそれぞれに異なる時間長を設定することと
してもよい。確認のために述べておくと、これら画像取込期間としての時間の長短に応じ
て、記憶媒体３０に記録可能な前画像若しくは後画像としての撮像画像データの数も変化
する。即ち、上記の画像取込期間の時間長を変更することは、画素数は一定の条件で記憶
媒体３０に記憶される撮像画像データ（静止画ファイル）の数を変更することとも同義と
なる。
【００７３】
　また、これまでの説明にあっては、撮像装置１は、撮像画像を静止画として記録するデ
ジタルスチルカメラであることとして説明したが、例えば本来は撮像した動画をデジタル
信号として記録するビデオレコーダ装置において、デジタルスチルカメラと同等の静止画
記録機能を有したものが知られている。本願発明の構成は、このようにしてビデオレコー
ダ装置などに実装される静止画記録機能にも適用できる。さらには、これらの撮像装置の
ほか、例えば携帯電話、その他の端末装置をはじめ撮像機能が付加された電子機器全般に
、本発明は適用可能である。
【００７４】
　また、図６～図９のフローチャートとして示した、撮り逃し防止モードの下での連写間
隔設定に関する処理、及び撮り逃し防止モードとしての撮影記録動作を実現するための処
理としての実際は、必要に応じて適宜変更されて構わない。
　一例として、図８、図９においては、バッファ撮像画像データの最大バッファ数を求め
た上で、メモリ１５のバッファ撮像画像データ領域に対する空き領域への記録の可否を、
その最大バッファ数に至ったか否かという条件により判定しているが、例えば、バッファ
撮像画像データ領域の空き容量と、これより書き込もうとする撮像画像データのサイズと
を比較するようにしてもよいものである。
　また、図８、図９によれば、後画像取込期間Ｔ２においても、時点ｔ１以降において生
成したとする撮像画像データＢ（１）～Ｂ（ｎ）を、一旦メモリ１５に保持させてから記
憶媒体３０に書き込むこととしているが、可能であれば、メモリ１５に転送して保持させ
ることなく、そのまま撮像画像データＢ（１）～Ｂ（ｎ）をエンコード／デコード部１６
に対して順次転送して記憶媒体３０への記録を実行させるようにしてもよい。
【００７５】
　また、前述もしたように、図７～図９の各図にフローチャートとして示した手順例は、
制御部１８としてのＣＰＵがプログラムを実行することで得られるものとして見ることが
できるが、このようなプログラムは、例えば図１の構成であれば、製造段階にて、ＲＯＭ
１９やフラッシュメモリ２１などに予め記憶させておくことができる。また、例えばパッ
ケージメディア、外部記憶装置、あるいはネットワーク上のサーバなどにプログラムを記
憶させておき、このようなメディア（記憶媒体）や装置から取得してインストール、ある
いはアップデートするようにして取得できるように構成することも考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施の形態としての撮像装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】実施の形態の撮り逃し防止モードによる撮影動作における、レリーズ操作前の信
号処理動作を模式的に示す図である。
【図３】実施の形態の撮り逃し防止モードにおける標準モードとしての撮影記録動作例を
模式的に示す図である。
【図４】実施の形態の撮り逃し防止モードにおける前画像優先モードとしての撮影記録動
作例を模式的に示す図である。
【図５】実施の形態の撮り逃し防止モードにおける連写間隔（標準モード／前画像優先モ
ード）を選択設定するための操作画面の態様例を示す図である。
【図６】撮り逃し防止モードにおける連写間隔（標準モード／前画像優先モード）を選択
設定するための操作に応じた撮像装置１の処理動作例を示す図である。
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【図７】撮り逃し防止モードでの撮影動作起動時における連写間隔設定内容の判別処理手
順を示すフローチャートである。
【図８】撮り逃し防止モードにおける標準モードとしての撮影記録動作のための実行手順
例を示すフローチャートである。
【図９】撮り逃し防止モードにおける前画像優先モードとしての撮影記録動作のための実
行手順例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７７】
　１　撮像装置、１１　光学系部、１２　イメージセンサ、１３　Ａ／Ｄコンバータ、１
４　信号処理部、１５　メモリ、１６　エンコード／デコード部、１７　メディアコント
ローラ、１８　制御部、１９　ＲＯＭ、２０　ＲＡＭ、２１　フラッシュメモリ、２２　
表示ドライバ、２３　表示部、２４　操作部、２４ａ　シャッターキー、３０　記憶媒体

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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