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(57)【要約】
【課題】一連のパターン撮影を行っている途中であって
も、撮影を中断することができる撮像装置、撮像方法お
よびプログラムを提供する。
【解決手段】撮像装置１は、入力部１７から画像合成部
１６２による合成画像の中断を指示する中断指示信号が
入力された場合、画像合成部１６２が生成途中の合成画
像データと、台紙画像の貼付領域に合成した撮影済み画
像におけるリサイズ処理前の画像データと、台紙画像デ
ータと、台紙画像における複数の撮影済み画像の各々の
位置を含むレイアウト情報と、を対応付けて格納した一
時保存ファイルを生成して記録媒体５に記録するファイ
ル生成部２３３と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して該被写体の画像データを生成する撮像部と、
　前記撮像部が生成した前記画像データを記録する記録媒体と、
　画像を貼り付け可能な複数の貼付領域を有する台紙画像に対して、前記撮像部が順次生
成した複数の画像データに対応する複数の撮影済み画像の各々を前記複数の貼付領域に順
次合成して合成画像データを生成する画像合成部と、
　前記画像合成部による前記合成画像データの生成の中断を指示する指示信号の入力を受
け付ける入力部と、
　前記入力部から前記指示信号が入力された場合、前記画像合成部が生成途中の前記合成
画像データと、前記複数の貼付領域の各々に合成した前記撮影済み画像の前記画像データ
と、前記台紙画像に対応する台紙画像データおよび前記台紙画像における前記複数の撮影
済み画像の各々の位置を含むレイアウト情報と、を対応付けて格納した一時保存ファイル
を生成して前記記録媒体に記録するファイル生成部と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記画像合成部は、
　前記複数の撮影済み画像の各々のデータに対してリサイズ処理を行って前記複数の貼付
領域に順次合成して前記合成画像データを生成し、
　前記ファイル生成部は、
　前記複数の貼付領域の各々に対して、合成予定の前記撮影済み画像における前記リサイ
ズ処理前の前記画像データのデータ容量を確保して前記一時保存ファイルを生成すること
を特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記ファイル生成部は、
　前記複数の貼付領域の各々に対して、前記画像合成部による全ての前記撮影済み画像の
合成が終了した場合、前記画像合成部が生成した前記合成画像データを格納したファイル
を生成して前記記録媒体に記録する一方、
　前記記録媒体から前記一時保存ファイルを削除することを特徴とする請求項１または２
に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記ファイル生成部は、
　前記記録媒体から削除の禁止が設定された前記一時保存ファイルに対応する撮影が再開
された場合において、前記撮像部が新たな前記撮影済み画像を生成したとき、前記一時保
存ファイルを複製した複製ファイルを生成し、該複製ファイルに格納された前記合成画像
データを前記画像合成部が新たに生成した最新の合成画像データに上書きするとともに、
新たな前記撮影済み画像における前記リサイズ処理前の前記画像データを前記複製ファイ
ルに格納して前記記録媒体に記録することを特徴とする請求項２または３に記載の撮像装
置。
【請求項５】
　前記入力部は、
　前記画像合成部による前記合成画像データの生成を終了する終了信号の入力をさらに受
け付け、
　前記ファイル生成部は、
　前記一時保存ファイルに対応する撮影が再開された場合において、前記撮像部が新たな
前記撮影済み画像を生成し、前記入力部から前記終了信号が入力されたとき、前記一時保
存ファイルに格納された前記合成画像データを、前記画像合成部が新たに生成した最新の
前記合成画像データに上書きするとともに、前記一時保存ファイルに格納された前記撮影
済み画像における前記リサイズ処理前の前記画像データを削除することを特徴とする請求
項２～４のいずれか一つに記載の撮像装置。
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【請求項６】
　前記画像データに対応する画像を表示可能な表示部と、
　前記一時保存ファイルが前記記録媒体に記録可能なデータ量を有しているか否かを判定
する容量判定部と、
　前記容量判定部によって前記一時保存ファイルを記録可能なデータ量を前記記録媒体が
有していないと判定された場合、前記表示部に前記記録媒体のデータ容量が不足する旨の
警告を前記表示部に表示させる表示制御部と、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項２～５のいずれか一つに記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記記録媒体は、当該撮像装置の本体部に対して着脱自在であることを特徴とする請求
項１～６のいずれか一つに記載の撮像装置。
【請求項８】
　被写体を撮像して該被写体の画像データを生成する撮像部と、前記撮像部が生成した前
記画像データを記録する記録媒体と、を備えた撮像装置が実行する撮像方法であって、
　画像を貼り付け可能な複数の貼付領域を有する台紙画像に対して、前記撮像部が順次生
成した複数の画像データに対応する複数の撮影済み画像の各々を前記複数の貼付領域に順
次合成して合成画像データを生成する画像合成ステップと、
　前記画像合成ステップによる前記合成画像データに対応する合成画像の中断を指示する
中断指示信号の入力を受け付ける入力ステップと、
　前記入力ステップにおいて前記中断指示信号が入力された場合、前記画像合成ステップ
で生成途中の前記合成画像データと、前記複数の貼付領域の各々に合成した前記撮影済み
画像の前記画像データと、前記台紙画像に対応する台紙画像データおよび前記台紙画像に
おける前記複数の撮影済み画像の各々の位置を含むレイアウト情報と、を対応付けて格納
した一時保存ファイルを生成して前記記録媒体に記録するファイル生成ステップと、
　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項９】
　被写体を撮像して該被写体の画像データを生成する撮像部と、前記撮像部が生成した前
記画像データを記録する記録媒体と、を備えた撮像装置に、
　画像を貼り付け可能な複数の貼付領域を有する台紙画像に対して、前記撮像部が順次生
成した複数の画像データに対応する複数の撮影済み画像の各々を前記複数の貼付領域に順
次合成して合成画像データを生成する画像合成ステップと、
　前記画像合成ステップによる前記合成画像データに対応する合成画像の中断を指示する
中断指示信号の入力を受け付ける入力ステップと、
　前記入力ステップにおいて前記中断指示信号が入力された場合、前記画像合成ステップ
で生成途中の前記合成画像データと、前記複数の貼付領域の各々に合成した前記撮影済み
画像の前記画像データと、前記台紙画像に対応する台紙画像データおよび前記台紙画像に
おける前記複数の撮影済み画像の各々の位置を含むレイアウト情報と、を対応付けて格納
した一時保存ファイルを生成して前記記録媒体に記録するファイル生成ステップと、
　を実行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、被写体を撮像して該被写体の画像データを生成する撮像装置、撮像方法およ
びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラ等の撮像装置において、対象物について互いに異なる構図で一連
のパターン撮影を連続的に行う際に、一連の見本画像に対応した複数のガイド画像データ
に基づく複数のガイド画像を画面上で同時に表示する技術が知られている（例えば、特許
文献１を参照）。この技術によれば、複数のガイド画像を画面上で同時に表示するため、
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撮影手順の設定が容易であり、複数の画像の撮影を効率よく実施することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２１５１５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１では、一連のパターン撮影を全て終えなければ、一
連のパターン撮影による複数の画像を記録することができないため、撮影を途中で終了す
ることができないという問題点があった。このため、一連のパターン撮影を行っている途
中であっても、撮影を一時的に中断することができる技術が望まれていた。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、一連のパターン撮影を行っている途中
であっても、撮影を一時的に中断することができる撮像装置、撮像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】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る撮像装置は、被写体を撮
像して該被写体の画像データを生成する撮像部と、前記撮像部が生成した前記画像データ
を記録する記録媒体と、画像を貼り付け可能な複数の貼付領域を有する台紙画像に対して
、前記撮像部が順次生成した複数の画像データに対応する複数の撮影済み画像の各々を前
記複数の貼付領域に順次合成して合成画像データを生成する画像合成部と、前記画像合成
部による前記合成画像データの生成の中断を指示する指示信号の入力を受け付ける入力部
と、前記入力部から前記指示信号が入力された場合、前記画像合成部が生成途中の前記合
成画像データと、前記複数の貼付領域の各々に合成した前記撮影済み画像の前記画像デー
タと、前記台紙画像に対応する台紙画像データおよび前記台紙画像における前記複数の撮
影済み画像の各々の位置を含むレイアウト情報と、を対応付けて格納した一時保存ファイ
ルを生成して前記記録媒体に記録するファイル生成部と、を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係る撮像方法は、被写体を撮像して該被写体の画像データを生成する撮
像部と、前記撮像部が生成した前記画像データを記録する記録媒体と、を備えた撮像装置
が実行する撮像方法であって、画像を貼り付け可能な複数の貼付領域を有する台紙画像に
対して、前記撮像部が順次生成した複数の画像データに対応する複数の撮影済み画像の各
々を前記複数の貼付領域に順次合成して合成画像データを生成する画像合成ステップと、
前記画像合成ステップによる前記合成画像データに対応する合成画像の中断を指示する中
断指示信号の入力を受け付ける入力ステップと、前記入力ステップにおいて前記中断指示
信号が入力された場合、前記画像合成ステップで生成途中の前記合成画像データと、前記
複数の貼付領域の各々に合成した前記撮影済み画像の前記画像データと、前記台紙画像に
対応する台紙画像データおよび前記台紙画像における前記複数の撮影済み画像の各々の位
置を含むレイアウト情報と、を対応付けて格納した一時保存ファイルを生成して前記記録
媒体に記録するファイル生成ステップと、を含むことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係るプログラムは、被写体を撮像して該被写体の画像データを生成する
撮像部と、前記撮像部が生成した前記画像データを記録する記録媒体と、を備えた撮像装
置に、画像を貼り付け可能な複数の貼付領域を有する台紙画像に対して、前記撮像部が順
次生成した複数の画像データに対応する複数の撮影済み画像の各々を前記複数の貼付領域
に順次合成して合成画像データを生成する画像合成ステップと、前記画像合成ステップに
よる前記合成画像データに対応する合成画像の中断を指示する中断指示信号の入力を受け
付ける入力ステップと、前記入力ステップにおいて前記中断指示信号が入力された場合、
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前記画像合成ステップで生成途中の前記合成画像データと、前記複数の貼付領域の各々に
合成した前記撮影済み画像の前記画像データと、前記台紙画像に対応する台紙画像データ
および前記台紙画像における前記複数の撮影済み画像の各々の位置を含むレイアウト情報
と、を対応付けて格納した一時保存ファイルを生成して前記記録媒体に記録するファイル
生成ステップと、を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、一連のパターン撮影を行っている途中であっても、撮影を中断するこ
とができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置の背面を示す背面図である。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置の上面図である。
【図３】図３は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置の機能構成を示すブロック図であ
る。
【図４】図４は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置の台紙画像情報記録部が記録する
台紙画像情報の表示例を示す図である。
【図５】図５は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置の組み写真撮影モード時のモード
切替ダイヤルの位置を示す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明の一実施の形態に係る撮像装置が組み写真撮影モード時に設
定された際に、表示部が表示する画像の遷移図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の一実施の形態に係る撮像装置が組み写真撮影モード時に設
定された際に、表示部が表示する画像の遷移図である。
【図７】図７は、一時保存ファイルの構成を模式的に示す図である。
【図８】図８は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置が実行する処理の概要を示すフロ
ーチャートである。
【図９】図９は、図８の通常撮影モード処理の概要を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、図８の再生モード処理の概要を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、図８の組み写真撮影モード処理の概要を示すフローチャートである
。
【図１２】図１２は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置のファイル生成部が行う一時
保存ファイルの管理方法の概要を模式的に示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置のファイル生成部が行う一時
保存ファイルの管理方法において撮り直しが発生時の概要を模式的に示す図である。
【図１４】図１４は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置のファイル生成部が行う一時
保存ファイルの管理方法において一時保存ファイルが設定によって保護されている際の概
要を模式的に示す図である。
【図１５】図１５は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置のファイル生成部が行う一時
保存ファイルの管理方法において一時保存ファイルを保存する際の概要を模式的に示す図
である。
【図１６】図１６は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置のファイル生成部が行う一時
保存ファイルの管理方法において一時保存ファイルおよび撮影画像のＲＡＷデータを保存
する際の概要を模式的に示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置のファイル生成部が行う保護
された一時保存ファイルの管理方法において一時保存ファイルを保存する際の概要を模式
的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という）
を説明する。なお、以下の実施の形態により本発明が限定されるものではない。また、以
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下の説明において参照する各図は、本発明の内容を理解でき得る程度に形状、大きさ、お
よび位置関係を概略的に示してあるに過ぎない。すなわち、本発明は、各図で例示された
形状、大きさおよび位置関係のみに限定されるものではない。
【００１２】
　〔撮像装置の構成〕
　図１は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置の背面を示す背面図である。図２は、本
発明の一実施の形態に係る撮像装置の上面図である。図３は、本発明の一実施の形態に係
る撮像装置の機能構成を示すブロック図である。
【００１３】
　図１～図３に示す撮像装置１は、本体部２と、本体部２に着脱自在なレンズ部３と、本
体部２に対して可動式のモニタ部４と、本体部２に対して着脱自在な記録媒体５と、を備
える。
【００１４】
　〔本体部の構成〕
　まず、本体部２の構成について説明する。
　本体部２は、シャッタ１０と、シャッタ駆動部１１と、撮像素子１２と、撮像素子駆動
部１３と、信号処理部１４と、Ａ／Ｄ変換部１５と、画像処理部１６と、入力部１７と、
回動判定部１８と、Ｉ／Ｆ部１９と、Ｆｌａｓｈメモリ２０と、ＳＤＲＡＭ（Synchronou
s　Dynamic　Random　Access　Memory）２１と、本体通信部２２と、制御部２３と、を備
える。
【００１５】
　シャッタ１０は、撮像素子１２の状態を露光状態または遮光状態に設定する。シャッタ
駆動部１１は、ステッピングモータ等を用いて構成され、制御部２３から入力される指示
信号に応じてシャッタ１０を駆動する。
【００１６】
　撮像素子１２は、レンズ部３が集光した光を受光して電気信号に変換するＣＣＤ（Char
ge　Coupled　Device）またはＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconductor
）等を用いて構成される。撮像素子１２は、被写体を撮像して該被写体の画像データを生
成する撮像部の少なくとも一部の機能を有する。
【００１７】
　撮像素子駆動部１３は、所定のタイミングで撮像素子１２から画像データ（アナログ信
号）を信号処理部１４に出力させる。この意味で、撮像素子駆動部１３は、電子シャッタ
として機能する。
【００１８】
　信号処理部１４は、撮像素子１２から入力されるアナログ信号に対して、ノイズ低減処
理およびゲインアップ処理等のアナログ処理を施してＡ／Ｄ変換部１５に出力する。
【００１９】
　Ａ／Ｄ変換部１５は、信号処理部１４から入力されるアナログ信号に対してＡ／Ｄ変換
を行うことによってデジタルの画像データを生成し、制御部２３に出力する。
【００２０】
　画像処理部１６は、撮像素子１２が生成した画像データに所定の画像処理を施す。画像
処理部１６は、基本画像処理部１６１と、画像合成部１６２と、を有する。
【００２１】
　基本画像処理部１６１は、画像データに対して、オプティカルブラック減算処理、ホワ
イトバランス（ＷＢ）調整処理、カラーマトリクス演算処理、ガンマ補正処理、色再現処
理およびエッジ強調処理を含む基本の画像処理を行う。また、基本画像処理部１６１は、
予め設定された各画像処理のパラメータに基づいて、自然な画像を再現する仕上がり効果
処理を行って仕上がり効果画像データを生成する。ここで、各画像処理のパラメータとは
、コントラスト、シャープネス、彩度、ホワイトバランスおよび階調の値である。
【００２２】
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　画像合成部１６２は、撮像素子１２が生成する画像データに対応する画像を貼り付け可
能な複数の貼付領域を有する台紙画像に対して、撮像素子１２が生成した複数の画像デー
タに対応する複数の撮影済み画像の各々に対してリサイズ処理を行って貼付領域に順次合
成して合成画像データを生成する。
【００２３】
　入力部１７は、図１および図２に示すように、撮像装置１を起動する電源スイッチ１７
１と、静止画撮影時のレリーズ信号の入力を受け付けるレリーズボタン１７２と、撮像装
置１のモード切り替えを指示する切替指示信号の入力を受け付けるモード切替ダイヤル１
７３と、撮像装置１のメニューの表示を指示する指示信号の入力を受け付けるＭＥＮＵボ
タン１７４と、記録媒体５に記録された画像データを消去するＤＥＬボタン１７５と、十
字ボタン１７６と、決定ボタン１７７と、を有する。
【００２４】
　回動判定部１８は、モニタ部４が回動によって本体部２から離れた状態になっているか
否かを判定する。
【００２５】
　Ｉ／Ｆ部１９は、本体部２に着脱自在に装着される記録媒体５に対して、画像データの
書き込み、または読み出しを行う。記録媒体５は、例えばＳＤカード等のコンピュータ読
取可能なメモリカード等を用いて構成され、撮像装置１が撮影した画像データを格納した
ファイルを記録する。
【００２６】
　Ｆｌａｓｈメモリ２０は、画像合成部１６２が合成する複数の台紙画像を記録する台紙
画像情報記録部２０１と、撮像装置１を動作させるための各種プログラム、撮像プログラ
ム、およびプログラムの実行中に使用される各種データおよび画像処理部１６による画像
処理の動作に必要な各種パラメータ等を記録するプログラム記憶部２０２と、を有する。
【００２７】
　ここで、台紙画像情報記録部２０１が記録する台紙画像情報について説明する。図４は
、台紙画像情報記録部２０１が記録する台紙画像情報（組み写真の台紙画像におけるテン
プレート）の表示例を示す図である。
【００２８】
　図４に示すテーブルＴ１には、台紙画像（組み写真）の種類として、様々な組み合わせ
と雰囲気が楽しめるスタンダードＴ１１、連写して撮影した画像を組み合わせて作品にす
るスピードＴ１２、同じタイミングで撮影した広角および望遠それぞれの画像を組み合わ
せて作品にするズームイン／アウトＴ１３、予め画像の配置が設定されたレイアウトＴ１
４および予め台紙が設定されたファンフレームＴ１５が記載されている。
【００２９】
　スタンダードＴ１１には、台紙画像上におけるフレームのフチの種類を示すフレームＴ
１１１および撮影画像の配置と分割数（コマ数）の種類を示す分割数Ｔ１２１がそれぞれ
記載されている。具体的には、フレームＴ１１１には、黒フチと、白フチとが記載されて
いる。また、分割数Ｔ１１２には、各撮影画像の配置と分割数とのレイアウトが記載され
ている。より具体的には、分割数Ｔ１１２には、台紙画像上の貼付領域を２分割し、４：
３で各撮影画像を配置するレイアウト図、台紙画像上の貼付領域を３分割し、４：３で各
撮影画像を配置するレイアウト図、台紙画像上の貼付領域を２分割し、１：１で各撮影画
像を配置するレイアウト図、台紙画像上の貼付領域を３分割し、１：１で各撮影画像を配
置するレイアウト図がそれぞれ記載されている。
【００３０】
　スピードＴ１２には、台紙画像上における撮影画像の配置と分割数の種類を示す分割数
Ｔ１２１が記載されている。具体的には、分割数Ｔ１２１には、台紙画像上の貼付領域を
２分割し、４：３で各撮影画像を配置するレイアウト図、台紙画像上の貼付領域を４分割
し、１：１で各撮影画像を配置するレイアウト図、台紙画像上の貼付領域を５分割し、１
６：９で各撮影画像を配置するレイアウト図が記載されている。
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【００３１】
　ズームイン／アウトＴ１３には、台紙画像上におけるフレームのフチの種類を示すフレ
ームＴ１３１および撮影画像の配置と分割数の種類を示す分割数Ｔ１３２が記載されてい
る。具体的には、フレームＴ１３１には、黒フチと、白フチと、が記載されている。分割
数Ｔ３２には、台紙画像上の貼付領域を２分割し、４：３で各撮影画像を配置するレイア
ウト図、台紙画像上の貼付領域を２分割し、１６：９で各撮影画像を配置するレイアウト
図が記載されている。
【００３２】
　レイアウトＴ１４には、予め設定された台紙画像上に撮影画像の配置および数がそれぞ
れ異なるレイアウト図のフレームＴ１４１が記載されている。
【００３３】
　ファンフレームＴ１５には、予め設定された台紙画像上に撮影画像の配置および数がそ
れぞれ異なるレイアウト図のフレームＴ１５１が記載されている。例えば、インスタント
、フィルムおよびストライプのレイアウト図が記載されている。
【００３４】
　引き続き、撮像装置１の構成を説明する。
　ＳＤＲＡＭ２１は、Ａ／Ｄ変換部１５から入力される画像データ、画像処理部１６から
入力される画像処理後の画像データおよび撮像装置１の処理中の情報を一時的に記録する
。
【００３５】
　本体通信部２２は、本体部２に装着されたレンズ部３との通信を行うための通信インタ
ーフェースである。本体通信部２２には、レンズ部３との電気的な接点も含まれる。
【００３６】
　第２通信部２４は、本体部２に装着されるアクセサリとの通信を行うためのインターフ
ェースである。第２通信部２４には、アクセサリとの電気的な接点も含まれる。アクセサ
リとして、例えば補助光を投射するエレクトロニックフラッシュを挙げることができる。
【００３７】
　制御部２３は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）等を用いて構成される。制御部
２３は、記録媒体５の容量を判定する容量判定部２３１と、後述するモニタ部４が有する
タッチパネル４２から受信した信号に応じたタッチ位置を検出するタッチ検出部２３２と
、画像合成部１６２の合成途中の画像データを一時的に保存した一時保存ファイルを生成
するファイル生成部２３３と、撮像装置１の撮影を制御する撮影制御部２３４と、モニタ
部４が有する表示部４１の表示態様を制御する表示制御部２３５と、を有する。
【００３８】
　容量判定部２３１は、ファイル生成部２３３が生成する一時保存ファイルが記録媒体５
に記録可能なデータ量を有しているか否かを判定する。
【００３９】
　タッチ検出部２３２は、後述するモニタ部４が有するタッチパネル４２から受信した信
号に基づいて、タッチパネル４２におけるタッチ位置を検出する。
【００４０】
　ファイル生成部２３３は、入力部１７から合成画像の中断を指示する中断指示信号が入
力された場合、画像合成部１６２が生成途中の合成画像データと、台紙画像上における貼
付領域に合成した撮影済み画像のリサイズ処理前の画像データ（ＲＡＷデータ）と、台紙
画像に対応する台紙画像データと、台紙画像における複数の撮影済み画像の各々の位置を
含むレイアウト情報と、を対応付けて格納した一時保存ファイルを生成して記録媒体５に
記録する。
【００４１】
　撮影制御部２３４は、静止画撮影または動画撮影を行う際の露出条件の設定（ＡＥ処理
）、および撮像装置１の焦点の自動調整（ＡＦ処理）を行う。制御部２３は、撮像装置１
を構成する各部に対して制御信号や各種データの送信を行うことにより、撮像装置１の動
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作を統括して制御する。また、撮影制御部２３４は、入力部１７から撮影動作のレリーズ
信号が入力された場合、撮影動作を開始する制御を行う。ここで、撮影動作とは、シャッ
タ駆動部１１および撮像素子駆動部１３の駆動によって撮像素子１２が出力した画像デー
タに対し、信号処理部１４、Ａ／Ｄ変換部１５および画像処理部１６が所定の処理を施す
動作をいう。このように処理が施された画像データは、撮影制御部２３４の制御のもと、
所定の形式にしたがって圧縮され、記録媒体５に記録される。ここで、所定の形式として
は、ＪＰＥＧ（Joint　Photographic　Experts　Group）方式、ＭｏｔｉｏｎＪＰＥＧ方
式およびＭＰ４（Ｈ．２６４）方式等を挙げることができる。
【００４２】
　表示制御部２３５は、後述するモニタ部４の表示部４１の表示態様を制御する。具体的
には、表示制御部２３５は、台紙画像上の貼付領域に撮影済み画像を表示させるとともに
、次の貼付領域に撮像素子１２が連続的に生成する画像データに対応するライブビュー画
像を表示部４１に表示させる。
【００４３】
　以上の構成を有する本体部２に対して、音声入出力部、被写体に対して補助光（フラッ
シュ）を発光する補助光発光部、所定の通信ネットワークを介して外部の装置とデータの
送受信を行う通信部などをさらに設けてもよい。
【００４４】
　〔レンズ部の構成〕
　次に、レンズ部３の構成を説明する。
　レンズ部３は、光学系３１と、レンズ駆動部３２と、絞り３３と、絞り駆動部３４と、
レンズ操作部３５と、レンズ記録部３６と、レンズ通信部３７と、レンズ制御部３８と、
を備える。
【００４５】
　光学系３１は、１または複数のレンズを用いて構成される。光学系３１は、所定の視野
領域から光を集光する。光学系３１は、画角を変化させる光学ズーム機能および焦点を変
化させるフォーカス機能を有する。
【００４６】
　レンズ駆動部３２は、ＤＣモータまたはステッピングモータ等を用いて構成され、光学
系３１のレンズを光軸Ｌ上で移動させることにより、光学系３１のピント位置や画角等の
変更を行う。
【００４７】
　絞り３３は、光学系３１が集光した光の入射量を制限することにより露出の調整を行う
。
　絞り駆動部３４は、ステッピングモータ等を用いて構成され、絞り３３を駆動する。
【００４８】
　レンズ操作部３５は、例えばレンズ部３のレンズ鏡筒の周囲に設けられるリングであり
、レンズ部３における光学ズームの操作を開始する操作信号の入力、またはレンズ部３に
おけるピント位置の調整を指示する指示信号の入力を受け付ける。具体的には、レンズ操
作部３５は、光学系３１のピントを調整するピントリング３５１と、光学系３１の画角を
変更するズームリング３５２と、を有する。なお、レンズ操作部３５は、プッシュ式のス
イッチ等であってもよい。
【００４９】
　レンズ記録部３６は、光学系３１の光学特性に関する情報を記録するレンズ特性情報記
録部３６１を有する。また、レンズ記録部３６は、光学系３１の位置および動きを決定す
るための制御用プログラムおよび各種パラメータを記録する。
【００５０】
　レンズ通信部３７は、レンズ部３が本体部２に装着されたときに、本体部２の本体通信
部２２と通信を行うための通信インターフェースである。レンズ通信部３７には、本体部
２との電気的な接点も含まれる。
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【００５１】
　レンズ制御部３８は、ＣＰＵ等を用いて構成される。レンズ制御部３８は、レンズ操作
部３５の操作信号または本体部２からの指示信号に応じてレンズ部３の動作を制御する。
レンズ制御部３８は、本体部２の制御部２３との間で所定の周期でレンズ通信信号を送受
信することによって、本体部２との動作の連携を図っている。具体的には、レンズ制御部
３８は、レンズ通信信号に含まれるレンズ操作部３５の操作信号に応じて、レンズ駆動部
３２を駆動させてレンズ部３のピント合わせやズーム変更を行うとともに、絞り駆動部３
４を駆動させて絞り値の変更を行う。レンズ制御部３８は、レンズ部３が本体部２に装着
された際に、レンズ特性情報、ピント位置情報、焦点距離およびレンズ部３を識別する固
有情報等を本体部２に送信する。
【００５２】
　〔モニタ部の構成〕
　次に、モニタ部４の構成を説明する。
　モニタ部４は、表示部４１と、タッチパネル４２とを有する。表示部４１およびタッチ
パネル４２は、本体部２と電気的に接続されている。モニタ部４は、ヒンジおよび連結用
のアームを有し、表示部４１の表示画面の本体部２に対する傾斜角度を変更させるチルト
機構（図示せず）を介して本体部２に連結されている。
【００５３】
　表示部４１は、画像データに対応する画像を表示可能な構成を有しており、液晶または
有機ＥＬ（Electro　Luminescence）等からなる表示パネルを用いて構成される。表示部
４１における画像の表示方法には、撮影直後の画像データを所定時間（例えば３秒間）だ
け表示する確認表示、記録媒体５が記録する画像データを再生する再生表示、および撮像
素子１２が連続的に生成する画像データに対応するライブビュー画像を時系列に沿って順
次表示するライブビュー表示等が含まれる。また、表示部４１は、撮像装置１の操作情報
および撮影に関する情報を適宜表示する。
【００５４】
　タッチパネル４２は、表示部４１の表示画面上に重ねて設けられ、外部からの接触位置
に応じた信号の入力を受け付ける。タッチパネル４２の方式として、抵抗膜方式、静電容
量方式、光学方式等のいずれの方式も適用可能である。
【００５５】
　以上の構成を有する撮像装置１は、通常の撮影を行う通常撮影モード、複数の画像を台
紙画像上に合成して組み合わせた組み写真撮影モードおよび記録媒体５に記録されたファ
イル内の画像データに対応する画像の再生を行う再生モードを設定することが可能である
。このため、以下においては、組み写真撮影モードについて詳細に説明する。
【００５６】
　〔組み写真撮影モード〕
　図５は、組み写真撮影モード時のモード切替ダイヤル１７３の位置を示す図である。図
６Ａ，６Ｂは、撮像装置１が組み写真撮影モード時に設定された際に、表示部４１が表示
する画像の遷移図である。なお、以下においては、上述した組み写真撮影モードのスタン
ダードを例に説明する。
【００５７】
　まず、図５に示すように、ユーザがモード切替ダイヤル１７３を回転させて、モード設
定位置１７３ａに組み写真撮影モードマーク１７３ｂを合わせ、ＭＥＮＵボタン１７４を
押下した場合、図６Ａ（ａ）に示すように、表示制御部２３５は、組み写真の選択画面Ｍ
１を表示部４１に表示させる。選択画面Ｍ１は、図４で上述したスタンダードのテンプレ
ートを指示する指示信号の入力を付けるスタンダードアイコンＢ１と、スピードのテンプ
レートを指示する指示信号の入力を受け付けるスピードアイコンＢ２と、ズームのテンプ
レートを指示する指示信号の入力を受け付けるズームアイコンＢ３と、ファンフレームの
テンプレートを指示する指示信号の入力を受け付けるファンフレームアイコンＢ４と、組
み写真の撮影中（中断中）のデータの読み出しを指示する指示信号の入力を受け付ける一
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時保存リストアイコンＢ５と、を有する。
【００５８】
　続いて、ユーザが十字ボタン１７６で所望の台紙画像、例えばスタンダードアイコンＢ
１を選択し、決定ボタン１７７を押下した場合、図６Ａ（ｂ）に示すように、表示制御部
２３５は、表示部４１の貼付領域（以下、「ウインドー」という）を３分割にしたレイア
ウトのテンプレートＲ１（台紙画像）を表示するとともに、ウインドーＡ１に撮像素子１
２が連続的に生成する画像データに対応するライブビュー画像ＬＶを表示させる。さらに
、表示制御部２３５は、他のウインドーＡ２，Ａ３を灰色で表示部４１に表示させる。な
お、以下においては、次に撮影画像を合成するウインドーをアクティブウインドーと称呼
する。
【００５９】
　その後、ユーザがレリーズボタン１７２を押下した場合、図６Ａ（ｃ）に示すように、
表示制御部２３５は、撮像素子１２が生成した撮影画像Ｗ１（撮影済み画像）をウインド
ーＡ１に表示させるとともに、ウインドーＡ２に撮像素子１２が連続的に生成する画像デ
ータに対応するライブビュー画像ＬＶを表示させる。このとき、撮像素子１２が生成した
撮影画像Ｗ１のＲＡＷデータは、ＳＤＲＡＭ２１に一時的に記録される。さらに、画像合
成部１６２は、テンプレートＲ１に撮影画像Ｗ１を合成した合成画像データを生成し、こ
の合成画像データをＳＤＲＡＭ２１に一時的に記録する。この場合、ファイル生成部２３
３は、画像合成部１６２が生成した合成画像データと撮影画像Ｗ１のＲＡＷデータとを格
納したファイルを生成し、このファイルを記録媒体５に記録する。なお、ユーザがＤＥＬ
ボタン１７５を押下した場合、表示制御部２３５は、撮影画像Ｗ１を削除し、直前のテン
プレートＲ１を表示部４１に表示させる（図６Ａ（ｂ）を参照）。
【００６０】
　続いて、図６Ａ（ｄ）に示すように、ユーザがレリーズボタン１７２を押下し、全ての
ウインドーＡ１～Ａ３の撮影が終了した場合、画像合成部１６２は、テンプレートＲ１に
撮影画像Ｗ１～Ｗ３の画像データをリサイズ処理して合成した組み写真の合成画像データ
を生成する。ファイル生成部２３３は、画像合成部１６２が生成した最新の合成画像デー
タをＪＰＥＧ方式で圧縮して記録媒体５に記録（保存）するとともに、ＳＤＲＡＭ２１お
よび記録媒体５それぞれに記録された撮影画像Ｗ１～Ｗ３のＲＡＷデータを削除する。
【００６１】
　また、図６Ａ（ｃ）の状況下で、ユーザがレリーズボタン１７２を押下し、撮像装置１
がウインドーＡ２の撮影を終了した後に、ユーザがＭＥＮＵボタン１７４を押下した場合
、図６Ａ（ｅ）に示すように、表示制御部２３５は、選択画面Ｍ２を表示部４１に表示さ
せる。選択画面Ｍ２は、現在の画像を保存する指示信号の入力を受け付ける保存アイコン
Ｂ１０と、現在の画像の一時保存を指示する指示信号の入力を受け付ける一時保存アイコ
ンＢ１１と、組み写真撮影モードの終了を指示する指示信号の入力を受け付ける終了アイ
コンＢ１２と、を有する。
【００６２】
　続いて、ユーザが十字ボタン１７６を操作し、一時保存アイコンＢ１１を選択した場合
、画像合成部１６２は、図６Ａ（ｆ）に示すテンプレートＲ１に撮影画像Ｗ１，Ｗ２を合
成した組み写真の合成画像データであって、ＪＰＥＧ方式で圧縮した合成画像データを生
成し、この合成画像データをＳＤＲＡＭ２１に一時的に記録する。このとき、ファイル生
成部２３３は、ＳＤＲＡＭ２１に一時的に記録された合成画像データと、ＳＤＲＡＭ２１
に一時的に記録された撮影画像Ｗ１および撮影画像Ｗ２それぞれのＲＡＷデータとを対応
付けた一つの一時保存ファイルを生成し、この一時保存ファイルを記録媒体５に記録する
。
【００６３】
　図７は、一時保存ファイルの構成を模式的に示す図である。図７に示すように、ファイ
ル生成部２３３は、レイアウト情報（例えば台紙画像のテンプレートにおける複数の撮影
済み画像の各々の配置、ウインドーの数、テンプレートの種別およびフチの有無（台紙画
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像データ））と、ＪＰＥＧ方式で圧縮した合成画像データに対応する合成画像Ｋ１と、撮
影済みの各ウインドーに対応するＲＡＷ画像データ（例えば、撮影画像Ｗ１および撮影画
像Ｗ２それぞれに対応するＲＡＷデータの撮影画像Ｗ１０および撮影画像Ｗ１１）と、を
対応付けて格納したファイルＦ１００を生成し、このファイルＦ１００を記録媒体５に記
録する。なお、未撮影のウインドーＡ３においては、ＲＡＷデータに換えて、０で埋め込
まれたファイルＷ１２（データ）を格納する。これにより、互いに異なる構図で複数の画
像を撮影する一連の撮影パターンの途中、即ち一連の組み写真の途中であっても、撮影を
一時的に中断し、他の撮影を行うことができる。ここで、一連の撮影パターンとは、異な
る被写体、時間または構図で複数撮影してストーリーの展開を行う撮影である。
【００６４】
　また、図６Ａ（ｅ）の状況下で、撮像装置１がウインドーＡ２の撮影を行うことなく、
ユーザが十字ボタン１７６を操作し、保存アイコンＢ１０を選択した場合、画像合成部１
６２は、図６Ａ（ｇ）に示すテンプレートＲ１に撮影画像Ｗ１を合成した組み写真の合成
画像データを生成する。このとき、画像合成部１６２は、未撮影のウインドーＡ２，Ａ３
に予め設定された白画像Ｈ１をテンプレートＲ１に合成して合成画像データを生成する。
また、ファイル生成部２３３は、画像合成部１６２が生成した合成データをＪＰＥＧ方式
で圧縮して格納したファイルを生成して記録媒体５に記録する。
【００６５】
　また、図６Ａ（ａ）の状況下で、ユーザが十字ボタン１７６を操作し、一時保存リスト
アイコンＢ５を選択した場合、図６Ｂ（ｈ）に示すように、表示制御部２３５は、記録媒
体５に記録された複数の一時保存ファイルそれぞれに格納された組み写真の合成画像Ｋ１
～Ｋ４を表示部４１に表示させる。
【００６６】
　続いて、ユーザが十字ボタン１７６を操作して所望の合成画像、例えば合成画像Ｋ４を
選択した場合、図６Ｂ（ｉ）に示すように、表示制御部２３５は、テンプレートＲ２を表
示部４１に表示させ、ウインドーＡ１，Ａ２に撮像済みの撮影画像Ｗ２０，Ｗ２１をそれ
ぞれ表示させるとともに、ウインドーＡ３に撮像素子１２が連続的に生成する画像データ
に対応するライブビュー画像ＬＶを表示させる。また、表示制御部２３５は、ウインドー
Ａ４をグレーで表示部４１に表示させる。これにより、ユーザは、撮影途中の組み写真を
再開することができる。
【００６７】
　〔撮像装置の処理〕
　次に、撮像装置１が実行する動作処理について説明する。図８は、撮像装置１が実行す
る処理の概要を示すフローチャートである。
【００６８】
　図８に示すように、まず、撮像装置１が通常撮影モードに設定されている場合（ステッ
プＳ１０１：Ｙｅｓ）について説明する。この場合、撮像装置１は、レリーズボタン１７
２に応じて撮影を行う通常撮影モード処理を実行する（ステップＳ１０２）。なお、通常
撮影モード処理の詳細は後述する。
【００６９】
　続いて、電源スイッチ１７１が操作され、撮像装置１の電源がオフになった場合（ステ
ップＳ１０３：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、本処理を終了する。これに対して、電源スイッ
チ１７１が操作されず、撮像装置１の電源がオフになっていない場合（ステップＳ１０３
：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ１０１へ戻る。
【００７０】
　次に、撮像装置１が通常撮影モードに設定されていない場合（ステップＳ１０１：Ｎｏ
）において、撮像装置１が再生モードに設定されているとき（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ
）について説明する。このとき、撮像装置１は、記録媒体５に記録された画像データを再
生する再生モード処理を実行する（ステップＳ１０５）。なお、再生モード処理の詳細は
後述する。ステップＳ１０５の後、撮像装置１は、ステップＳ１０３へ移行する。
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【００７１】
　ステップＳ１０４において、撮像装置１が再生モードに設定されていないとき（ステッ
プＳ１０４：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ１０６へ移行する。
【００７２】
　続いて、撮像装置１が組み写真撮影モードに設定されている場合（ステップＳ１０６：
Ｙｅｓ）、撮像装置１は、複数の撮影画像を組み合わせた組み写真を生成する組み写真撮
影モード処理を実行する（ステップＳ１０７）。ステップＳ１０７の後、撮像装置１は、
ステップＳ１０３へ移行する。
【００７３】
　ステップＳ１０６において、撮像装置１が組み写真撮影モードに設定されていない場合
（ステップＳ１０６：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ１０３へ移行する。
【００７４】
　〔通常撮影モード処理〕
　次に、図８のステップＳ１０２で説明した通常撮影モード処理の詳細について説明する
。図９は、通常撮影モード処理の概要を示すフローチャートである。
【００７５】
　図９に示すように、撮影制御部２３４は、撮像素子駆動部１３を制御することによって
、撮像素子１２に撮像を実行させる（ステップＳ２０１）。
【００７６】
　続いて、表示制御部２３５は、撮像素子１２が生成した画像データに対応するライブビ
ュー画像を表示部４１に表示させる（ステップＳ２０２）。
【００７７】
　その後、レリーズボタン１７２からレリーズ信号があった場合（ステップＳ２０３：Ｙ
ｅｓ）、撮影制御部２３４は、撮像素子駆動部１３を制御することによって、撮像素子１
２に撮影を実行させる（ステップＳ２０４）。
【００７８】
　続いて、表示制御部２３５は、撮像素子１２が撮影して生成した画像データに対応する
撮影画像を表示部４１に所定時間（例えば１秒）だけ表示させる（ステップＳ２０５）。
ステップＳ２０５の後、撮像装置１は、図８のメインルーチンへ戻る。
【００７９】
　ステップＳ２０３において、レリーズボタン１７２からレリーズ信号がない場合（ステ
ップＳ２０３：Ｎｏ）、撮像装置１は、図８のメインルーチンへ戻る。
【００８０】
　〔再生モード処理〕
　次に、図８のステップＳ１０５で説明した再生モード処理の詳細について説明する。図
１０は、再生モード処理の概要を示すフローチャートである。
【００８１】
　図１０に示すように、まず、表示制御部２３５は、記録媒体５に記録された画像一覧を
表示部４１に表示させる（ステップＳ３０１）。
【００８２】
　続いて、入力部１７を介して表示部４１が表示する複数の画像のいずれかが選択された
場合（ステップＳ３０２：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、後述するステップＳ３０３へ移行す
る。これに対して、入力部１７を介して表示部４１が表示する複数の画像のいずれかが選
択されていない場合（ステップＳ３０２：Ｎｏ）、撮像装置１は、後述するステップＳ３
１１へ移行する。
【００８３】
　ステップＳ３０３において、入力部１７を介して選択された画像が組み写真である場合
（ステップＳ３０３：Ｙｅｓ）において、記録媒体５に記録された一時保存ファイルに対
応する組み写真であるとき（ステップＳ３０４：Ｙｅｓ）、制御部２３は、入力部１７を
介して選択された一時保存ファイルを記録媒体５から取得し、取得した一時保存ファイル
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をＳＤＲＡＭ２１に展開する（ステップＳ３０５）。
【００８４】
　続いて、表示制御部２３５は、ＳＤＲＡＭ２１に展開した一時保存ファイルに格納され
たテンプレートを表示部４１に表示させ（ステップＳ３０６）、各ウインドーに撮影済み
画像を表示部４１に表示させる（ステップＳ３０７）。例えば、表示制御部２３５は、上
述した図６（ｂ）に示すテンプレートＲ１を表示部４１に表示させるとともに、ウインド
ーＡ１に撮影画像Ｗ１を表示させる。
【００８５】
　続いて、ＭＥＮＵボタン１７４が押下された場合（ステップＳ３０８：Ｙｅｓ）におい
て、一時保存ファイルの保護が選択されたとき（ステップＳ３０９：Ｙｅｓ）、ファイル
生成部２３３は、一時保存ファイルの保護設定を行う（ステップＳ３１０）。ここで、保
護設定とは、組み写真（合成画像）の途中で一時的に保存された一時保存ファイルの上書
きおよび削除の禁止を設定する処理である。ステップＳ３１０の後、撮像装置１は、ステ
ップＳ３１１へ移行する。
【００８６】
　続いて、入力部１７から画像の再生を終了する指示信号が入力された場合（ステップＳ
３１１：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、図８のメインルーチンへ戻る。これに対して、入力部
１７から画像の再生を終了する指示信号が入力されていない場合（ステップＳ３１１：Ｎ
ｏ）、撮像装置１は、ステップＳ３０１へ戻る。
【００８７】
　ステップＳ３０９において、一時保存ファイルの保護が選択されていないとき（ステッ
プＳ３０９：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ３１２へ移行する。
【００８８】
　続いて、入力部１７を介して一時保存ファイルの保護の解除が選択された場合（ステッ
プＳ３１２：Ｙｅｓ）、制御部２３は、一時保存ファイルの保護の解除設定を行う（ステ
ップＳ３１３）。ここで、解除設定とは、組み写真の途中で一時的に保存された一時保存
ファイルの上書きおよび削除の禁止を解除する処理である。ステップＳ３１３の後、撮像
装置１は、ステップＳ３１１へ移行する。
【００８９】
　ステップＳ３１２において、入力部１７を介して一時保存ファイルの保護の解除が選択
されていない場合（ステップＳ３１２：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ３１１へ移行
する。
【００９０】
　ステップＳ３０８において、ＭＥＮＵボタン１７４が押下されていない場合（ステップ
Ｓ３０８：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ３１１へ移行する。
【００９１】
　ステップＳ３０４において、一時保存ファイルの組み写真でないとき（ステップＳ３０
４：Ｎｏ）、表示制御部２３５は、組み写真の画像を表示部４１に表示させる（ステップ
Ｓ３１４）。例えば、表示制御部２３５は、上述した図６（ｄ）の組み写真の合成画像デ
ータに対応する画像を表示部４１に表示させる。ステップＳ３１４の後、撮像装置１は、
後述するステップＳ３１１へ移行する。
【００９２】
　ステップＳ３０３において、入力部１７を介して選択された画像が組み写真でない場合
（ステップＳ３０３：Ｎｏ）、表示制御部２３５は、選択された画像を全画面表示で表示
部４１に表示させる（ステップＳ３１５）。ステップＳ３１５の後、撮像装置１は、ステ
ップＳ３１１へ移行する。
【００９３】
　〔組み写真撮影モード処理〕
　次に、図８のステップＳ１０７で説明した組み写真撮影モード処理の詳細について説明
する。図１１は、組み写真撮影モード処理の概要を示すフローチャートである。
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【００９４】
　図１１に示すように、まず、組み写真撮影の再開（具体的には、記録媒体５に記録され
た一時保存ファイルに対応する撮影の再開）でない場合（ステップＳ４０１：Ｎｏ）につ
いて説明する。この場合、表示制御部２３５は、組み写真の台紙画像における複数のテン
プレートを表示部４１に表示させる（ステップＳ４０２）。
【００９５】
　続いて、入力部１７を介して組み写真の台紙画像における複数のテンプレートのいずれ
かのテンプレートが選択された場合（ステップＳ４０３：Ｙｅｓ）、容量判定部２３１は
、記録媒体５に、入力部１７を介して選択された組み写真のテンプレートを用いて撮影を
行った際の保存ファイルや一時保存ファイルが記録媒体に記録可能なデータ量を有してい
るか否かを判定する（ステップＳ４０４）。具体的には、容量判定部２３１は、入力部１
７を介して選択された台紙画像のテンプレートに対応して画像合成部１６２が生成する合
成画像データのデータ量、および台紙画像のテンプレートの各ウインドーに合成する撮影
済み画像の画像データ（ＲＡＷデータ）のデータ量を合わせたデータ量が記録媒体５に記
録可能であるか否かを判定する。容量判定部２３１が保存ファイルまたは一時保存ファイ
ルを記録媒体５に記録可能なデータ量を有すると判定した場合（ステップＳ４０４：Ｙｅ
ｓ）、撮像装置１は、後述するステップＳ４０８へ移行する。これに対して、容量判定部
２３１が保存ファイルまたは一時保存ファイルを記録媒体５に記録可能なデータ容量を有
しないと判定した場合（ステップＳ４０４：Ｎｏ）、表示制御部２３５は、記録媒体５の
データ容量が不足する旨の警告を表示部４１に表示させる（ステップＳ４０５）。ステッ
プＳ４０５の後、撮像装置１は、図８のメインルーチンへ戻る。
【００９６】
　次に、ステップＳ４０１において、組み写真撮影の再開（具体的には、記録媒体５に記
録された一時保存ファイルに対応する撮影の再開）である場合（ステップＳ４０１：Ｙｅ
ｓ）について説明する。この場合において、入力部１７を介して一時保存ファイルが選択
されたとき（ステップＳ４０６：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、後述するステップＳ４０７へ
移行する。これに対して、入力部１７を介して一時保存ファイルが選択されていないとき
（ステップＳ４０６：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ４０１へ戻る。
【００９７】
　ステップＳ４０７において、制御部２３は、入力部１７を介して選択された一時保存フ
ァイルをＳＤＲＡＭ２１に展開する。
【００９８】
　続いて、表示制御部２３５は、表示部４１に台紙画像のテンプレートを表示し（ステッ
プＳ４０８）、撮影済みウインドーに撮影済み画像を表示部４１に表示させ（ステップＳ
４０９）、アクティブウインドーに撮像素子１２が連続的に生成するライブビュー画像を
表示させる（ステップＳ４１０）。例えば、表示制御部２３５は、上述した図６Ａ（ｃ）
に示すように、台紙画像のテンプレートＲ１を表示部４１に表示し、ウインドーＡ１に撮
影画像Ｗ１を表示させるとともに、ウインドーＡ２にライブビュー画像ＬＶを表示させる
。これにより、一連の組み写真を中断した撮影を再開することができる。
【００９９】
　続いて、ＤＥＬボタン１７５が選択された場合（ステップＳ４１１：Ｙｅｓ）、制御部
２３は、前撮影済み画像をＳＤＲＡＭ２１から削除する（ステップＳ４１２）。具体的に
は、制御部２３は、撮影済みウインドーに合成された直前の撮影画像に対応するＲＡＷデ
ータをＳＤＲＡＭ２１から削除する。この場合において、他の撮影済み画像に対応するＲ
ＡＷデータがＳＤＲＡＭ２１に記録されているとき、画像合成部１６２は、テンプレート
に撮影済み画像を合成して組み写真の合成画像データを生成して、この合成画像データを
ＳＤＲＡＭ２１に記録する。ステップＳ４１２の後、撮像装置１は、ステップＳ４０９へ
戻る。
【０１００】
　ステップＳ４１１において、ＤＥＬボタン１７５が選択されていない場合（ステップＳ
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４１１：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ４１３へ移行する。
【０１０１】
　続いて、タッチパネル４２から入力される信号に基づいて、タッチ検出部２３２が撮影
済みウインドーに対してスライド操作があったと検出した場合（ステップＳ４１３：Ｙｅ
ｓ）、表示制御部２３５は、最初にタッチされた位置のウインドーの画像とスライド方向
にあるウインドーの画像とを入れ換えて表示部４１に表示させる（ステップＳ４１４）。
具体的には、表示制御部２３５は、上述した図６（ｃ）の台紙画像のテンプレートＲ１に
おけるウインドーＡ１の撮影画像Ｗ１（撮影済み画像）とウインドーＡ２のライブビュー
画像ＬＶとを入れ換えて表示部４１に表示させる。なお、表示制御部２３５は、スライド
方向にあるウインドーがアクティブウインドーの場合、撮影画像とライブビュー画像とを
入れ換えて表示部４１に表示させる。ステップＳ４１４の後、撮像装置１は、ステップＳ
４０９へ戻る。
【０１０２】
　ステップＳ４１３において、撮影済みウインドーに対してスライド操作がない場合（ス
テップＳ４１３：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ４１５へ移行する。
【０１０３】
　続いて、タッチパネル４２から入力される信号に基づいて、タッチ検出部２３２が撮影
済みウインドーにタッチ操作があったと検出した場合（ステップＳ４１５：Ｙｅｓ）、表
示制御部２３５は、タッチ操作があった撮影済みウインドーの撮影済み画像を消去する（
ステップＳ４１６）。この場合、ファイル生成部２３３は、撮影済みウインドーに合成さ
れた撮影画像に対応するＲＡＷデータをＳＤＲＡＭ２１および記録媒体５それぞれから削
除する。さらに、画像合成部１６２は、他の撮影済み画像に対応するＲＡＷデータがＳＤ
ＲＡＭ２１に記録されているとき、テンプレートに撮影済み画像を合成して組み写真の合
成画像データを新たに生成して、この合成画像データをＳＤＲＡＭ２１に記録する。ステ
ップＳ４１６の後、撮像装置１は、ステップＳ４０９へ戻る。
【０１０４】
　ステップＳ４１５において、撮影済みウインドーにタッチ操作がない場合（ステップＳ
４１５：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ４１７へ移行する。
【０１０５】
　続いて、タッチパネル４２から入力される信号に基づいて、タッチ検出部２３２がアク
ティブウインドーにタッチ操作があったと検出した場合（ステップＳ４１７：Ｙｅｓ）、
撮影制御部２３４は、撮像素子駆動部１３を制御して、撮像素子１２に撮影を実行させる
（ステップＳ４１８）。ステップＳ４１８の後、撮像装置１は、ステップＳ４０９へ戻る
。
【０１０６】
　ステップＳ４１７において、アクティブウインドーにタッチ操作がない場合（ステップ
Ｓ４１７：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ４１９へ移行する。
【０１０７】
　続いて、ＭＥＮＵボタン１７４が選択された場合（ステップＳ４１９：Ｙｅｓ）、撮像
装置１は、後述するステップＳ４２７へ移行する。これに対して、ＭＥＮＵボタン１７４
が選択されていない場合（ステップＳ４１９：Ｎｏ）、撮像装置１は、後述するステップ
Ｓ４２０へ移行する。
【０１０８】
　ステップＳ４２０において、レリーズボタン１７２からレリーズ信号があった場合（ス
テップＳ４２０：Ｙｅｓ）、撮影制御部２３４は、撮像素子駆動部１３を制御して、撮像
素子１２に撮影を実行させる（ステップＳ４２１）。ステップＳ４２１の後、撮像装置１
は、後述するステップＳ４２２へ移行する。
【０１０９】
　ステップＳ４２０において、レリーズボタン１７２からレリーズ信号がない場合（ステ
ップＳ４２０：Ｎｏ）、撮像装置１は、後述するステップＳ４２２へ移行する。
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【０１１０】
　続いて、台紙画像のテンプレートにおける各ウインドーに対する全フレームの撮影が終
了した場合（ステップＳ４２２：Ｙｅｓ）において、決定ボタン１７７が操作されたとき
（ステップＳ４２３：Ｙｅｓ）、画像合成部１６２は、台紙画像のテンプレートに、ＳＤ
ＲＡＭ２１に記録された各ウインドーにおける撮影済み画像のＲＡＷデータをリサイズ処
理して合成した組み写真の合成画像データを生成する（ステップＳ４２４）。なお、画像
合成部１６２は、各ウインドーにおける撮影済み画像のＲＡＷデータがない場合、撮影済
み画像がないウインドーに対して予め設定された白色の画像を合成して組み写真の合成画
像データを生成する（図６Ａ（ｇ）を参照）。
【０１１１】
　続いて、ファイル生成部２３３は、記録媒体５に記録された組み写真の一時保存ファイ
ルを消去し（ステップＳ４２５）、記録媒体５に画像合成部１６２が生成した組み写真の
最新の合成画像データを格納したファイルを記録する（ステップＳ４２６）。ステップＳ
４２６の後、撮像装置１は、図８のメインルーチンへ戻る。
【０１１２】
　ステップＳ４２２において、台紙画像のテンプレートにおける各ウインドーに対する全
フレームの撮影が終了していない場合（ステップＳ４２２：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステ
ップＳ４０９へ戻る。
【０１１３】
　ステップＳ４２３において、決定ボタン１７７が操作されていないとき（ステップＳ４
２３：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ４０９へ戻る。
【０１１４】
　ステップＳ４２７において、十字ボタン１７６が操作され、図６で上述した保存アイコ
ンＢ１０が選択された場合（ステップＳ４２７：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、ステップＳ４
２４へ移行する。
【０１１５】
　ステップＳ４２７において、保存アイコンＢ１０が選択されていない場合（ステップＳ
４２７：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ４２８へ移行する。
【０１１６】
　続いて、十字ボタン１７６が操作され、図６で上述した一時保存アイコンＢ１１が選択
された場合（ステップＳ４２８：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、後述するステップＳ４２９へ
移行する。これに対して、一時保存アイコンＢ１１が選択されていない場合（ステップＳ
４２８：Ｎｏ）、撮像装置１は、後述するステップＳ４３０へ移行する。
【０１１７】
　ステップＳ４２９において、ファイル生成部２３３は、組み写真の撮影途中の一時保存
ファイルを生成する。ステップＳ４２９の後、撮像装置１は、ステップＳ４２６へ移行す
る。
【０１１８】
　ここで、ファイル生成部２３３が生成する一時保存ファイルの管理方法について詳細に
説明する。図１２は、ファイル生成部２３３が行う一時保存ファイルの管理方法の概要を
模式的に示す図である。なお、以下においては、組み写真における台紙画像のテンプレー
トとしては、図６で説明したスタンダード（３分割）を例に説明する。
【０１１９】
　図１２に示すように、ファイル生成部２３３は、まず、組み写真の１枚目が撮影された
場合、記録媒体５にＤＣＩＭフォルダを生成し、このＤＣＩＭフォルダの下層に組み写真
専用の画像ファイルＦ１０を生成する。この画像ファイルＦ１０は、組み写真の途中の合
成画像データを格納するファイルＦ１（ＪＰＧデータ）と、各ウインドーに合成する撮影
画像のＲＡＷデータ（ＴＰＳ）を格納するファイルＦ２～Ｆ４と、を有する。ファイル生
成部２３３は、組み写真の１枚目が撮影された場合、ファイルＦ１に画像合成部１６２が
生成した合成画像データ（Ｐ１０１０００１．ＪＰＧ）を格納するとともに、ファイルＦ
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２に１枚目の撮影画像のＲＡＷデータ（Ｐ１０１０００１．ＴＰＳ）を格納する。
【０１２０】
　続いて、撮像装置１が２枚目を撮影し、入力部１７を介して一時保存が選択された場合
、ファイル生成部２３３は、ファイルＦ１の合成画像データ（Ｐ１０１０００１．ＪＰＧ
）を、画像合成部１６２が新たに生成した最新の合成画像データ（Ｐ１０１０００１．Ｊ
ＰＧ）に上書きするとともに、ファイルＦ３に、２枚目の撮影画像のＲＡＷデータ（Ｐ１
０１０００１．ＴＰＳ）を上書きする。さらに、ファイル生成部２３３は、ファイルＦ２
，Ｆ４のメモリ容量を確保しつつ保持（キープ）する。これにより、１つの組み写真のフ
ァイルのみで合成画像データを更新することができ、記録媒体５のメモリ容量を節約する
ことができる。
【０１２１】
　図１３は、ファイル生成部２３３が行う一時保存ファイルの管理方法において撮り直し
が発生時の概要を模式的に示す図である。
【０１２２】
　図１３に示すように、組み写真の２枚目を撮影後に、１枚目を撮り直した場合、ファイ
ル生成部２３３は、ファイルＦ１の合成画像データ（Ｐ１０１０００１．ＪＰＧ）を、画
像合成部１６２が新たに生成した最新の合成画像データ（Ｐ１０１０００１．ＪＰＧ）に
上書きするとともに、ファイルＦ２に、１枚目の撮影画像のＲＡＷデータ（Ｐ１０１００
０１．ＴＰＳ）を上書きする。
【０１２３】
　図１４は、ファイル生成部２３３が行う一時保存ファイルの管理方法において一時保存
ファイルが設定によって保護されている際の概要を模式的に示す図である。
【０１２４】
　図１４に示すように、ファイル生成部２３３は、入力部１７から１枚目のみ撮影された
組み写真の一時保存ファイルを記録媒体５から削除を禁止する指示信号が入力された場合
、一時保存ファイルの保護を設定する。
【０１２５】
　続いて、ファイル生成部２３３は、撮像装置１が２枚目を撮影し、入力部１７を介して
一時保存が選択された場合、ファイルＦ１～Ｆ４を複製したファイルＦ５～Ｆ８を生成す
る。ファイルＦ５は、新たな組み写真の途中の合成画像データ（ＪＰＧデータ）を格納す
る。ファイルＦ６～Ｆ８は、各ウインドーに合成する撮影画像のＲＡＷデータ（ＴＰＳ）
を格納する。ファイル生成部２３３は、ファイルＦ５に画像合成部１６２が１枚目および
２枚目それぞれの撮影画像を台紙画像のテンプレートに合成して生成した合成画像データ
（Ｐ１０１０００２．ＪＰＧ）を格納するとともに、ファイルＦ６にファイルＦ２の１枚
目の撮影画像のＲＡＷデータ（Ｐ１０１０００１．ＴＰＳ）を複製して格納し、ファイル
Ｆ７に２枚目の撮影画像のＲＡＷデータ（Ｐ１０１０００２．ＴＰＳ）を格納する。これ
により、保護した一時保存ファイルに含まれる組み写真の合成画像データを新たな台紙画
像のテンプレートとして用いることができ、他のウインドーを他の撮影画像に置き換えた
組み写真の合成画像データを生成することができる。
【０１２６】
　図１５は、ファイル生成部２３３が行う一時保存ファイルの管理方法において一時保存
ファイルを保存する際の概要を模式的に示す図である。
【０１２７】
　図１５に示すように、撮像装置１が２枚目を撮影し、入力部１７を介して保存が選択さ
れた場合、ファイル生成部２３３は、最終合成の合成画像データを格納するファイルＦ５
を生成し、このファイルＦ５に画像合成部１６２が生成した最新の合成画像データ（Ｐ１
０１０００１．ＪＰＧ）をＪＰＥＧ方式で圧縮して格納する。さらに、ファイル生成部２
３３は、ファイルＦ１の合成画像データ（Ｐ１０１０００１．ＪＰＧ）を削除するととも
に、ファイルＦ２の１枚目の撮影画像のＲＡＷデータ（Ｐ１０１０００１．ＴＰＳ）を削
除する。これにより、ＪＰＥＧ方式で圧縮されたデータのみ記録媒体５に記録することが
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できるので、記録媒体５のメモリ容量を節約することができる。
【０１２８】
　図１６は、ファイル生成部２３３が行う一時保存ファイルの管理方法において一時保存
ファイルおよび撮影画像のＲＡＷデータを保存する際の概要を模式的に示す図である。な
お、以下においては、入力部１７を介して圧縮データ（ＪＰＥＧ方式の画像データ）と非
圧縮データ（ＲＡＷデータ）とを記録媒体５に記録するモードが設定されているものとす
る。
【０１２９】
　図１６に示すように、撮像装置１が２枚目を撮影し、入力部１７を介して保存が選択さ
れた場合、ファイル生成部２３３は、最終合成の合成画像データを格納するファイルＦ５
を生成するとともに、各ウインドーに合成する撮影画像のＲＡＷデータ（ＴＰＳ）を格納
するファイルＦ６～Ｆ８を生成する。さらに、ファイル生成部２３３は、ファイルＦ５に
画像合成部１６２が生成した最新の合成画像データ（Ｐ１０１０００４．ＪＰＧ）を格納
するとともに、ファイルＦ６～Ｆ８に、テンプレートの各ウインドーに合成した撮影画像
のＲＡＷデータ（Ｐ１０１０００１．ＯＲＦ，Ｐ１０１０００２．ＯＲＦ，Ｐ１０１００
０３．ＯＲＦ）を生成して格納する。その後、ファイル生成部２３３は、ファイルＦ１の
合成画像データ（Ｐ１０１０００１．ＪＰＧ）を削除するとともに、ファイルＦ２の１枚
目の撮影画像のＲＡＷデータ（Ｐ１０１０００１．ＴＰＳ）を削除する。これにより、組
み写真の合成画像データを得ることができるうえ、各ウインドーの撮影画像に対応するＲ
ＡＷデータも得ることができる。
【０１３０】
　図１７は、ファイル生成部２３３が行う保護された一時保存ファイルの管理方法におい
て一時保存ファイルを保存する際の概要を模式的に示す図である。
【０１３１】
　図１７に示すように、ファイル生成部２３３は、入力部１７から１枚目のみ撮影された
組み写真の一時保存ファイルを記録媒体５から削除を禁止する指示信号が入力された場合
、一時保存ファイルの保護を設定する。
【０１３２】
　続いて、ファイル生成部２３３は、撮像装置１が２枚目を撮影し、入力部１７を介して
保存が選択された場合、新たな組み写真の合成画像データを格納するファイルＦ５（ＪＰ
Ｇデータ）を生成する。ファイル生成部２３３は、画像合成部１６２が１枚目および２枚
目それぞれの撮影画像を台紙画像のテンプレートに合成して生成した合成画像データ（Ｐ
１０１０００２．ＪＰＧ）をファイルF５に格納する。これにより、保護した一時保存フ
ァイルに含まれる組み写真の合成画像データを新たな台紙画像のテンプレートとして用い
ることができるとともに、保存した組み写真の合成画像データを得ることができる。
【０１３３】
　図１１へ戻り、ステップＳ４３０以降の説明を続ける。
　ステップＳ４３０において、十字ボタン１７６が操作され、図６で上述した終了アイコ
ンＢ１２が選択された場合（ステップＳ４３０：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、後述するステ
ップＳ４３１へ移行する。これに対して、終了アイコンＢ１２が選択されていない場合（
ステップＳ４３０：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ４０９へ戻る。
【０１３４】
　ステップＳ４３１において、ＳＤＲＡＭ２１に一時保存ファイルがある場合（ステップ
Ｓ４３１：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、ステップＳ４２９へ移行する。これに対して、ＳＤ
ＲＡＭ２１に一時保存ファイルがない場合（ステップＳ４３１：Ｎｏ）、撮像装置１は、
図８のメインルーチンへ戻る。
【０１３５】
　以上説明した本発明の一実施の形態によれば、入力部１７から画像合成部１６２による
合成画像データの生成の中断を指示する中断指示信号が入力された場合、ファイル生成部
２３３が画像合成部１６２によって生成途中の合成画像データと、各ウインドーに合成し
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た撮影済み画像におけるリサイズ処理前の画像データ（ＲＡＷデータ）と、台紙画像上に
おけるウインドーの数および複数の撮影済み画像の各々を合成したウインドーの位置を含
むレイアウト情報と、を対応付けて格納した一時保存ファイルを生成して記録媒体５に記
録するので、一連の組み写真のパターン撮影を行っている途中であっても、撮影を中断す
ることができる。
【０１３６】
　また、本発明の一実施の形態によれば、画像合成部１６２が台紙画像のテンプレートに
おける複数のウインドーの各々に対して、合成予定の撮影済み画像におけるリサイズ処理
前の画像データ（ＲＡＷデータ）のデータ容量を確保して一時保存ファイルを生成するの
で、一連の組み写真のパターン撮影を行っている途中で撮影を中断し、撮影を再開した場
合であっても、一連の組み写真のデータを記録媒体５に記録できなくなることを防止する
ことができる。
【０１３７】
　また、本発明の一実施の形態によれば、一連の組み写真のパターン撮影を行っている途
中の一時保存ファイルの撮影を再開し、台紙画像のテンプレートにおける全てのウインド
ーの撮影が終了した場合、ファイル生成部２３３が画像合成部１６２によって生成された
組み写真の合成画像データを記録媒体５に記録する一方、記録媒体５から一連の組み写真
のパターン撮影を行っている途中の一時保存ファイルを削除するので、記録媒体５のメモ
リ容量を節約することができる。
【０１３８】
　また、本発明の一実施の形態によれば、ファイル生成部２３３が記録媒体５から削除の
禁止が設定された一時保存ファイルに対応する撮影が再開された場合において、撮像素子
１２が新たな撮影済み画像を生成したとき、一時保存ファイルを複製した複製ファイルを
生成し、この複製ファイルに格納された合成画像データを画像合成部１６２が新たに生成
した最新の合成画像データに上書きするとともに、新たな撮影済み画像におけるリサイズ
処理前の画像データを複製ファイルに格納して記録媒体５に記録するので、一連の組み写
真のパターン撮影を行っている途中の合成画像を新たな台紙画像のテンプレートとして用
いることができる。
【０１３９】
　また、本発明の一実施の形態によれば、一時保存ファイルに対応する撮影が再開された
場合において、ファイル生成部２３３が撮像素子１２によって新たな前記撮影済み画像が
生成され、入力部１７から終了信号が入力されたとき、一時保存ファイルに格納された合
成画像データを、画像合成部１６２が新たに生成した最新の合成画像データに上書きする
とともに、一時保存ファイルに格納された撮影済み画像におけるリサイズ処理前の画像デ
ータを削除するので、記録媒体５のメモリ容量を節約することができる。
【０１４０】
　なお、本発明の一実施の形態では、画像合成部１６２がテンプレートにおける各ウイン
ドーに撮影画像または白画像を合成して組み写真の合成画像データを生成していたが、例
えば、撮影画像に換えて文字や図形を合成してもよい。この場合、画像合成部１６２は、
タッチパネル４２を介してユーザのタッチ操作の軌跡に応じた文字や図形および撮影画像
をテンプレートに合成して組み写真の合成画像データを生成してもよい。
【０１４１】
　また、本発明の一実施の形態では、ファイル生成部２３３が記録媒体５に組み写真の一
時保存ファイルまたは保存ファイルを記録していたが、例えばネットワークを介して他の
携帯電話や携帯端末あるいはサーバやコンピュータ等の外部機器に送信し、この外部機器
の記録媒体やハードディスクに記録させてもよい。この場合、撮像装置１は、外部へデー
タを送信可能な通信部を備える。この通信部は、外部機器、例えば携帯電話との間で通信
に必要な信号を含む各種データの無線通信を所定のプロトコルに従って行う。通信部は、
Ｗｉ-Ｆｉ（Wireless　Fidelity）（登録商標）通信を採用している。なお、通信部は、
Ｗｉ-Ｆｉ通信の他、３Ｇ無線を利用した通信や、ＷｉＭＡＸ（Worldwide　Interoperabi
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lity　for　Microwave　Access）通信等、他の通信を採用しても構わない。例えば、Ｗｉ
-Ｆｉの場合、ローカルネットワークを想定し、機器の役割として、アクセスポイント、
ステーションの関係があり、概略の接続処理としては、アクセスポイントが構築している
無線ネットワークに、ステーションが接続する関係となる。大まかな接続シーケンスとし
ては、まず、アクセスポイントは、無線ネットワークを構築し、自分のネットワーク識別
子(ＳＳＩＤ)を報知する。続いて、ステーションは、報知されているネットワーク識別子
(ＳＳＩＤ)を検索し、所望のネットワーク(アクセスポイント)に接続する。多くの機器と
のネットワークを想定するので、カバー範囲も広く、干渉の問題を考慮しながら厳密な識
別ステップを踏むことになる。このため、接続確立に時間がかかることがある。ただし、
データ通信は、アクセスポイント、ステーションそれぞれのタイミングでデータの送受信
が可能である。
【０１４２】
（その他の実施の形態）
　また、本発明に係る撮像装置は、デジタルスチルカメラ以外にも、デジタルビデオカメ
ラ、撮像機能を有する携帯電話やタブレット型携帯機器等の電子機器および内視鏡や顕微
鏡で撮像された医療用、産業用分野の画像データに対応する画像を表示する表示装置等に
も適用することができる。特に、特定のレイアウトで、様々な見方で観察した画像を並べ
て、見るものに分かりやすく提示するようなシーンで有効に活用可能である。従って、各
画像にそれぞれ特殊なフィルタをかけたり、異なる波長の光を用いたり、種々の応用が可
能であることは言うまでもない。こうして同じ対象物を異なる表現で表すことによって、
総合的に検査、観察、診断、判断するための画像表現を行うことが出来る。この場合、ど
のコマがどのような特性、仕様のものかを統一するようにしてもよい。この発明によれば
、撮影順序やタイミングに関わらず、こうした画像を作って提示することが容易になる。
【０１４３】
　また、本発明に係る撮像装置または撮像装置に実行させるプログラムは、インストール
可能な形式または実行可能な形式のファイルデータでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディス
ク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）、ＵＳＢ媒体、フラッシュ
メモリ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されて提供される。
【０１４４】
　また、本発明に係る撮像装置に実行させるプログラムは、インターネット等のネットワ
ークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせること
により提供するように構成してもよい。さらに、本発明に係る撮像装置に実行させるプロ
グラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成しても良
い。
【０１４５】
　なお、本明細書におけるフローチャートの説明では、「まず」、「その後」、「続いて
」等の表現を用いてステップ間の処理の前後関係を明示していたが、本発明を実施するた
めに必要な処理の順序は、それらの表現によって一意的に定められるわけではない。即ち
、本明細書で記載したフローチャートにおける処理の順序は、矛盾のない範囲で変更する
ことができる。
【０１４６】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態を含みうるものであ
り、特許請求の範囲によって特定される技術的思想の範囲内で種々の設計変更等を行うこ
とが可能である。
【符号の説明】
【０１４７】
　１・・・撮像装置；２・・・本体部；３・・・レンズ部；４・・・モニタ部；５・・・
記録媒体；７・・・制御部；１０・・・シャッタ；１１・・・シャッタ駆動部；１２・・
・撮像素子；１３・・・撮像素子駆動部；１４・・・信号処理部；１５・・・Ａ／Ｄ変換
部；１６・・・画像処理部；１７・・・入力部；１８・・・回動判定部；１９・・・Ｉ／
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Ｆ部；２０・・・Ｆｌａｓｈメモリ；２１・・・ＳＤＲＡＭ；２２・・・本体通信部；２
３・・・制御部；２４・・・第２通信部；３１・・・光学系；３２・・・レンズ駆動部；
３３・・・絞り；３４・・・絞り駆動部；３５・・・レンズ操作部；３６・・・レンズ記
録部；３７・・・レンズ通信部；３８・・・レンズ制御部；４１・・・表示部；４２・・
・タッチパネル；１６１・・・基本画像処理部；１６２・・・画像合成部；１７１・・・
電源スイッチ；１７２・・・レリーズボタン；１７３・・・モード切替ダイヤル；１７３
ａ・・・モード設定位置；１７３ｂ・・・組み写真撮影モードマーク；１７４・・・ＭＥ
ＮＵボタン；１７５・・・ＤＥＬボタン；１７６・・・十字ボタン；１７７・・・決定ボ
タン；２０１・・・台紙画像情報記録部；２０２・・・プログラム記憶部；２３１・・・
容量判定部；２３２・・・タッチ検出部；２３３・・・ファイル生成部；２３４・・・撮
影制御部；２３５・・・表示制御部；３５１・・・ピントリング；３５２・・・ズームリ
ング；３６１・・・レンズ特性情報記録部

【図１】

【図２】

【図３】
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