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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を撮像装置で撮像し、撮像により得られた第１の画像データを記録媒体に記録
する電子カメラにおいて、
　画像を表示する表示装置と、
　前記表示装置へ表示させる画像に対応する画像データを一時的に記憶する一時記憶媒体
と、
　前記第１の画像データに基づいて、前記表示装置の表示画素数に対応し、前記第1の画
像データの画素数よりも少ない画素数の第２の画像データを作成する表示画像作成手段と
、
　前記第１の画像データおよび前記第２の画像データを前記記録媒体に記録する記録手段
と、
　前記第２の画像データに基づく画像を前記表示装置に表示させるとともに、前記記録媒
体に記録された前記第１の画像データを前記一時記憶媒体へ読み込ませる制御手段と、
　前記表示装置に表示された画像の拡大表示を指示する拡大指示手段とを備え、
　前記制御手段は、前記第２の画像データに基づく画像の前記表示装置への表示中に、前
記拡大指示手段により拡大が指示された場合には、前記一時記憶媒体へ読み込ませた前記
第１の画像データに基づいて拡大画像を表示させることを特徴とする電子カメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、
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　前記制御手段は、前記第１の画像データの前記一時記憶媒体への読み込み中は前記拡大
指示手段による表示画像の拡大指示を無効とすることを特徴とする電子カメラ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電子カメラにおいて、
　前記制御手段は、前記拡大指示手段による拡大表示の指示が無い場合には、前記第１の
画像データの前記一時記憶媒体への読み込みが終了した後も、前記第２の画像データに基
づく画像を前記表示装置へ表示させることを特徴とする電子カメラ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の電子カメラにおいて、
　さらに、前記表示装置に表示された前記第２画像のデータに基く画像のコマを変更指示
するコマ変更手段を備え、
　前記制御手段は、前記第１の画像データの前記一時記憶媒体への読み込み中に、前記コ
マ変更手段により前記表示装置に表示された画像のコマの変更が指示された場合には、前
記第１の画像データの読み込みを中止させることを特徴とする電子カメラ。
【請求項５】
　請求項１～４に記載の電子カメラにおいて、
　さらに、前記第２の画像データに基いて前記第２の画像データの画素数よりも小さい画
素数の第３の画像データを生成する縮小画作成手段と、
　前記縮小画作成手段によって作成されたデータに基いた複数の画像を前記表示装置に一
覧表示させる一覧表示制御手段と、
　前記表示装置に表示された複数の画像から１つの画像を選択指示する選択手段とを備え
、
　前記制御手段は、前記選択手段によって選択された画像に対応する前記第２の画像を前
記表示装置に表示させるとともに、前記第１の画像データを前記一時記憶媒体へ読み込ま
せることを特徴とする電子カメラ。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の電子カメラにおいて、
　前記第１の画像データおよび前記第２の画像データを前記記録媒体に同一画像ファイル
として記録することを特徴とする電子カメラ。
【請求項７】
　請求項５に記載の電子カメラにおいて、
　前記第１の画像データ、前記第２の画像データおよび前記第３の画像データを前記記録
媒体に同一画像ファイルとして記録することを特徴とする電子カメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＣＣＤなどの撮像装置で被写体を撮像する電子カメラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＣＤ撮像素子により被写体像を撮像し記録する電子カメラでは、ＣＣＤ撮像素子から出
力された画像信号はホワイトバランス等の所定の画像処理を施され、処理後の画像データ
は電子カメラに装填されたメモリカード等の記録媒体に記録される。従来、このような電
子カメラの多くは画像表示用のモニタを備えており、撮影可能な状態である撮影モード（
記録モード）ではＣＣＤ撮像素子で撮像されている被写体像が表示され、撮影済みの画像
が表示可能な再生モードでは記録媒体に記録された画像が再生表示される。
【０００３】
ところで、被写体を撮影した際には、上述した画像データ（以下では、これを本画像と呼
ぶ）とは別に、本画像を間引き処理して得られるサムネイル画像と呼ばれる画素数の少な
い画像（表示モニタの画素数よりも少ない）が同時に形成され、本画像と共に記録媒体に
記録される。再生時には、まずサムネイル画像が記録媒体から読み込まれて表示モニタに
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一覧表示される。例えば、表示モニタの画面が３×３の９つの表示領域に分割されて、画
像コマ番号１～９のサムネイル画像が９つの領域に表示される。画像フォルダ内の画像フ
ァイル数が１０以上の場合には、カメラに設けられたコマ送り操作ボタンを操作して１０
コマ目以降のサムネイル画像を表示する。一覧表示されたサムネイル画像の何れかを選択
してその画像を表示モニタに表示するように再生表示操作すると、記録媒体から選択され
たサムネイル画像の本画像が呼び出されて表示モニタに表示される。
【０００４】
最近ではＣＣＤ撮像素子の画素数が数百万画素と増大し、最高画質で撮影した場合には本
画像のデータ量は８～１０ＭＢ程度にもなり、一覧表示で画像を選択してから本画像が呼
び出されるまでに１０秒以上かかってしまう。そのため、従来の電子カメラでは、画像が
選択されたならば先ずサムネイル画像をその画素数のまま表示モニタに拡大表示し、本画
像の呼び出しが完了したところで本画像表示に切り換えるようにしている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、サムネイル拡大表示では表示モニタより画素数の少ないサムネイル画像を
拡大表示しているため、表示モニタに表示された画像は表示が荒くなる。サムネイル画像
の拡大表示がされている間でも他の操作、例えば本画像の拡大表示操作や他の画像の呼び
出し操作などを行うことが可能であるが、モニタ表示画像が荒くて違和感があるため、操
作できるにもかかわらず、本画像による違和感の無い精細な画像が表示されるまで操作を
待ってしまう傾向がある。その結果、画像表示に時間がかかってしまい操作性が低下する
という問題があった。
【０００７】
　（１）請求項１の発明は、被写体像を撮像装置で撮像し、撮像により得られた第１の画
像データを記録媒体に記録する電子カメラにおいて、画像を表示する表示装置と、前記表
示装置へ表示させる画像に対応する画像データを一時的に記憶する一時記憶媒体と、前記
第１の画像データに基づいて、前記表示装置の表示画素数に対応し、前記第1の画像デー
タの画素数よりも少ない画素数の第２の画像データを作成する表示画像作成手段と、前記
第１の画像データおよび前記第２の画像データを前記記録媒体に記録する記録手段と、前
記第２の画像データに基づく画像を前記表示装置に表示させるとともに、前記記録媒体に
記録された前記第１の画像データを前記一時記憶媒体へ読み込ませる制御手段と、前記表
示装置に表示された画像の拡大表示を指示する拡大指示手段とを備え、前記制御手段は、
前記第２の画像データに基づく画像の前記表示装置への表示中に、前記拡大指示手段によ
り拡大が指示された場合には、前記一時記憶媒体へ読み込ませた前記第１の画像データに
基づいて拡大画像を表示させることを特徴とする。
【０００８】
なお、本発明の構成を説明する上記課題を解決するための手段の項では、本発明を分かり
易くするために発明の実施の形態の図を用いたが、これにより本発明が発明の実施の形態
に限定されるものではない。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、図１～図７を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１は、本発明による電子
カメラの一実施の形態を示す図であり、（ａ）はカメラを上方から見た平面図、（ｂ）は
カメラを後方から見た背面図、（ｃ）はズームレンズを繰り出したときの平面図である。
図１（ａ）に示すように、電子カメラ１の上面には、電源のオン／オフ操作を行うメイン
スイッチ４と、レリーズボタン５と、撮影モードと再生モードとの切換操作を行う選択ダ
イヤル６と、カメラ情報を表示する表示パネル７とが設けられている。ここで、撮影モー
ドとは撮像した被写体像を画像データとして記録する動作モードであり、再生モードとは
記録した画像データを読み出して表示モニタ３に表示する動作モードである。
【００１０】
また、図１（ｂ）に示すように、カメラ背面には、画像表示用の表示モニタ３と、ファイ
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ンダー接眼窓８と、ズームレンズ２をズーム操作するためのズーム切換えボタン９と、選
択ボタン１１ａ～１１ｄとが設けられている。選択ボタン１１ａ～１１ｄは、表示モニタ
３にメニュー画面が表示されているときのメニュー選択に用いられたり、再生モード時の
画像選択に用いられたりする。１０は、再生モード時にサムネイル一覧表示をさせるため
のサムネイルボタンである。ズーム切換ボタン９のＷ側を押し込むとズームレンズ２は広
角側に駆動され、Ｔ側を押し込むと望遠側に駆動される。なお、再生モード時には、ズー
ム切換ボタン９は再生画像を拡大するための操作ボタンとして機能し、Ｔ側を操作すると
再生画像が拡大表示され、Ｗ側を操作すると拡大表示が解除される。
【００１１】
図２は、電子カメラ１の回路ブロックを示す図である。電子カメラ１は、焦点検出／調節
処理および測光処理などを制御するメインＣＰＵ２１２と、画像処理および画像表示処理
を制御する画像処理用のＡＳＩＣ２０６と、各スイッチからの入力信号を制御するスイッ
チ制御用のＣＰＵ２１３とにより制御されている。スイッチ制御ＣＰＵ２１３は、電子カ
メラ１の操作部２１４に設けられた各スイッチが操作されたときはその情報をＣＰＵ２１
２へ送り、ズーム切換えボタン９が操作されたときはズームレンズ駆動装置２１６を制御
してズームレンズ２を駆動するように構成されている。
【００１２】
ズームレンズ２の後方にはＣＣＤやＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子２０２が配置さ
れており、ズームレンズ２に入射した被写体光は撮像素子２０２の撮像面に結像される。
撮像素子２０２はドライバ回路２０３を介してＡＳＩＣ２０６により駆動制御され、プリ
プロセス回路２０４およびＡ／Ｄ変換回路２０５との動作タイミングが制御される。プリ
プロセス回路２０４は、撮像素子２０２から出力されたアナログ信号に対してゲイン調整
や雑音除去等のアナログ処理を施す回路であり、ＡＧＣ回路やＣＤＳ回路などを含む。プ
リプロセス回路２０４から出力されたアナログ信号は、Ａ／Ｄ変換回路２０５によりデジ
タル信号に変換される。
【００１３】
画像処理用ＡＳＩＣ２０６は主に次のような画像処理を行う。
▲１▼Ａ／Ｄ変換回路２０５によりデジタル変換された画像データに対して、輪郭補償や
ガンマ補正等の画像前処理を行う。
▲１▼画像前処理された画像データに対して表示モニタ３の表示解像度に応じた間引き処
理（画像サイズ圧縮処理）等を行い、表示モニタ３に表示するための表示用画像を作成す
る。なお、表示解像度は１インチあたりの画素数を意味するが、ここでは表示画面の画素
数の意味で用いることにする。一般的に用いられる表示モニタの画素数が６４０×４８０
画素（ＶＧＡ）である。
▲３▼上記表示用画像を更に間引き処理し、１６０×１２０画素のサムネイル画像を作成
する。
▲４▼画像データを所定の形式（例えばＪＰＥＧ形式）で圧縮する。
▲５▼画像データのホワイトバランス調整を行う。
【００１４】
バッファメモリ２０７は画像データを一時的に記憶するためのメモリであり、ＳＲＡＭ、
ＶＲＡＭ、ＳＤＲＡＭなどが用いられる。２０８は電子カメラ１に着脱可能なメモリカー
ドであり、圧縮または非圧縮の画像データ，表示画像データおよびサムネイル画像データ
が所定の画像情報を付与されて記憶される。なお、本実施の形態では着脱可能なメモリカ
ード２０８に画像データを記録するようにしたが、電子カメラ１の本体内に容量の大きな
記憶素子を設けて、それに画像データを記録保持するようにしても良い。
【００１５】
ＡＦ装置２１７は、焦点検出用の被写体光を受光する不図示の受光素子および焦点調節装
置により構成され、焦点検出用の受光素子で検出された焦点検出データに基づいて、ズー
ムレンズ２に入射する被写体光が撮像素子２０２上で結像するようにズームレンズ２を合
焦位置へ駆動する。測光装置２１８は不図示の受光素子により構成され、例えば、上述し
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たＡＦ装置２１７で焦点調節状態が検出される領域において被写体の輝度を測定する。ま
た、表示パネル７は表示パネル用ドライバ回路２２０を介してＣＰＵ２１２に接続されて
おり、表示パネル７には閃光装置２１９の発光モード設定や撮影枚数などが表示される。
スイッチ制御ＣＰＵ２１３には、レリーズボタン５（図１参照）に連動する半押しスイッ
チ２３１および全押しスイッチ２３２から半押し信号および全押し信号がそれぞれ入力さ
れる。
【００１６】
なお、電子カメラ１には「シングルＡＦモード」と「コンティニュアスＡＦモード」の２
つのＡＦ動作モードが設けられている。「シングルＡＦモード」に設定されているとき、
上述したように半押しスイッチ２３１が操作されることによりＡＦ装置２１７で焦点検出
動作が行われ、「コンティニュアスＡＦモード」に設定されているとき、電子カメラ１が
撮影モードに切換えられていると、常にＡＦ装置２１７で焦点検出／合焦動作が行われる
。
【００１７】
《撮影動作説明》
次いで、撮影モード時における撮影動作について、図３のフローチャートを参照して説明
する。メインスイッチ４がオンされている状態で選択ダイヤル６を撮影モード位置に切換
えるか、もしくは、選択ダイヤル６を撮影モードにした状態でメインスイッチ４をオンと
すると、ＣＰＵ２１２は図３の撮影処理を実行する。このとき、ズームレンズ２は図１（
ａ）の状態から図１（ｃ）の状態に繰り出される。なお、繰り出されたズームレンズ２は
、電子カメラ１が後述する再生モードに切換えられたとき、またはメインスイッチ４がＯ
ＦＦされたときに図１（ａ）の状態に沈胴する。
【００１８】
ステップＳ１は半押しスイッチ２３１がオンされたか否かを判断するステップであり、Ｎ
Ｏと判断されるとステップＳ２へ進み。ＹＥＳと判断されるとステップＳ７へ進む。ステ
ップＳ２では、被写体像が撮像素子２０２により撮像され、撮像素子２０２からアナログ
画像信号が出力される。ステップＳ３では、プリプロセス回路２０４によるアナログ処理
，Ａ／Ｄ変換回路２０５によるデジタル信号への変換および画像処理用ＡＳＩＣ２０６に
よる画像前処理が行われ、この前処理後の画像データはバッファメモリ２０７に一旦格納
される。
【００１９】
ステップＳ４では、バッファメモリ２０７から画像処理用ＡＳＩＣ２０６に画像データが
読み出され、表示モニタ３の表示解像度に応じた表示用画像が作成される。ステップＳ５
では、ステップＳ４で作成された表示用画像を表示モニタ３に表示する。続くステップＳ
６において、メインスイッチ４がオフまたはモードが撮影モードから再生モードに切り換
えられたか否かを判断する。ＮＯと判断されるとステップＳ１へ戻り、ＹＥＳと判断され
ると一連の撮影モード処理を終了する。この表示モニタ３に表示される表示画像はスルー
画像と呼ばれ、ステップＳ１～Ｓ６までの処理が繰り返し行われることにより、ズームレ
ンズ２に入射される被写体光に基づいて所定の間隔で更新される。
【００２０】
一方、レリーズボタン５が半押しされて半押しスイッチ２３１がオンとされると、ステッ
プＳ１からステップＳ７へと進みＡＦ装置２１７による焦点調節処理が行われた後に、ス
テップＳ８において測光装置２１８による測光（被写体輝度測定）が行われる。ステップ
Ｓ９は全押しスイッチ２３２がオンか否かを判断するステップであり、レリーズボタン５
が全押しされてＹＥＳと判断されるとステップＳ１０へ進み、ＮＯと判断されるとステッ
プＳ６へ進む。
【００２１】
ステップＳ９からステップＳ１０へ進んだ場合には、測光装置２１８による測光結果とあ
らかじめ設定されているモード設定とに応じて露出値が制御されて撮影が行われ、その時
の画像信号が撮像素子２０２からプリプロセス回路２０４に出力される。ステップＳ１１
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ではステップＳ３と同様の処理が行われ、前処理後の画像データがバッファメモリ２０７
に一旦格納される。ステップＳ１２では、画像処理用ＡＳＩＣ２０６でホワイトバランス
調整が行われ、ホワイトバランス調整後の画像データは再びバッファメモリ２０７へ格納
される。
【００２２】
ステップＳ１３では、バッファメモリ２０７に記憶された画像データを再び画像処理用Ａ
ＳＩＣ２０６に読み込み、間引き処理を行って表示モニタ３用のＶＧＡ画像を作成し、バ
ッファメモリ２０７に記憶する。このＶＧＡ画像はフリーズ画面と呼ばれ、撮影画面とし
て表示モニタ３に表示される。ステップＳ１４では、上記のＶＧＡ画像を更に間引き処理
して、１６０×１２０画素のサムネイル画像を作成し、バッファメモリ２０７に記憶する
。
【００２３】
ステップＳ１５では、ホワイトバランス調整が行われた画像データに対して、さらに画像
圧縮処理が行われる。この画像は本画像と呼ばれ、ステップＳ１６において、ＶＧＡ画像
データおよびサムネイル画像データとともにメモリカード２０８に記録される。図４は画
像ファイルの構造を概念的に示す図であり、一つの画像ファイルはヘッダ情報と本画像デ
ータとから構成される。ヘッダ情報には、撮影情報，ＶＧＡ画像データおよびサムネイル
画像データが記録される。ステップＳ１６の記録処理が終了したならばステップＳ６に進
む。
【００２４】
なお、上述した説明では本画像データをメモリカード２０８へ記録する際に圧縮処理を施
したが、画質低下を防止する目的で非圧縮のまま記録するようにしても良い。さらに、Ｖ
ＧＡ画像データについても、圧縮処理を施した後にメモリカード２０８に記録するように
しても良い。それにより、メモリカード２０８のメモリ容量への負担を軽くすることがで
きる。
【００２５】
《再生動作説明》
次に、再生モード時における再生動作について説明する。メインスイッチ４がオンされて
いる状態で選択ダイヤル６を再生モード位置に切換えるか、もしくは、選択ダイヤル６を
再生モードにした状態でメインスイッチ４をオンとすると、電子カメラ１は再生モードと
なる。再生モードではメモリカード２０８に記録されている画像データが読み込まれて表
示モニタ３に表示されるが、表示モニタ３に１コマ分が表示される１コマ再生モードと、
表示モニタ３に複数コマが同時表示されるサムネイル表示モードとがある。
【００２６】
まず、１コマ再生モードの一例を、図５のフローチャートを用いて説明する。図５のフロ
ーチャートは、１コマ再生モードにおいて画像の拡大表示をさせる場合の処理を示したも
のである。選択ダイヤル６が再生位置に操作されると、ＣＰＵ２１２は図５の処理を実行
する。ステップＳ１０１では、メモリカード２０８に記録されているＶＧＡ画像データが
バッファメモリ２０７に読み出され、画像処理用ＡＳＩＣ２０６によりＶＧＡ画像が表示
モニタ３に表示される。このとき、最後に撮影された最新の画像のＶＧＡ画像が読み出さ
れる。なお、メモリカード２０８のＶＧＡ画像データが圧縮処理されている場合には、画
像処理用ＡＳＩＣ２０６により画像データの伸張処理が行われる。
【００２７】
ステップＳ１０２では、メモリカード２０８に記録されている最新の画像データ、すなわ
ち最後に撮影された画像に関する本画像データ、すなわち表示モニタ３に表示されている
ＶＧＡ画像の本画像データのバッファメモリ２０７への読み込みが開始される。ステップ
Ｓ１０３は選択ボタン１１ｃまたは１１ｄが操作されてコマ送り操作が行われたか否かを
判断するステップであり、ＮＯと判断されるとステップＳ１０４へ進み、ＹＥＳと判断さ
れるとステップＳ１０８へ進む。
【００２８】
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先ず、ステップＳ１０３からステップＳ１０４へ進んだ場合について説明する。ステップ
Ｓ１０４は、ズーム切換ボタン９のＴ側が操作されて表示画像の拡大表示操作がされたか
否かを判断するステップであり、ＹＥＳと判断されるとステップＳ１０５へ進み、ＮＯと
判断されるとステップＳ１０７へ進む。ステップＳ１０５は、ステップＳ１０２で開始し
た本画像データの読み込みが完了したか否かを判断するステップであり、ＹＥＳと判断さ
れるとステップＳ１０６へ進んで本画像データを用いた拡大画像を表示モニタ３に表示し
、ステップＳ１０７へ進む。また、ステップＳ１０５でＮＯと判断されると、ステップＳ
１０６をスキップしてステップＳ１０７へ進む。ステップＳ１０７は選択ダイヤル６が撮
影位置に操作されたか否かを判断するステップであり、ＮＯと判断されるとステップＳ１
０３へ戻り、ＹＥＳと判断されると再生動作を終了する。
【００２９】
一方、ステップＳ１０３からステップＳ１０８へ進んだ場合には、ステップＳ１０２にお
いて開始された本画像データの読み込みを中止する。ステップＳ１０９では、コマ送り操
作により選択された画像のＶＧＡ画像データがメモリカード２０８からバッファメモリ２
０７に読み出され、画像処理用ＡＳＩＣ２０６によりＶＧＡ画像が表示モニタ３に表示さ
れる。次いで、ステップＳ１１０において、選択された画像に関する本画像データのバッ
ファメモリ２０７への読み込みを開始したならば、ステップＳ１０７へ進む。
【００３０】
次に、サムネイル表示モードの場合の再生動作について説明する。再生モードでサムネイ
ルボタン１２を操作すると、表示モニタに図６（ａ）に示すようなサムネイル画像の一覧
が表示される。図６（ａ）に示す例では、表示モニタの表示領域は３×３の９個に分割さ
れ、メモリカード２０８に記録されている画像の画像ナンバー１～９のサムネイル画像が
（１）～（９）の領域に表示される。３０は画像選択枠であり、図１（ｂ）の選択ボタン
１１ａ～１１ｄを操作することにより上下左右に移動させることができる。
【００３１】
図６（ａ）に示すようにサムネイル画像Ｎｏ１の位置に画像選択枠３０があるときに再び
サムネイルボタン１０を操作すると、図６（ｂ）に示すように画像Ｎｏ１のＶＧＡ画像が
表示モニタ３に表示される。この表示動作は、図５のステップＳ１０１と同様の動作であ
り、それ以後の拡大動作は１コマ表示モードの場合と同様なので説明を省略する。なお、
サムネイル表示モードの場合には、図５のステップＳ１０３で判定されるコマ送り操作と
は、次のような一連の操作を指している。すなわち、サムネイルボタン１０を操作して１
コマ表示状態からサムネイル一覧表示状態とし、選択ボタン１１ｃおよび１１ｄにより画
像選択枠３０を選択すべき画像位置へ移動させ、さらに、サムネイルボタン１０を操作し
て選択した画像の１コマ表示を指示する。
【００３２】
上述したように、本実施の形態では、表示モニタ３に１コマ表示する場合には先ずＶＧＡ
画像を表示モニタ３に表示し、そのバックグラウンドにおいて表示されたＶＧＡ画像の本
画像データの読み込み作業を行うようにしている。そして、拡大表示操作が行われたなら
ば、ＶＧＡ画像表示中に読み込まれた本画像データを用いて拡大表示が行われる。なお、
拡大表示操作がされた時に未だ本画像データの読み込みが完了していない場合には、表示
モニタ３上にデータ読み込み中を表すマークを表示する。マーク表示中は、本画像データ
を必要とする操作は禁止される。
【００３３】
このように、本実施の形態では、撮影画像記録時に表示モニタ３の表示解像度に対応した
ＶＧＡ画像データをメモリカード２０８に記録し、１コマ再生表示する場合にはこのＶＧ
Ａ画像を表示するようにしているので、従来のようにサムネイル画像を拡大表示する場合
と比べ画質が明らかに異なり、あたかも本画像が表示されているように感じられる。その
ため、本画像の読み込み完了を待たずにコマ送り操作が行われ、連続する表示動作を効率
よく行うことができる。また、拡大表示を必要としないスライドショーなどの場合には、
本画像読み出しも実行しないため高速処理することができる。
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【００３４】
図７は、２コマ分の表示動作を行って、２コマ目を拡大表示した場合のタイムチャートを
従来の場合と比較したものであり、（ａ）は本発明によるもので、（ｂ）は従来の電子カ
メラの例である。図７（ｂ）に示すように、従来は再生操作が行われると、先ず、サムネ
イル拡大表示が行われ、本画像データの読み込みが完了したときに本画像データに基づく
画像表示に切り換えられる。サムネイル画像は表示モニタ３より画素数が少ないので、サ
ムネイル拡大表示はやや粗い画像となる。そのため、精細な本画像表示になるまで、次の
操作（コマ送りや拡大表示）を待ってしまう傾向がある。なお、本画像データによる表示
を行う場合には、表示モニタ３の解像度（ＶＧＡ）に合わせて本画像データの間引き処理
を行い、間引き処理後のデータによりＶＧＡ画像を表示する。
【００３５】
一方、本実施の形態では、図７（ａ）に示すように再生操作により精細なＶＧＡ画像が表
示される。ＶＧＡ画像データは６４ＫＢ程度の容量なので、約１０ＭＢもある本画像デー
タに比べメモリカード２０８からの読み込み時間が非常に少なくて済む。そのため、再送
操作と同時に素早く表示することができるとともに、本画像データを用いた表示と同様の
画質の画像が表示される。その結果、あたかも本画像データによる画像表示が成されてい
ると感じることができ、次々とコマ送り操作や拡大操作が行われる。
【００３６】
また、表示用ＶＧＡ画像と本画像とを別々のファイルとすると管理用ファイルが別に必要
になるが、本実施の形態では、図３に示したように本画像と共通の１つのファイルに記録
されるので、管理用ファイルが不要となる利点がある。
【００３７】
ここで、３３０万画素レベルの電子カメラにおける撮影画像の一例を示すと、２０４８×
１５３０画素のフルサイズ画像、１０２４×７６８画素のＸＧＡ画像、６４０×４８０画
素のＶＧＡ画像での撮影が行える。フルサイズ画像を非圧縮で記録するとその容量は１０
ＭＢ程度となるが、ＪＰＥＧ圧縮すると圧縮の程度により１／４、１／８，１／１６のよ
うにデータ容量を小さくすることができる。表示モニタ３の解像度は一般的にＶＧＡのも
のが使用されるので、フルサイズおよびＸＧＡの各本画像データに対して表示用ＶＧＡ画
像データを作成し、ＶＧＡの本画像については、再生操作に対して本画像データによる再
生表示を行うようにしても良い。もちろん、フルサイズ、ＸＧＡおよびＶＧＡの全ての本
画像にについて、表示モニタ解像度に対応する表示用ＶＧＡ画像を作成しても良い。
【００３８】
なお、上述した実施の形態では静止画像を例に説明したが、動画にも同様に適用できる。
例えば、動画を構成する複数の静止画の内の最初のものに基づいて表示用画像とサムネイ
ル画像とを作成し、各々本画像である動画とともにメモリカード２０８に記録する。例え
ば、図６（ａ）のようなサムネイル一覧表示時にはサムネイル画像により動画が表示され
、その動画が選択されると表示用画像のみが表示モニタ３に表示され、バックグラウンド
では本画像の読み込みが行われる。さらに、動画再生操作がされると、本画像の読み込み
が完了するのを待って動画表示が開始される。なお、動画の場合には、表示モニタ３の解
像度であるＶＧＡよりも小さな画像、例えばＶＧＡの１／４の画像の動画が撮影表示され
るので、表示用画像はＶＧＡの１／４の画像となる。
【００４０】
　以上説明したように、本発明によれば、第２の画像データに基づく画像を表示装置に表
示している時に、その画像の拡大表示が指示された場合に、第２の画像データよりも画素
数の多い第１の画像データに基づき拡大画像を表示させるので、その拡大画像を精細に表
示することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による電子カメラの一実施の形態を示す図であり、（ａ）はカメラを上方
から見た平面図、（ｂ）はカメラを後方から見た背面図、（ｃ）はズームレンズを繰り出
したときの平面図である。
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【図２】電子カメラ１の回路ブロック図である。
【図３】撮影動作処理を説明するフローチャートである。
【図４】画像ファイルの構造を概念的に示す図である。
【図５】再生動作を説明するフローチャートである。
【図６】表示モニタ３の表示形態を説明する図であり、（ａ）はサムネイル一覧表示を示
し、（ｂ）はＶＧＡ画像による１コマ表示を示す。
【図７】本発明と従来例との再生動作を比較するためのタイムチャート図であり、（ａ）
は本発明によるもので、（ｂ）は従来のもの。
【符号の説明】
１　電子カメラ
２　ズームレンズ
３　表示モニタ
４　メインスイッチ
５　レリーズボタン
６　選択ダイヤル
９　ズーム切換ボタン
１０　サムネイルボタン
１１ａ～１１ｄ　選択ボタン
２０２　撮像素子
２０６　画像表示用ＡＳＩＣ
２０７　バッファメモリ
２０８　メモリカード
２１２　メインＣＰＵ
２１３　スイッチ制御ＣＰＵ
２１４　操作部
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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