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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録可能なカメラ装置において、
　（１）被写体像をモザイク状に表示させるように加工するモザイク処理、
　（２）表示密度を部分的或いは全体的に変化させて、被写体像を部分的或いは全体的に
変形する変形処理、
　（３）被写体像をぼかして表示させるぼかし処理、
　（４）被写体像を浮き上がるように表示させる浮彫り処理、
　（５）被写体像の輪郭を抽出して表示させる輪郭抽出処理
　のうち少なくとも複数の画像処理を含む画像加工手段と、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に操作される加工表示用ボ
タンと、
　この加工表示用ボタンの操作によって前記画像加工手段に含まれる複数の画像加工処理
を示す選択画面を前記表示装置に表示させる選択画面表示手段と、
　この選択画面表示手段によって表示された複数の画像加工処理の一つを選択する加工処
理選択手段と、
　この加工処理選択手段によって選択された画像加工処理を前記画像加工手段に実行させ
ることにより前記一定周期で取り込まれた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順
次表示させる変形画像表示制御手段と、
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　この変形画像表示制御手段によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されて
いる際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工
された前記被写体像を前記記録媒体に記録させる記録制御手段とを備えたことを特徴とす
るカメラ装置。
【請求項２】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録可能なカメラ装置において、
　（１）被写体像をモザイク状に表示させるように加工するモザイク処理、
　（２）表示密度を部分的或いは全体的に変化させて、被写体像を部分的或いは全体的に
変形する変形処理、
　（３）被写体像をぼかして表示させるぼかし処理、
　（４）被写体像を浮き上がるように表示させる浮彫り処理、
　（５）被写体像の輪郭を抽出して表示させる輪郭抽出処理
　のうち少なくとも複数の画像処理を含む画像加工手段と、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に前記画像加工手段に含ま
れる複数の画像加工処理の一つを選択する加工処理選択手段と、
　この加工処理選択手段によって選択された画像加工処理を前記画像加工手段に実行させ
ることにより前記一定周期で取り込まれた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順
次表示させる変形画像表示制御手段と、
　この変形画像表示制御手段によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されて
いる際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工
された被写体像及び前記加工処理選択手段によって選択された画像加工処理の種類を示す
情報をそれぞれ対応させて前記記録媒体に記録させる記録制御手段とを備えたことを特徴
とするカメラ装置。
【請求項３】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録可能なカメラ装置において、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に操作される加工表示用ボ
タンと、
　この加工表示用ボタンの操作によってそれぞれ異なる複数の画像加工処理を示す選択画
面を前記表示装置に表示させる選択画面表示手段と、
　この選択画面表示手段によって表示された複数の画像加工処理の一つを選択する加工処
理選択手段と、
　この加工処理選択手段によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示制御手段と
、
　この変形画像表示制御手段によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されて
いる際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工
された前記被写体像を前記記録媒体に記録させる記録制御手段とを備え、
　前記画像加工処理は、前記取り込まれた被写体像の一部のみを変形加工することを特徴
とするカメラ装置。
【請求項４】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録可能なカメラ装置において、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際にそれぞれ異なる複数の画
像加工処理の一つを選択する加工処理選択手段と、
　この加工処理選択手段によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示制御手段と
、
　この変形画像表示制御手段によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されて
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いる際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工
された被写体像及び前記加工処理選択手段によって選択された画像加工処理の種類を示す
情報をそれぞれ対応させて前記記録媒体に記録させる記録制御手段とを備え、
　前記画像加工処理は、前記取り込まれた被写体像の一部のみを変形加工することを特徴
とするカメラ装置。
【請求項５】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録可能なカメラ装置において、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に操作される加工表示用ボ
タンと、
　この加工表示用ボタンの操作によってそれぞれ異なる複数の画像加工処理を示す選択画
面を前記表示装置に表示させる選択画面表示手段と、
　この選択画面表示手段によって表示された複数の画像加工処理の一つを選択する加工処
理選択手段と、
　この加工処理選択手段によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示制御手段と
、
　この変形画像表示制御手段によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されて
いる際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工
された前記被写体像を前記記録媒体に記録させる記録制御手段とを備え、
　前記画像加工処理は、前記被写体像のユーザ指定の範囲の色彩を置換してユーザ指定の
色に塗り替える色置換処理を含むことを特徴とするカメラ装置。
【請求項６】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録可能なカメラ装置において、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際にそれぞれ異なる複数の画
像加工処理の一つを選択する加工処理選択手段と、
　この加工処理選択手段によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示制御手段と
、
　この変形画像表示制御手段によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されて
いる際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工
された被写体像及び前記加工処理選択手段によって選択された画像加工処理の種類を示す
情報をそれぞれ対応させて前記記録媒体に記録させる記録制御手段とを備え、
　前記画像加工処理は、前記被写体像のユーザ指定の範囲の色彩を置換してユーザ指定の
色に塗り替える色置換処理を含むことを特徴とするカメラ装置。
【請求項７】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録可能なカメラ装置において、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に操作される加工表示用ボ
タンと、
　この加工表示用ボタンの操作によってそれぞれ異なる複数の画像加工処理を示す選択画
面を前記表示装置に表示させる選択画面表示手段と、
　この選択画面表示手段によって表示された複数の画像加工処理の一つを選択する加工処
理選択手段と、
　この加工処理選択手段によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示制御手段と
、
　この変形画像表示制御手段によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されて
いる際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工
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された前記被写体像を前記記録媒体に記録させる記録制御手段とを備え、
　前記記録制御手段は、前記画像加工処理によって変形加工された被写体像と、変形加工
されていない被写体像とを対応させて前記記憶媒体に記憶させる手段を備えていることを
特徴とするカメラ装置。
【請求項８】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録可能なカメラ装置において、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際にそれぞれ異なる複数の画
像加工処理の一つを選択する加工処理選択手段と、
　この加工処理選択手段によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示制御手段と
、
　この変形画像表示制御手段によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されて
いる際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工
された被写体像及び前記加工処理選択手段によって選択された画像加工処理の種類を示す
情報をそれぞれ対応させて前記記録媒体に記録させる記録制御手段とを備え、
　前記記録制御手段は、前記画像加工処理によって変形加工された被写体像と、変形加工
されていない被写体像とを対応させて前記記憶媒体に記憶させる手段を備えていることを
特徴とするカメラ装置。
【請求項９】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録させる撮像方法であって、
　（１）被写体像をモザイク状に表示させるように加工するモザイク処理、
　（２）表示密度を部分的或いは全体的に変化させて、被写体像を部分的或いは全体的に
変形する変形処理、
　（３）被写体像をぼかして表示させるぼかし処理、
　（４）被写体像を浮き上がるように表示させる浮彫り処理、
　（５）被写体像の輪郭を抽出して表示させる輪郭抽出処理
　のうち少なくとも複数の画像処理を含む画像加工手段と、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に加工表示用ボタンの操作
によって前記画像加工手段に含まれる複数の画像加工処理を示す選択画面を前記表示装置
に表示させる選択画面表示工程と、
　この選択画面表示工程によって表示された複数の画像加工処理の一つを選択する加工処
理選択工程と、
　この加工処理選択工程によって選択された画像加工処理を前記画像加工手段に実行させ
ることにより前記一定周期で取り込まれた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順
次表示させる変形画像表示工程と、
　この変形画像表示工程によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている
際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工され
た前記被写体像を前記記録媒体に記録させる記録工程とを含むことを特徴とする撮像方法
。
【請求項１０】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録させる撮像方法であって、
　（１）被写体像をモザイク状に表示させるように加工するモザイク処理、
　（２）表示密度を部分的或いは全体的に変化させて、被写体像を部分的或いは全体的に
変形する変形処理、
　（３）被写体像をぼかして表示させるぼかし処理、
　（４）被写体像を浮き上がるように表示させる浮彫り処理、
　（５）被写体像の輪郭を抽出して表示させる輪郭抽出処理
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　のうち少なくとも複数の画像処理を含む画像加工手段と、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に前記画像加工手段に含ま
れる複数の画像加工処理の一つを選択する加工処理選択工程と、
　この加工処理選択工程によって選択された画像加工処理を前記画像加工手段に実行させ
ることにより前記一定周期で取り込まれた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順
次表示させる変形画像表示工程と、
　この変形画像表示工程によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている
際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって前記変形加工
された被写体像及び前記加工処理選択手段によって選択された画像加工処理の種類を示す
情報をそれぞれ対応させて前記記録媒体に記録させる記録工程とを含むことを特徴とする
撮像方法。
【請求項１１】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録させる撮像方法であって、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に加工表示用ボタンを操作
することによってそれぞれ異なる複数の画像加工処理を示す選択画面を前記表示装置に表
示させる選択画面表示工程と、
　この選択画面表示工程によって表示された複数の画像加工処理の一つを選択する加工処
理選択工程と、
　この加工処理選択工程によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示工程と、
　この変形画像表示工程によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている
際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工され
た前記被写体像を前記記録媒体に記録させる記録工程とを含み、
　前記画像加工処理は、前記取り込まれた被写体像の一部のみを変形加工することを特徴
とする撮像方法。
【請求項１２】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録させる撮像方法であって、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際にそれぞれ異なる複数の画
像加工処理の一つを選択する加工処理選択工程と、
　この加工処理選択工程によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示工程と、
　この変形画像表示工程によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている
際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって前記変形加工
された被写体像及び前記加工処理選択手段によって選択された画像加工処理の種類を示す
情報をそれぞれ対応させて前記記録媒体に記録させる記録工程とを含み、
　前記画像加工処理は、前記取り込まれた被写体像の一部のみを変形加工することを特徴
とする撮像方法。
【請求項１３】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録させる撮像方法であって、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に加工表示用ボタンを操作
することによってそれぞれ異なる複数の画像加工処理を示す選択画面を前記表示装置に表
示させる選択画面表示工程と、
　この選択画面表示工程によって表示された複数の画像加工処理の一つを選択する加工処
理選択工程と、
　この加工処理選択工程によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示工程と、
　この変形画像表示工程によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている
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際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工され
た前記被写体像を前記記録媒体に記録させる記録工程とを含み、
　前記画像加工処理は、前記被写体像のユーザ指定の範囲の色彩を置換してユーザ指定の
色に塗り替える色置換処理を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項１４】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録させる撮像方法であって、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際にそれぞれ異なる複数の画
像加工処理の一つを選択する加工処理選択工程と、
　この加工処理選択工程によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示工程と、
　この変形画像表示工程によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている
際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって前記変形加工
された被写体像及び前記加工処理選択手段によって選択された画像加工処理の種類を示す
情報をそれぞれ対応させて前記記録媒体に記録させる記録工程とを含み、
　前記画像加工処理は、前記被写体像のユーザ指定の範囲の色彩を置換してユーザ指定の
色に塗り替える色置換処理を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項１５】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録させる撮像方法であって、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に加工表示用ボタンを操作
することによってそれぞれ異なる複数の画像加工処理を示す選択画面を前記表示装置に表
示させる選択画面表示工程と、
　この選択画面表示工程によって表示された複数の画像加工処理の一つを選択する加工処
理選択工程と、
　この加工処理選択工程によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示工程と、
　この変形画像表示工程によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている
際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工され
た前記被写体像を前記記録媒体に記録させる記録工程とを含み、
　前記記録制御手段は、前記画像加工処理によって変形加工された被写体像と、変形加工
されていない被写体像とを対応させて前記記憶媒体に記憶させる処理を含むことを特徴と
する撮像方法。
【請求項１６】
　被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作され
た際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録させる撮像方法であって、
　前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際にそれぞれ異なる複数の画
像加工処理の一つを選択する加工処理選択工程と、
　この加工処理選択工程によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込ま
れた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示工程と、
　この変形画像表示工程によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている
際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって前記変形加工
された被写体像及び前記加工処理選択手段によって選択された画像加工処理の種類を示す
情報をそれぞれ対応させて前記記録媒体に記録させる記録工程とを含み、
　前記記録制御手段は、前記画像加工処理によって変形加工された被写体像と、変形加工
されていない被写体像とを対応させて前記記憶媒体に記憶させる処理を含むことを特徴と
する撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は画像加工表示技術に関し、特に、撮像時に表示する画像を変形加工または一部を
加工して表示し、また、変形加工または一部を加工して表示された画像データを記録媒体
に記録する画像加工補助機能を有するカメラ装置および撮像方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パーソナルコンピュータ（以下、パソコン）等の画像処理装置を用いて画像データを加工
し、原画像とは印象の異なった画像を作成する画像加工技術がある。なお、画像加工技術
の例としては、画像を浮彫り風の表現や、全体或いは一部のディフォルメ（変形）、透明
感のある画像表現、境界を強調表示した表現、他の画像を部分的に取込んだもの、全体的
にぼかしを入れたもの、等がある。
【０００３】
また、従来、上記パソコン等の画像処理装置への画像データは、スキャナー装置により写
真画像等を読取って画像データに変換し直接入力するか、或いはスキャナーで予め記録媒
体に画像データを記録しておき、その記録媒体から画像データを入力していたが、近年、
デジタルカメラ（電子スチルカメラ）の出現によりデジタルカメラをパソコン等の画像処
理装置の画像データ作成装置として利用する例が多くなっている。
【０００４】
ここで、デジタルカメラで撮像される被写体像は、ＣＣＤ等による光電変換、信号変換及
び信号処理等を経て画像データとして記憶媒体に記録される。
また、デジタルカメラの多くは液晶ディスプレイ等からなる表示装置を備えており、この
ようなデジタルカメラでは、ＣＣＤから周期的に取り込んでくる画像（スルー画像）を表
示装置に表示するので、ユーザは表示装置をファインダ代りに用いて表示される画像を見
て確認しながら取り込みたいタイミングでシャッターボタンを押し下げて所望の画像を撮
像（記録保存）することもできるし（記録モード）、また、記録媒体に記録された画像情
報を読み出して表示装置上に再生表示することもできる（再生モード）。
【０００５】
従って、ユーザがある被写体を撮影した場合、記録後、撮影現場で直ちに撮影結果を記録
媒体から読み出して再生し表示装置に表示できるので、仮に、撮影ミスがあったり、撮像
結果が気に入らない場合でも撮り直すことができるという光学カメラにはない便利さをも
っている。
【０００６】
また、デジタルカメラは撮像をデジタルデータ化して記録するという特徴から、単に、光
学カメラの電子的代替物としての写真撮影機としてだけではなく、上述したように、パソ
コン等の画像処理装置用の画像データ作成装置としても用いられるに至っている。
【０００７】
パソコン等の画像処理装置で画像加工を行なう場合には、前述したようにスキャナーで読
取った画像データ或いはデジタルカメラで記録した画像データを一旦パソコン側の記録媒
体に読み込んでからモニターに表示し、所望の画像加工処理用のプログラムにより加工処
理を行なっている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上述したようにパソコンで画像加工を行なう場合はスキャナーやデジタルカメラで記録し
た画像データを一旦パソコン側の記録媒体に読み込んでから加工処理を行うので、画像デ
ータとして与えられるもの（入力画像データ）の加工を行なうことはできるが、被写体を
所望のアングルで観察して望ましい画像を得てそれを加工したり、逆に、ある被写体をあ
る加工方法で処理したら実際にはどうなるかを臨場的に把握することは原理上できなかっ
た。
【０００９】
ここで、発明者は、デジタルカメラでは被写体を表示装置（通常は液晶ディスプレイ）に
表示しながら所望の画像を記録できることから、スルー画像を加工して表示できるように
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デジタルカメラを構成することにより、パソコンによる画像加工処理ではできない、撮像
の際に画像の加工結果の確認ができるという着想を得た。
また、上記着想により、デジタルカメラでスルー画像および再生画像の加工／表示等を行
なえば極めて便利でありデジタルカメラの応用性がより広くなることが見込まれる。
【００１０】
本発明は上記着想に基づいてなされたものであり、撮像時に表示されるスルー画像を変形
加工または一部を加工して表示し、また、変形加工または一部を加工して表示された画像
データを記録媒体に記録する画像加工補助機能を有するカメラ装置および撮像方法の提供
を目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決すべく、本発明のカメラ装置は、被写体像を一定周期で取り込んで表
示装置にスルー表示し、シャッタボタンが操作された際に取り込まれた被写体像の静止画
像を記録媒体に記録可能なカメラ装置において、前記表示装置に前記被写体像のスルー表
示がなされている際に操作される加工表示用ボタンと、この加工表示用ボタンの操作によ
ってそれぞれ異なる複数の画像加工処理を示す選択画面を前記表示装置に表示させる選択
画面表示手段と、この選択画面表示手段によって表示された複数の画像加工処理の一つを
選択する加工処理選択手段と、この加工処理選択手段によって選択された画像加工処理に
より前記一定周期で取り込まれた前記被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示さ
せる変形画像表示制御手段と、この変形画像表示制御手段によって前記変形加工された前
記被写体像が順次表示されている際に前記シャッタボタンの操作により前記選択された画
像加工処理によって変形加工された前記被写体像を前記記録媒体に記録させる記録制御手
段とを備えたカメラ装置において、前記複数の画像加工処理は、（１）被写体像をモザイ
ク状に表示させるように加工するモザイク処理、（２）表示密度を部分的或いは全体的に
変化させて、被写体像を部分的或いは全体的に変形する変形処理、（３）被写体像をぼか
して表示させるぼかし処理、（４）被写体像を浮き上がるように表示させる浮彫り処理、
（５）被写体像の輪郭を抽出して表示させる輪郭抽出処理のうち少なくとも複数の画像加
工処理を含むことを特徴とする。また、前記画像加工処理は、前記取り込まれた被写体像
の一部のみを変形加工することを特徴とする。また、前記画像加工処理は、前記被写体像
のユーザ指定の範囲の色彩を置換してユーザ指定の色に塗り替える色置換処理を含むこと
を特徴とする。また、前記記録制御手段は、前記画像加工処理によって変形加工された被
写体像と、変形加工されていない被写体像とを対応させて前記記憶媒体に記憶させる手段
を備えていることを特徴とする。
　また、本発明の他のカメラ装置は、被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー
表示し、シャッタボタンが操作された際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に
記録可能なカメラ装置において、前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされてい
る際にそれぞれ異なる複数の画像加工処理の一つを選択する加工処理選択手段と、この加
工処理選択手段によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込まれた前記
被写体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示制御手段と、この変
形画像表示制御手段によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている際に
前記シャッタボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって変形加工された被
写体像及び前記加工処理選択手段によって選択された画像加工処理の種類を示す情報をそ
れぞれ対応させて前記記録媒体に記録させる記録制御手段とを備えたカメラ装置において
、前記複数の画像加工処理は、（１）被写体像をモザイク状に表示させるように加工する
モザイク処理、（２）表示密度を部分的或いは全体的に変化させて、被写体像を部分的或
いは全体的に変形する変形処理、（３）被写体像をぼかして表示させるぼかし処理、（４
）被写体像を浮き上がるように表示させる浮彫り処理、（５）被写体像の輪郭を抽出して
表示させる輪郭抽出処理のうち少なくとも複数の画像加工処理を含むことを特徴とする。
また、前記画像加工処理は、前記取り込まれた被写体像の一部のみを変形加工することを
特徴とする。また、前記画像加工処理は、前記被写体像のユーザ指定の範囲の色彩を置換
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してユーザ指定の色に塗り替える色置換処理を含むことを特徴とする。また、前記記録制
御手段は、前記画像加工処理によって変形加工された被写体像と、変形加工されていない
被写体像とを対応させて前記記憶媒体に記憶させる手段を備えていることを特徴とする。
【００１２】
　また、前記複数の画像加工処理は、下記（１）～（５）の画像加工処理のうちから選ば
れた複数の画像加工処理を含むことを特徴とする
（１） 写体像をモザイク状に表示させるように加工するモザイク処理、
（２） 表示密度を部分的或いは全体的に変化させて、被写体像を部分的或いは全体的に
変形する変形処理
（３） 被写体像をぼかして表示させるぼかし処理、
（４） 被写体像を浮き上がるように表示させる浮彫り処理、
（５） 被写体像の輪郭を抽出して表示させる輪郭抽出処理。
【００１３】
　また、前記画像加工処理は、前記取り込まれた被写体像の一部のみを変形加工すること
を特徴とする。
【００１４】
　また、前記画像加工処理は、前記被写体像のユーザ指定の範囲の色彩を置換してユーザ
指定の色に塗り替える色置換処理を含むことを特徴とする。
【００１５】
　また、前記記録制御手段は、前記画像加工処理によって変形加工された被写体像と、変
形加工されていない被写体像とを対応させて前記記憶媒体に記憶させる手段を備えている
ことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の撮像方法は、被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表示し
、シャッタボタンが操作された際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記録さ
せる撮像方法であって、前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際に加
工表示用ボタンを操作することによってそれぞれ異なる複数の画像加工処理を示す選択画
面を前記表示装置に表示させる選択画面表示工程と、この選択画面表示工程によって表示
された複数の画像加工処理の一つを選択する加工処理選択工程と、この加工処理選択工程
によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込まれた前記被写体像を変形
加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示工程と、この変形画像表示工程によ
って前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている際に前記シャッタボタンの操
作により前記選択された画像加工処理によって変形加工された前記被写体像を前記記録媒
体に記録させる記録工程とを含む撮像方法において、前記複数の画像加工処理は、（１）
被写体像をモザイク状に表示させるように加工するモザイク処理、（２）表示密度を部分
的或いは全体的に変化させて、被写体像を部分的或いは全体的に変形する変形処理、（３
）被写体像をぼかして表示させるぼかし処理、（４）被写体像を浮き上がるように表示さ
せる浮彫り処理、（５）被写体像の輪郭を抽出して表示させる輪郭抽出処理のうち少なく
とも複数の画像加工処理を含むことを特徴とする。また、前記画像加工処理は、前記取り
込まれた被写体像の一部のみを変形加工することを特徴とする。また、前記画像加工処理
は、前記被写体像のユーザ指定の範囲の色彩を置換してユーザ指定の色に塗り替える色置
換処理を含むことを特徴とする。また、前記記録制御手段は、前記画像加工処理によって
変形加工された被写体像と、変形加工されていない被写体像とを対応させて前記記憶媒体
に記憶させる処理を含むことを特徴とする。
　また、本発明の他の撮像方法は、被写体像を一定周期で取り込んで表示装置にスルー表
示し、シャッタボタンが操作された際に取り込まれた被写体像の静止画像を記録媒体に記
録させる撮像方法であって、前記表示装置に前記被写体像のスルー表示がなされている際
にそれぞれ異なる複数の画像加工処理の一つを選択する加工処理選択工程と、この加工処
理選択工程によって選択された画像加工処理により前記一定周期で取り込まれた前記被写
体像を変形加工して前記表示装置に順次表示させる変形画像表示工程と、この変形画像表



(10) JP 4155419 B2 2008.9.24

10

20

30

40

50

示工程によって前記変形加工された前記被写体像が順次表示されている際に前記シャッタ
ボタンの操作により前記選択された画像加工処理によって前記変形加工された被写体像及
び前記加工処理選択手段によって選択された画像加工処理の種類を示す情報をそれぞれ対
応させて前記記録媒体に記録させる記録工程とを含む撮像方法において、前記複数の画像
加工処理は、（１）被写体像をモザイク状に表示させるように加工するモザイク処理、（
２）表示密度を部分的或いは全体的に変化させて、被写体像を部分的或いは全体的に変形
する変形処理、（３）被写体像をぼかして表示させるぼかし処理、（４）被写体像を浮き
上がるように表示させる浮彫り処理、（５）被写体像の輪郭を抽出して表示させる輪郭抽
出処理のうち少なくとも複数の画像加工処理を含むことを特徴とする。また、前記画像加
工処理は、前記取り込まれた被写体像の一部のみを変形加工することを特徴とする。また
、前記画像加工処理は、前記被写体像のユーザ指定の範囲の色彩を置換してユーザ指定の
色に塗り替える色置換処理を含むことを特徴とする。また、前記記録制御手段は、前記画
像加工処理によって変形加工された被写体像と、変形加工されていない被写体像とを対応
させて前記記憶媒体に記憶させる処理を含むことを特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
＜回路構成例＞
図１は、本発明を適用したデジタルカメラの回路構成例を示すブロック図であり、図１（
ａ）で、デジタルカメラ１００は、画像データ入力系１０、制御部２０、操作部３０、表
示部４０、記録部５０およびインターフェイス８１を有している。
【００１８】
画像データ入力系１０は、光学系１１，信号変換部１２，信号処理部１３，データ圧縮／
伸張部１４，およびＤＲＡＭ（ダイナミックメモリー）１５を有している。
【００１９】
光学系１１は、撮像レンズおよび絞り等の光学系機構１１を含み、被写体からの光を後段
の信号変換部１２のＣＣＤ１２１上に結像させる。
信号変換部１２は、ＣＣＤ１２１，ＣＣＤ駆動用タイミング信号生成回路（ＴＧ）１２２
，ＣＣＤ駆動用垂直ドライバ１２３，サンプルホールド回路１２４およびＡ／Ｄ変換器１
２５を含み、前段の光学系１１を介してＣＣＤ１２１に結像した画像を電気信号に変換し
、デジタルデータに変換して一定の周期で１フレーム分出力する。
【００２０】
信号処理部１３は、カラープロセス回路１３１およびＤＭＡコントローラ１３２を有して
いる。
カラープロセス回路１３１は信号変換部１２からの出力をカラープロセス処理して、デジ
タルの輝度、色差マルチプレクス信号（ＹＵＶデータ（以下、画像データ））としてＤＭ
Ａコントローラ１３２のバッファに書込む。
ＤＭＡコントローラ１３２はバッファに書込まれた画像データをＤＲＡＭ１４の指定領域
にＤＭＡ（ダイレクトメモリーアクセス）転送し、展開する。また、ＤＭＡコントローラ
１３２は、記録保存の際にＤＲＡＭ１５に書込まれているＹＵＶデータを読み出してデー
タ圧縮／伸張部１４に書込む。
【００２１】
データ圧縮／伸張部１４はＤＭＡコントローラ１３２により取り込まれたＤＲＡＭ１５か
らの画像データにＪＰＥＧ圧縮処理を施す。また、再生モード下で記録部５０を介して取
り込まれた記録媒体５１に保存記録されていた画像データに伸張処理を施して画像データ
を再生する。
【００２２】
制御部２０は図２（ｂ）に示すように、ＣＰＵ２１、ＲＡＭ２２、及びＲＯＭ２３を有し
ている。
ＣＰＵ２１は、上述の各回路および図示しない電源切換えスイッチ等にバスラインを介し
て接続し、ＲＯＭ２３に格納されている制御プログラムによりデジタルカメラ１００全体
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の制御を行なうと共に、操作部３０からの状態信号に対応してデジタルカメラの各機能の
実行制御、例えば、ＲＯＭ２３内に格納された各モード処理手段の実行による各モード処
理の実行制御、を行なう。
ＲＡＭ２２はデータ或いは処理結果の一時記憶および中間作業領域等に用いられる。
ＲＯＭ２３は上述の制御プログラムと画像加工／表示手段１１０およびデジタルカメラ１
００のその他の各機能を実行させるためのプログラムを記録する記録媒体であり、ＰＲＯ
Ｍ、ＦＲＯＭ（フラッシュＲＯＭ）等が用いられる。なお、これらプログラムをＲＯＭ２
３以外のリムーバブルな記録媒体（例えば、フラッシュメモリー）に格納するように構成
することもできる。
【００２３】
操作部３０は、図２に示すように処理モード切換えスイッチ１０１、機能選択用ボタン３
１～３６、メインスイッチ１０２、シャッターボタン３７、出力用ボタン３８および記録
／再生モード切換えスイッチ１０３等のスイッチやボタンを構成部分とし、これらのスイ
ッチ或いはボタンが操作されると状態信号がＣＰＵ２１に送出される。
【００２４】
表示部４０は、デジタルビデオエンコーダ（以下、ビデオエンコーダ）４１および液晶デ
ィスプレイ等の表示装置４２から構成されている。
【００２５】
記録部５０はフラッシュメモリーやメモリーカード等の記録媒体（実施例ではフラッシュ
メモリー）５１を収容し、ＣＰＵ２１の制御によりフラッシュメモリー５１上に画像デー
タ入力系１０からの画像データを記録する。なお、後述するように、当該画像データと加
工した画像を関連づける情報を有するリンクテーブル８０（図８）をフラッシュメモリー
５１に記録するように構成してもよい。また、記録部５０はフラッシュメモリー５１から
画像データおよびリンクテーブル登録情報を読み出してＲＡＭ２２（或いは、ＤＲＡＭ１
４）に転送する。なお、リンクテーブル８０はフラッシュメモリー５１の先頭に格納され
ることが望ましい。
インターフェイス８１はデジタルカメラ１００と、プリンタやパソコン、その他のデジタ
ルカメラ、ＣＤ－ＲＯＭ等の外部機器との間のデータの授受を行なう。フラッシュメモリ
ー５１に記録された画像データの外部機器への送信（出力）は、出力用ボタン３８が押し
下げられた場合に図示しない出力手段（プログラム）に基づいて行なわれる。
【００２６】
＜装置外観例＞
図２は、図１のデジタルカメラの一実施例の斜視図（背面図）である。
デジタルカメラ１００の上面には、処理モードを切換える処理モード切換えスイッチ（ス
ライドスイッチ）１０１と、機能選択用ボタン３２～３６と、デジタルカメラ１００を起
動するメインスイッチ１０２、シャッターボタン３７および出力用ボタン３８が設けられ
ている。
背部には、記録モードと再生モードを切換える記録／再生モード切換えスイッチ１０３と
、カーソル移動用の十字キー１０４と、光学ファインダ１０５と、画像表示装置としての
液晶ディスプレイ４２が設けられている。
また、図示しない前面（正面）には、撮像レンズ部およびファインダ部が設けられている
。
【００２７】
＜画像バッファ＞
図３は、図１のデジタルカメラ１００の回路構成を例としたＤＲＡＭ１５内の各画像領域
設定の実施例を示す説明図である。
図１の例ではＣＣＤ１２１からの画像データ、ビデオエンコーダ４１への画像データ及び
データ圧縮／伸張部１４への画像データを同じＤＲＡＭ１５を用いている。このためにＤ
ＲＡＭ１５上の画像バッファの構成として、図３のようにいくつかの領域に分割した複数
の画像領域（バッファ）１５１～１５４を用意することで、目的に応じて各領域を指定の
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画像領域として設定できる。また、加工画像用バッファ１５５を設定することもできる。
なお、記号１５６は予備領域を、１５７はワークエリア（作業用エリア）を示す。
【００２８】
＜スルー表示時のデータ書込／読み出しタイミング＞
図４は、撮像モードでの各画像バッファでの画像データの遷移の例を示す説明図である。
ここで、ＣＣＤ１２１からＤＲＡＭ１５への画像データの書込時間とＤＲＡＭ１５からビ
デオエンコーダ４１への読み出しタイミングは非同期である。従って、図３の例のように
ＤＲＡＭ内に画像バッファを４個設定した場合には、ある画像バッファにＣＣＤ１２１か
らの画像データの書込が終了したことを受けて、その画像バッファの画像データのビデオ
エンコーダ４１への転送を開始する。
【００２９】
図４で、（ａ）～（ｈ）に示す遷移を説明すると、
（ａ）では、画像バッファ１５１からビデオエンコーダ４１に画像データが転送中であり
、画像バッファ１５２にはＣＣＤ１２１からの画像データの書込中である。
（ｂ）では、画像バッファ１５１からビデオエンコーダ４１に画像データが転送中である
が、画像バッファ１５２ではＣＣＤ１２１からの画像データの書込が終了し、次の画像バ
ッファ１５３へのＣＣＤ１２１からの画像データの書込が始っている。
（ｃ）では、画像バッファ１５１からビデオエンコーダ４１への画像データの転送が終了
し、画像バッファ１５２からビデオエンコーダ４１への画像データの転送が開始され、画
像バッファ１５３にはＣＣＤ１２１からの画像データの書込中である。
（ｄ）では、画像バッファ１５２からビデオエンコーダ４１に画像データが転送中である
が、画像バッファ１５３ではＣＣＤ１２１からの画像データの書込が終了し、次の画像バ
ッファ１５４へのＣＣＤ１２１からの画像データの書込が始っている。
（ｅ）では、画像バッファ１５２からビデオエンコーダ４１への画像データの転送が終了
し、画像バッファ１５３からビデオエンコーダ４１への画像データの転送が開始され、画
像バッファ１５４にはＣＣＤ１２１からの画像データの書込中である。
【００３０】
（ｆ）～（ｈ）でも上記（ｃ）～（ｅ）と同様に画像バッファからのビデオエンコーダ４
１への画像データの転送、画像バッファ１５４へのＣＣＤ１２１からの画像データの書込
が行なわれ、画像バッファが順に遷移し、（ａ）に戻って同じサイクルを繰返すことによ
り、ＣＣＤ１２１からのスルー画像が表示装置４２に表示される。
すなわち、ＣＣＤ１２１からの画像データの書込みは現在使用されていない画像バッファ
に連続的に行なわれ、画像バッファからのビデオエンコーダ４１への画像データの読み出
しはＣＣＤ１２１からの１フレーム分の画像データが完全にそろっている画像バッファを
選択して行なわれる。
【００３１】
＜処理モード＞
図５はデジタルカメラ１００の処理モードの構成例を示す説明図であり、デジタルカメラ
１００の処理モードは記録モードおよび再生モードからなる通常モードおよび近接撮影等
の特殊撮影モードに大別され、処理モード切換えスイッチ１０１の切換えにより通常モー
ドと特殊撮影モードとの切換えがなされ、記録／再生モード切換えスイッチ１０３の操作
により記録モードと再生モードの切換えが行なわれる。なお、各スイッチの切換えによる
各モードへの分岐は、各スイッチの操作により操作部３０からＣＰＵ２１に送られる状態
信号を調べて対応のモード処理用回路或いはプログラムに分岐するモード判定手段（実施
例ではプログラムで構成）によって行なわれる。
【００３２】
［記録モード］
記録モードはＣＣＤ１２１から周期的に取り込んでくる画像データを液晶ディスプレイ４
２上にスルー画像として表示する撮像モードと、ＣＣＤからの１フレーム分の画像データ
を加工して表示する加工／表示モードと、ユーザがスルー表示画像或いは加工画像を視覚
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的に確認しながら取り込みたいタイミングでシャッタボタン３７を押し下げすることによ
りその時点で表示されている画像のデータをＤＲＡＭ１５等の不揮発性メモリーからフラ
ッシュメモリー５１に保存する記録保存モードを有している。
なお、モード切換スイッチ１０３が記録モードに切換えられた段階で撮像モードとなり、
加工／表示機能用ボタン（例えば、ボタン３６）を押すと加工／記録モードとなり、シャ
ッターボタン３７を押すと記録保存モードとなる。
【００３３】
図１の回路構成を基に記録モード時のデジタルカメラ１００の動作を述べると、ＣＣＤ１
２１はＴＧ２２、垂直ドライバ１３３によって駆動され、一定の周期毎に光電変換出力を
１画像分出力する。光電変換出力はＳ／Ｈ１２４でサンプルホールドされ、Ａ／Ｄ変換器
１２５でデジタルデータに変換され、カラープロセス回路１３１でカラープロセス処理を
行なってデジタルの輝度、色差マルチプレクス信号（画像データ）としてＤＭＡコントロ
ーラ１３２に出力され。ＤＭＡコントローラ１３２はカラープロセス回路１３１の画像デ
ータ出力を、同じくカラープロセス回路１３１の同期信号、メモリー書込イネーブル信号
およびクロック信号を用いて一度ＤＭＡコントローラ１３２内部のバッファ（図示せず）
に書込み、その後、ＤＲＡＭ１５の指定領域（画像バッファ）にＤＭＡ転送する。
【００３４】
一方、ビデオエンコーダ４１はＤＭＡコントローラ１３２を介してＤＲＡＭ１５の指定領
域から画像データを周期的に読み出し、これらの信号を基にビデオ信号を生成して表示装
置４２に出力し、表示装置（液晶ディスプレイ）４２に与える。表示装置４２はこれらの
ビデオ信号を元に画像を表示（スルー画像表示）する。
ＣＣＤ１２１からＤＲＡＭ１５の経路はＴＧ１２２で発生する一定の周期で１フレーム（
１画面）分の画像データのＤＲＡＭ１５への書込を繰返す。
また、ビデオエンコーダ４１は内部で発生する一定の周期でＤＭＡコントローラ１３２を
介してＤＲＡＭ１５の指定領域の画像データを読み出し、ビデオ信号を発生して表示装置
４２に与えてスルー画像を表示させる動作を繰返す。
【００３５】
ユーザが現在ＣＣＤ１２１から取り込んでいる画像データを表示装置４２の画面で視覚的
に確認して所望のタイミングで加工表示用機能ボタンを押すと対応のトリガ（状態信号）
がＣＰＵ２１に送られる。ＣＰＵ２１はこのトリガに応じて、画像バッファ１５１～１５
４のうち１フレーム分の画像データが揃った画像バッファからビデオエンコーダ４１への
画像データの出力を停止し、加工／表示モードに移行する。
また、ユーザがシャッターボタン３７を押すと対応のトリガ（状態信号）がＣＰＵ２１に
送られ、ＣＰＵ２１はこのトリガに応じてＣＣＤ１２１からＤＲＡＭ１５への経路を停止
し、記録保存モード処理に移行する。
【００３６】
［加工／表示モード］
加工／表示モードでは、画像バッファ１５１～１５４のうち１フレーム分の画像データが
揃った画像バッファの画像データを加工用画像バッファ１５５に書込んで、後述の画像加
工／表示手段１１０（図６，図７）により変形加工若しくは一部の加工を行ない、ビデオ
エンコーダ４１へ加工された画像データを出力して液晶ディスプレイ４２上に、モザイク
表示、ぼかし表示、油絵風の表示、浮彫り表示、輪郭抽出表示、変形（デフォルメ）表示
等を行なう。
【００３７】
［記録保存モード］
撮像モードから記録保存モードに遷移すると、液晶ディスプレイ４２にその時点で表示さ
れている画像が静止画となり、画像バッファ１４１の内容はＪＰＥＧ圧縮処理されてフラ
ッシュメモリー５１に記録される。加工画像が表示されている場合、当該加工画像のデー
タ（加工用画像バッファ１５５の画像データ）の記録と共に、当該加工画像の元の画像（
以下、元画像）のデータ（画像バッファ１５１～１５４のうち１フレーム分の画像データ
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が揃った画像バッファの画像データ）をフラッシュメモリー５１に記録する。
この場合、フラッシュメモリー５１上にリンクテーブル８０を設けて加工画像とその元画
像をフラッシュメモリー５１上で関連づける情報（例えば、加工画像および元画像の画像
番号や、加工の種類、加工用パラメータ等）を対応づけてリンクテーブル８０に書込むよ
うにしてもよい。
【００３８】
［再生モード］
再生モードは画像選択を行なうために、フラッシュメモリー５１に記録されている画像デ
ータを読み出し再生して液晶ディスプレイ４３に表示するページ送りモードと、再生され
た画像データ（元画像データおよび加工画像）をパソコンやプリンタ等の外部装置に出力
（送信）する送信モードを含んでいる。
【００３９】
＜画像加工／表示手段＞
画像加工／表示手段１１０は、記録モード下で撮像モードから加工／表示モードに切換え
られた場合に、加工用画像バッファ１５５に書込まれた画像データを加工して、液晶ディ
スプレイに表示する画像加工／表示処理を実行する。
図６は画像加工／表示手段１１０の構成例を示すブロック図であり、画像加工／表示手段
１１０は、加工方法選択手段１１１，画像加工処理手段１１２，加工画像表示手段１１３
および加工情報付与手段１１４を有している。
なお、加工方法選択手段１１１，画像加工処理手段１１２，加工画像表示手段１１３およ
び加工情報付与手段１１４はハードウエア或いはソフトウエア（プログラム）で構成され
、プログラムで構成された場合にはＲＯＭ２３に記録され、制御プログラムによりＲＡＭ
２２に読み出されＣＰＵ２１により実行制御されて処理を実行する。
【００４０】
加工方法選択手段１１１は、モード判別手段から画像加工／表示手段１１０に遷移すると
起動され、液晶ディスプレイ４２に図１０の例に示すような画像加工方法選択用画面にア
イコン（またはメニュー）を表示してユーザによる画像加工方法の選択を促し、ユーザが
所望のアイコン（またはメニュー）を選択するとそのアイコン（またはメニュー）に対応
するコード（加工方法コード）を受け取って画像加工手段１１２に遷移する。なお、実施
例では加工方法選択手段１１１は画像加工方法選択画面にアイコンを表示し、ユーザの選
択を促すが、これに限られず、画像加工方法を機能ボタン３１～３６に割当て、選択する
ように構成してもよい。
【００４１】
画像加工処理手段１１２は、ユーザの加工方法選択の結果（加工方法コード）に基づいて
、画像加工用バッファ１５５の画像データを元に対応の画像処理加工処理を実行する。
図７は画像加工処理手段１１２の構成例を示すブロック図であり、画像加工処理手段１１
２はメインモジュール１１２０とサブモジュール１１２１～１１２６からなり、メインモ
ジュール１１２０は加工方法コードを調べて対応のサブモジュールに分岐する。サブモジ
ュールは加工方法毎に予め画像加工処理手段１１２に組込まれている。
【００４２】
図７の例では、サブモジュールは、被写体像をモザイク状に表現するように画像加工バッ
ファ１５５の画像データを加工するモザイク処理モジュール１１２１、画像バッファ１５
５の表示密度を部分的に変化させて、被写体像をデフォルメして表現する変形処理モジュ
ール１１２２、被写体像を霧が掛ったようにぼかして表現するように画像加工バッファ１
５５の画像データを加工するぼかし処理モジュール１１２３、被写体像の色を置換してユ
ーザ指定の範囲をユーザ指定の色に塗り替えるように画像加工バッファ１５５の画像デー
タを加工する色置換処理モジュール１１２４、被写体像を浮き上がるように表現するため
に画像加工バッファ１５５の画像データを加工する浮彫り処理モジュール１１２５、被写
体像の輪郭抽出のために画像加工バッファ１５５の画像データを加工する輪郭抽出処理モ
ジュール１１２６を組込んでいる。
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なお、サブモジュールとして上述の加工処理以外の処理モジュールを組込むことができる
。
また、各サブモジュールでの処理が終るとメインモジュール１１２０に復帰し、指定され
た加工処理が終ると画像加工バッファ１５５の（加工後の）画像データをビデオエンコー
ダ４１へ出力し、液晶ディスプレイ４２に表示する。各サブモジュールでの画像加工処理
にはワークエリア１５７が用いられる。
加工情報付与手段１１４はリンクテーブル８０に登録する情報、例えば、元画像と加工画
像の関係を示す画像番号や位置を示すポインタ情報や、加工方法コード、パラメータ等の
情報を生成する。
【００４３】
＜リンクテーブル＞
図８はリンクテーブルの構成例を示す説明図であり、リンクテーブル８０は画像番号８１
や、画像のシーケンス（順序）を示すポインタ８２や、加工方法コード（例えば、コード
＝０は元画像、コード＝１はモザイク処理画像等）８３、加工画像のパラメータ８４の他
、それぞれのモード処理で必要とする情報を登録することができる。
【００４４】
＜画像加工／表示手段の基本動作＞
図９は、画像加工／表示手段１１０の基本動作例を示すフローチャートである。
撮像モードでユーザが加工／表示用機能ボタン３６を押すと、画像バッファ（１５１～１
５４）からビデオエンコーダ４１への画像データの出力が停止されて加工／表示モードに
移行する（Ｓ１）。
加工画像モードでは、液晶ディスプレイ４２に図１０の例に示すような画像加工選択用ア
イコン（またはメニュー）を表示してユーザによる画像加工方法の選択を促し、ユーザが
所望のアイコン（またはメニュー）を選択するとそのアイコン（またはメニュー）に対応
するコード（加工方法コード）をＣＰＵ２１を介して受け取る（Ｓ２）。
スルー画像データが画像加工用バッファ１５５に書込まれ、画像ディスプレイ４１に画像
加工用バッファ１５５に書込まれた画像データに対応する画像（スルー画像）が順次表示
される（Ｓ３）。
【００４５】
次に、加工方法コードを調べて対応のサブモジュールに分岐し、対応のサブモジュールで
のスルー画像データの画像加工処理が終る毎に結果を画像加工用バッファ１５５に残して
メインモジュール１１２０に復帰させる（Ｓ４）。
更に、画像加工用バッファ１５５の画像データをビデオエンコーダ４１を介して液晶ディ
スプレイ４２に指定の加工画像を順次表示する（すなわち、加工されたスルー画像が順次
表示される）。そして、ユーザが確認ボタンを押すとＳ６に移行し、ユーザが確認ボタン
を押すまで上記Ｓ３，Ｓ４を繰返す（Ｓ５）。
また、上記Ｓ５でユーザが確認ボタンを押すと、リンクテーブル８０に書込む所定の情報
を生成して記録保存モードに移行する。なお、上記Ｓ５で、加工されたスルー画像を順次
表示する際、処理速度を早くすることによりリアルタイムで表示することができる。
【００４６】
＜実施例＞
図１０は画像加工方法選択画面の一実施例を示す図であり、画面にアイコンを表示してユ
ーザの選択を促す。この例ではユーザがカーソル或いはポインティングデバイスで「モザ
イク」を指定するとモザイク処理モジュール１１２１に、「変形」を指定すると変形処理
モジュール１１２２に、「ぼかし」を指定するとぼかし処理モジュール１１２３に、「ぬ
りかえ」を指定すると色置換処理モジュール１１２４に、「浮彫り」を指定すると浮彫り
処理モジュール１１２５に、「輪郭」を指定すると輪郭抽出処理モジュール１１２６に分
岐して夫々の処理を実行し、メインモジュール１１２０に復帰する。
【００４７】
［モザイク処理］
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図１１はモザイク処理の一実施例を示す図であり、（ａ）は元画像（この例では人の顔）
、（ｂ）はモザイク加工された画像を示す。
モザイク処理モジュール１１２１は、図１１（ａ）に示すような元画像を（ｂ）に示すよ
うにモザイク状に表現して表示する。
モザイク加工は画像加工用バッファ１５５上の画像データを細分割画像が矩形を呈すよう
に細分割し、分割された各区画内で最も多い色画素でその区画を色表示する。これにより
、画像は色付の矩形（または、白黒のいづれか）で表現されたモザイクの集合として液晶
ディスプレイ４２に表示される（図１１（ｂ）の例では、印刷上、白黒２色で示されてい
る）。なお、ユーザの指定（例えば、カーソル或いはポインティングデバイスで画面に表
示されるパラメータの指定）によりモザイクの大きさを変化させることができる。
【００４８】
［変形処理］
図１２は変形（ディフォルメ）処理方法の説明図、図１３は変形処理の一実施例を示す図
であり、図１３（ａ）は元画像（この例では人の顔）、図１３（ｂ）は変形された画像を
示す。
変形されない画像（元画像：図１３（ａ））では液晶ディスプレイ４２の画面上の画素と
画像データ（ＹＵＶデータ）は正規化した場合、図１１（ａ）に示すように１対１に対応
付けられている。
変形処理モジュール１１２２は、液晶ディスプレイ４２の画面上の画素と画像データの対
応付け（表示密度）を（ｂ）に示すように部分的に変化させることにより（この例では中
央を疎に、周辺部を密にしている）画面上に図１３（ｂ）の例のようにディフォルメされ
た画像が表示される。なお、変形処理において１ラインの画素密度は変らない。
【００４９】
図１３（ｂ）の例では中央部分の画像データの分布を疎にし、周辺部分の画像データの分
布を密にすることにより視覚的にユニークな歪んだ画像を表示している。
ユーザは、液晶ディスプレイ４２に表示された元画像の変形所望部分をカーソル或いはポ
インティングデバイスで指定してその部分を中心に元画像を変形させることができる。ま
た、変形の度合い（歪度）もその際画面に表示されるパラメータを指定することにより変
化させることができる。
【００５０】
［ぼかし処理］
図１４は、ぼかし処理の一実施例を示す図であり、（ａ）は元画像、（ｂ）はぼかし加工
された画像を示す。
ぼかし処理モジュール１１２３は、元画像を図１４（ｂ）に示すようにぼかして表示する
（図１４（ｂ）では、印刷上、ぼかし画像を破線像で表示している）。
ぼかし処理は画像加工用バッファ１５５上の画像データを間引くか、画像加工用バッファ
１５５からビデオエンコーダ４１に画像データを出力する段階で、マスク処理（例えば、
密で細い網目模様のマスクデータと画像加工用バッファ１５５の画像データの合成処理）
等を行なうことにより実現され、画像全体に霧のかかったような画像が液晶ディスプレイ
４２に示される。
この場合、ユーザは画面に表示されるパラメータをカーソル或いはポインティングデバイ
スで指定してぼかしの度合いを指定することができる。
【００５１】
［色置換処理］
図１５は、色置換処理（ぬりかえ処理）の一実施例を示す図であり、（ａ）は元画像、（
ｂ）は色置換によりぬりかえ加工された画像である（図１５（ｂ）では、印刷上、塗り潰
した部分を青に、濃い格子模様の部分を緑に、薄い斜線の部分を薄い茶色に、白地が橙色
に塗り替えたものとしている）。
色置換処理モジュール１１２４は、元画像の色彩を全体的に、或いは部分的に他の色に置
換（塗り替え）する。色置換処理モジュール１１２３はユーザが指定した部分の色をユー
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ザの指定した置換色で置換する。この場合、十字キー１０４やポインティングデバイスで
カーソルを囲うように移動させてポイント（位置付け）するとその部分が色置換部分１９
５として指定される。
【００５２】
次に、色置換処理モジュール１１２３４は画面上に置換する色彩をＯＳＤ（0n Screen Di
splay;挿入表示）で表示する（図１５（ａ）。
この場合、ＯＳＤには、図１５（ｃ）に示すように３原色（Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青
））が均等比率でグラフ表示されるので、ユーザはこれらを適宜ポイントして比率を変化
させ所望の色を得て、指定された色置換部分１９５、１９６、１９７、１９８の色を指定
色（この例では、青、緑、薄い茶色、橙色）で塗り替えることができる。
また、ＯＳＤの中央部分Ｐは明るさを指定する部分であり、この部分をポイントすると明
→暗→明といったように明るさが循環するので、ユーザは指定された色置換部分１９５～
１９８を所望の色調とすることができる。
色置換処理により、元画像を油絵風に表現することができる。また、顔の輪郭部分を原色
で強調表示したり、髪や眉の色を変えたりして歌舞伎役者風や浮世絵風の画像を得ること
ができる。
【００５３】
［浮彫り処理］
図１６は、浮彫り処理の一実施例を示す図であり、（ａ）は元画像、（ｂ）は浮彫り加工
された画像である。
浮彫り処理モジュール１１２５は、画像加工用バッファ１５５の画像データをエンボス（
emboss）加工して液晶ディスプレイ４２の画面上に浮彫り表示する。エンボス加工は対象
画像と背景のコントラスト比率を変えて対象画像を浮び上がらせたり、遠近技法により対
象画像を立体表現したり、対象画像の画素密度を変えて立体表現したりすることにより行
なうことができる。
【００５４】
［輪郭抽出処理］
図１７は、輪郭抽出処理の一実施例を示す図であり、（ａ）は元画像、（ｂ）は輪郭抽出
画像である。
輪郭抽出処理モジュール１１２６は、元画像の輪郭を抽出して液晶ディスプレイ４２の画
面に表示する。また、輪郭抽出は背景処理による境界線強調等により行なわれ、強調され
た輪郭線が表示される。
以上本発明の実施例のいくつかについて説明したが、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、種々の変形実施が可能であることはいうまでもない。
【００５５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、撮像時に表示装置に表示される被写体像を加工して
その結果を確認してから記録できるので、加工処理の種類に応じて適切なカメラアングル
で被写体像を得て、加工／表示し、所望の加工画像を記録できる。
また、カメラを移動させながら所望の加工状態を表示できるので、所望の加工画像を記録
でき、また、加工画像と共にその元となった画像も記録することができる。
このように臨場的に加工画像を得られるのでユニークな画像や興味深い画像を得ることが
できることから、この種のカメラ装置の応用性がより広くなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したデジタルカメラの回路構成例を示すブロック図である。
【図２】図１のデジタルカメラの一実施例の斜視図（背面図）である。
【図３】図１のデジタルカメラの回路構成を例としたＤＲＡＭ内の各画像領域設定の実施
例を示す説明図である。
【図４】撮像モードでの各画像バッファでの画像データの遷移の例を示す説明図である。
【図５】デジタルカメラの処理モードの構成例を示す説明図である。
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【図６】画像加工／表示手段の構成例を示すブロック図である。
【図７】画像加工処理手段の構成例を示すブロック図である。
【図８】リンクテーブルの構成例を示す説明図である。
【図９】画像加工／表示手段の基本動作例を示すフローチャートである。
【図１０】画像加工方法選択画面の一実施例を示す図である。
【図１１】モザイク処理の一実施例を示す図である。
【図１２】変形（デフォルメ）処理方法の説明図である。
【図１３】変形処理の一実施例を示す図である。
【図１４】ぼかし処理の一実施例を示す図である。
【図１５】色置換処理（ぬりかえ処理）の一実施例を示す図である。
【図１６】浮彫り処理の一実施例を示す図である。
【図１７】輪郭抽出処理の一実施例を示す図である。
【符号の説明】
４１　液晶ディスプレイ（表示装置）
５１　フラッシュメモリー（記録媒体）
１００　デジタルカメラ（カメラ装置）
１１０　画像加工／表示手段（画像加工手段）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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