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(57)【要約】
【課題】電子ズームを利用して画像を拡大して撮影する
場合、撮影時に記録されたＲＡＷ画像から生成されるＪ
ＰＥＧ画像の画質の劣化を小さくする画像記録技術を実
現する。
【解決手段】電子ズームを利用して撮影された画像を記
録する画像記録装置であって、前記電子ズームのズーム
倍率を設定する電子ズーム設定手段と、前記撮影画像を
記録する際の記録モードとして、非圧縮形式と圧縮形式
の少なくともいずれかを選択する記録モード選択手段と
、前記記録モード各々での記録サイズを設定する記録サ
イズ設定手段と、前記ズーム倍率が画像を拡大する倍率
に設定された場合、前記記録サイズ設定手段により設定
できるサイズの範囲の中で、前記非圧縮形式での記録サ
イズを前記記録サイズ設定手段により設定された記録サ
イズより大きいサイズに制御する制御手段とを有する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ズームを利用して撮影された画像を記録する画像記録装置であって、
　前記電子ズームのズーム倍率を設定する電子ズーム設定手段と、
　前記撮影された画像を記録する際の記録モードとして、非圧縮形式と圧縮形式の少なく
ともいずれかを選択する記録モード選択手段と、
　前記記録モードの各々での記録サイズを設定する記録サイズ設定手段と、
　前記ズーム倍率が画像を拡大する倍率に設定された場合、前記記録サイズ設定手段によ
り設定できるサイズの範囲の中で、前記非圧縮形式での記録サイズを前記記録サイズ設定
手段により設定された記録サイズより大きいサイズに制御する制御手段とを有することを
特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記ズーム倍率が画像を拡大する倍率に設定され、かつ前記圧縮形式
の記録モードが選択されている場合、前記非圧縮形式での記録サイズを、前記記録サイズ
設定手段により設定された前記圧縮形式の記録サイズ以上のサイズに制御することを特徴
とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記画像を拡大する倍率に設定されたズーム倍率に基づいて前記非圧
縮形式での記録サイズを算出し、前記非圧縮形式での記録サイズを前記算出された記録サ
イズに制御することを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記ズーム倍率に基づいて前記非圧縮形式での記録サイズを算出し、
前記非圧縮形式での記録サイズを、前記算出された記録サイズと前記記録サイズ設定手段
により設定された前記圧縮形式の記録サイズのうち、大きいほうの記録サイズに制御する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項５】
　前記電子ズーム設定手段により設定されたズーム倍率と、前記記録サイズ設定手段によ
り設定された記録サイズとから、撮影画像を記録した際に画質が劣化するか否かを判定す
る判定手段と、
　前記判定手段により画質が劣化すると判定された場合、警告を発する警告手段とをさら
に有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像記録装置。
【請求項６】
　前記記録モード選択手段は、前記記録モードとして、前記非圧縮形式と前記圧縮形式の
いずれか、又は前記非圧縮形式と前記圧縮形式の両方が選択できることを特徴とする請求
項１に記載の画像記録装置。
【請求項７】
　電子ズームを利用して撮影された画像を記録する画像記録装置の制御方法であって、
　前記電子ズームのズーム倍率を設定する電子ズーム設定工程と、
　前記撮影された画像を記録する際の記録モードとして、非圧縮形式と圧縮形式の少なく
ともいずれかを選択する記録モード選択工程と、
　前記記録モードの各々での記録サイズを設定する記録サイズ設定工程と、
　前記ズーム倍率が画像を拡大する倍率に設定された場合、前記記録サイズ設定工程によ
り設定できるサイズの範囲の中で、前記非圧縮形式での記録サイズを前記記録サイズ設定
工程により設定された記録サイズより大きいサイズに制御する制御工程とを有することを
特徴とする制御方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の制御方法を画像記録装置のコンピュータに実行させるためのプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、電子ズームを利用して撮像した画像を記録する画像記録技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラは、被写体像を撮像素子で撮像し、撮像素子から出力される画像データ
を記録媒体に記録するものである。また、デジタルカメラによっては、撮影した画像デー
タを記録媒体に記録する際に、下記の２種類の記録形式を選択できる機種もある。
（１）画像処理を一通り済ませたＪＰＥＧ形式（圧縮形式）などの非可逆圧縮データ
（２）撮像素子からの生データ（いわゆるＲＡＷ形式（非圧縮形式））
　これらのデジタルカメラの中には、１回の撮影操作において、ＪＰＥＧ形式とＲＡＷ形
式とを同時に記録できる機種もある。また、ＪＰＥＧ画像の記録サイズやＲＡＷ画像の記
録サイズを複数の選択肢の中から選択できる機種もある。更に、撮像素子の読み出し範囲
を本来より狭くすることで、電子的に画像を拡大する電子ズーム機能を有するカメラも多
数ある。読み出し範囲の画像の解像度が、選択された記録形式での画像の解像度よりも高
い場合には、画質の劣化は小さいが、読み出し範囲の解像度が記録形式での解像度よりも
低くなるほどズーム倍率が高くなり、画質の劣化が大きくなる。
【０００３】
　特許文献１には、電子ズームを利用して撮影された画像の記録サイズをある程度一定に
する技術が記載されている。また、特許文献２には、記録モードが低圧縮率や非圧縮形式
の場合には電子ズーム機能の設定を規制する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－０６１０９１号公報
【特許文献２】特開２００２－０７７７１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、電子ズームを利用して画像を拡大して撮影する場合、ＲＡＷ画像の記録サイ
ズがＪＰＥＧ画像より小さいと、撮影時に記録されるＪＰＥＧ画像よりも、撮影時に記録
されるＲＡＷ画像を現像して生成されるＪＰＥＧ画像の画質の劣化が大きくなる。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされ、電子ズームを利用して画像を拡大して撮影する場
合、撮影時に記録されたＲＡＷ画像から生成されるＪＰＥＧ画像の画質の劣化を小さくす
る画像記録技術を実現する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の画像記録装置は、電子ズームを利用して撮影され
た画像を記録する画像記録装置であって、前記電子ズームのズーム倍率を設定する電子ズ
ーム設定手段と、前記撮影された画像を記録する際の記録モードとして、非圧縮形式と圧
縮形式の少なくともいずれかを選択する記録モード選択手段と、前記記録モードの各々で
の記録サイズを設定する記録サイズ設定手段と、前記ズーム倍率が画像を拡大する倍率に
設定された場合、前記記録サイズ設定手段により設定できるサイズの範囲の中で、前記非
圧縮形式での記録サイズを前記記録サイズ設定手段により設定された記録サイズより大き
いサイズに制御する制御手段とを有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、電子ズームを利用して画像を拡大して撮影する場合、撮影時に記録さ
れたＲＡＷ画像から生成されるＪＰＥＧ画像の画質の劣化を小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】本発明に係る第１の実施形態の画像記録装置のブロック図。
【図２】本実施形態の画像記録装置の主ルーチンのフローチャート。
【図３】本実施形態の画像記録装置の主ルーチンのフローチャート。
【図４】本実施形態の画像記録装置の測光・測距ルーチンのフローチャート。
【図５】本実施形態の画像記録装置の撮影ルーチンのフローチャート。
【図６】本実施形態の画像記録装置の記録ルーチンのフローチャート。
【図７】本実施形態のＲＡＷ画像記録制御ルーチンのフローチャート。
【図８】本実施形態のメニュー処理を説明する図。
【図９】本実施形態の電子ズームの設定処理を説明する図。
【図１０】本実施形態の電子ズームについての詳細を説明する図。
【図１１】本実施形態の記録モードの設定処理を説明する図。
【図１２】本実施形態のＲＡＷ画像記録サイズの設定処理を説明する図。
【図１３】本実施形態のＲＡＷ画像記録サイズについての詳細を説明する図。
【図１４】本実施形態のＪＰＥＧ画像記録サイズの設定処理を説明する図。
【図１５】本実施形態のＪＰＥＧ画像記録サイズについての詳細を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、図面を参照して本発明を実施するための形態について詳細に説明する。
【００１１】
　尚、以下に説明する実施の形態は、本発明の実現手段としての一例であり、本発明が適
用される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明
は以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００１２】
　［第１の実施形態］図１は、本発明に係る第１の実施形態の画像記録装置の構成を示す
ブロック図である。本実施形態の画像記録装置１００は電子カメラとしての機能を有する
。１０は撮影レンズである。１２は絞り機能を備えるシャッターである。１４は光学像を
電気信号に変換する撮像素子である。１６はＡ／Ｄ変換器であり、撮像素子１４のアナロ
グ信号出力をデジタル信号に変換する。
【００１３】
　１８はタイミング発生回路であり、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２
６にクロック信号や制御信号を供給するもので、メモリ制御回路２２及びシステム制御回
路５０により制御される。２０は画像処理回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータ或
いはメモリ制御回路２２からのデータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。
また、画像処理回路２０では、撮像に係る画像データを用いて所定の演算処理を行って、
その演算結果をシステム制御回路５０に供給する。
【００１４】
　システム制御回路５０は、その演算結果に基づいて、露光制御部４０、測距制御部４２
を制御して、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ
（自動露出）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理を実現する。さらに、画像処理回路
２０では、撮像に係る画像データを用いてＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワイトバランス
）処理も行う。
【００１５】
　２２はメモリ制御回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理
回路２０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、圧縮・伸長回路３２を
制御する。Ａ／Ｄ変換器１６から出力されるデータは、画像処理回路２０を介してメモリ
制御回路２２に供給され、或いは直接メモリ制御回路２２に供給され、これにより、画像
表示メモリ２４或いはメモリ３０に書き込まれる。
【００１６】
　２４は画像表示メモリである。２６はＤ／Ａ変換器である。２８はＴＦＴ－ＬＣＤ等か
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ら成る画像表示部である。画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データはＤ／
Ａ変換器２６を介して画像表示部２８に供給され、これにより画像表示部２８に画像が表
示される。画像表示部２８に撮像に係る画像を逐次表示することにより、電子ファインダ
機能を実現することができる。また、画像表示部２８を用いて、再生表示機能、各種表示
機能を利用することができる。また、画像表示部２８は、システム制御回路５０の指示に
より任意に表示をＯＮ／ＯＦＦすることが可能であり、表示をＯＦＦにした場合は、画像
記録装置１００の電力消費を大幅に低減することができる。
【００１７】
　３０はメモリであり、撮影した静止画像や動画像を格納する。メモリ３０は、所定枚数
の静止画像や所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶量を備えている。このメモリ３
０を利用することにより、複数枚の静止画像を連続して撮影する連写撮影やパノラマ撮影
の場合においても、高速に大量の画像を保存することができる。また、メモリ３０はシス
テム制御回路５０の作業領域としても利用され得る。
【００１８】
　３２は圧縮・伸長回路であり、適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データ
を圧縮し又は伸長する。圧縮・伸長回路３２では、メモリ３０に格納された画像を読み込
んで圧縮処理或いは伸長処理を行い、処理を終えたデータをメモリ３０に書き込む。
【００１９】
　４０は絞り機能を備えるシャッター１２を制御する露光制御部であり、フラッシュ装置
４００と連携してフラッシュ調光を行うこともできる。４２は撮影レンズ１０のフォーカ
シングを制御する測距制御部である。露光制御部４０及び測距制御部４２は、撮像に係る
画像データを画像処理回路２０が演算した演算結果に基づいて、システム制御回路５０に
よって制御される。これにより、ＴＴＬ方式の露光制御及び測距制御が実現される。４４
は撮影レンズ１０のズーミングを制御するズーム制御部である。
【００２０】
　４６はバリア（保護部）１０２の動作を制御するバリア制御部である。４８はコネクタ
であり、アクセサリーシューとも呼ばれる。このコネクタ４８には、フラッシュ装置４０
０との電気接点や機械的な固定手段が含まれる。
【００２１】
　５０はシステム制御回路であり、画像記録装置１００全体を制御する。５２はメモリで
あり、システム制御回路５０の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶する。５４は液
晶表示装置、スピーカ等の表示部であり、システム制御回路５０によるプログラムの実行
に応じて、文字、画像、音声等を用いて動作状態やメッセージ等を表示する。表示部５４
は、画像記録装置１００の操作部近辺の視認し易い位置に単数或いは複数個所設置され、
例えばＬＣＤやＬＥＤ、発音素子等の組み合わせにより構成されている。また、表示部５
４は、その一部が光学ファインダ１０４内に設置されている。
【００２２】
　表示部５４の表示内容のうち、ＬＣＤ等で表示するものとしては、シングルショット／
連写撮影表示、セルフタイマー表示、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮
影可能枚数表示、シャッタースピード表示、絞り値表示等がある。加えて、露出補正表示
、フラッシュ表示、赤目緩和表示、マクロ撮影表示、ブザー設定表示、時計用電池残量表
示、電池残量表示、エラー表示、複数桁の数字による情報表示、記録媒体２００の着脱状
態表示、通信Ｉ／Ｆ動作表示、日付・時刻表示等がある。また、表示部５４の表示内容の
うち、光学ファインダ１０４内に表示するものとしては、合焦表示、手振れ警告表示、フ
ラッシュ充電表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示等がある。５６
は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等で構成される
。
【００２３】
　６０、６２、６４、６６、６８及び７０は、ユーザがシステム制御回路５０へ各種動作
を指示するための操作手段であり、例えばスイッチやダイヤル、タッチパネル、視線検知
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によるポインティング、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わせで構成される。具
体的に説明すると、６０はモードダイヤルスイッチであり、電源オフ、プログラムＡＥモ
ードなどの自動露出モード、全自動モード、マニュアル露出モードを持っている。
【００２４】
　６２はシャッタースイッチＳＷ１であり、不図示のシャッターボタンの操作途中でＯＮ
となり、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイ
トバランス）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理等の動作開始を指示する。６４はシ
ャッタースイッチＳＷ２であり、前記シャッターボタンの操作完了でＯＮとなり、撮像素
子１４から読み出した信号をＡ／Ｄ変換器１６、メモリ制御回路２２を介してメモリ３０
に画像データを書き込む露光処理の動作を開始する。更に、画像処理回路２０やメモリ制
御回路２２での演算を用いた現像処理、メモリ３０から画像データを読み出し、圧縮・伸
長回路３２で圧縮を行い、記録媒体２００に画像データを書き込む記録処理という一連の
処理の動作開始を指示する。
【００２５】
　６６は画像表示ＯＮ／ＯＦＦスイッチであり、画像表示部２８のＯＮ／ＯＦＦを設定す
ることができる。この機能により、光学ファインダ１０４を用いて撮影を行う際に、ＴＦ
Ｔ－ＬＣＤ等からなる画像表示部への電源供給を遮断することにより、省電力を図ること
が可能となる。６８はクイックレビューＯＮ／ＯＦＦスイッチであり、撮影直後に撮影し
た画像データを自動再生するクイックレビュー機能を設定する。７０は各種ボタンやタッ
チパネル等からなる操作部である。操作部７０には、メニューボタン、セットボタン、マ
クロボタン、単写／連写／セルフタイマー切り替えボタン、メニュー移動＋（プラス）ボ
タン、メニュー移動－（マイナス）ボタン、撮影画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付
／時間設定ボタン等がある。
【００２６】
　８０は電源制御部であり、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを
切り替えるスイッチ回路等により構成されている。電源制御部８０は、電池の装着の有無
、電池の種類、電池残量の検出を行い、検出結果及びシステム制御回路５０の指示に基づ
いてＤＣ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供
給する。８２、８４はコネクタである。８６は電源であり、アルカリ電池やリチウム電池
等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプター等
からなる。
【００２７】
　９０は記録媒体２００と接続するためのインタフェースである。９２は記録媒体２００
と接続するためのコネクタである。９８は記録媒体着脱検知部であり、コネクタ９２に記
録媒体２００が装着されているか否かを検知するである。
【００２８】
　１０２は、バリア（保護部）であり、画像記録装置１００の撮影レンズ１０を含む撮像
部を覆う事により、該撮像部の汚れや破損を防止する。１０４は光学ファインダである。
この光学ファインダ１０４を利用することにより、画像表示部２８によって構成される電
子ファインダ機能を利用することなく、撮影を行うことができる。また、光学ファインダ
１０４内には、表示部５４の一部の機能、例えば、合焦表示、手振れ警告表示、フラッシ
ュ充電表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示を行うための素子が配
置されている。
【００２９】
　２００は着脱可能なＣＦ（コンパクトフラッシュ（登録商標））カード等の記録媒体で
ある。４００はフラッシュ装置である。４０２はフラッシュ装置４００を画像記録装置１
００のアクセサリーシュー４８と接続するためのコネクタである。４０４は発光部であり
、ＡＦ補助光の投光機能、フラッシュ調光機能も有する。
【００３０】
　次に、図２～図１５を参照して、本実施形態の画像記録装置の動作について説明する。
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図２及び図３は、本実施形態の画像記録装置１００のメインルーチンを示すフローチャー
トである。図２において、電池交換等の電源投入により、システム制御回路５０は、Ｓ１
０１において、フラグや制御変数等を初期化する。Ｓ１０１において、電子ズームはＯＦ
Ｆ、記録モードはＪＰＥＧ画像、ＪＰＥＧ画像記録サイズはＬ（ラージ）、ＲＡＷ画像記
録サイズはＲＡＷ（ロウ）、に初期化される。
【００３１】
　Ｓ１０２では、システム制御回路５０は、画像表示部２８の画像表示をＯＦＦ状態に初
期設定する。Ｓ１０３では、システム制御回路５０は、モードダイヤル６０の設定位置を
確認し、モードダイヤル６０が「ＯＦＦ」に設定されている場合はＳ１０４に進み、モー
ドダイヤル６０が「ＯＦＦ」以外に設定されている場合はＳ１０５に進む。
【００３２】
　Ｓ１０４では、システム制御回路５０は、各表示部２８，５４の表示を終了状態に変更
し、バリア（保護部）１０２を閉じて撮像部を保護する。更に、Ｓ１０４では、フラグや
制御変数等を含む必要なパラメータや設定値、設定モードを不揮発性メモリ５６に記録し
、電源制御部８０により画像表示部２８を含む画像記録装置１００各部の不要な電源を遮
断する等の所定の終了処理を行い、Ｓ１０３に戻る。
【００３３】
　Ｓ１０５は、システム制御回路５０は、操作部７０のメニューボタンの状態を確認し、
操作部７０のメニューボタンが押されている場合はＳ１０６に進み、操作部７０のメニュ
ーボタンが押されていない場合はＳ１０７に進む。Ｓ１０６では、システム制御回路５０
は、メニュー設定処理を行う。このメニュー設定処理（Ｓ１０６）の詳細は図８で後述す
る。ここではメニュー項目の変更操作が行われ、処理が終了するとＳ１０３に戻る。
【００３４】
　Ｓ１０７では、システム制御回路５０は、画像表示ＯＮ／ＯＦＦスイッチ６６の設定状
態を確認し、画像表示ＯＮに設定されている場合はＳ１０８に進み、画像表示ＯＦＦに設
定されている場合はＳ１１１に進む。Ｓ１０８では、システム制御回路５０は、画像表示
フラグを設定する。Ｓ１０９では、システム制御回路５０は、画像表示部２８の画像表示
をＯＮ状態に設定する。
【００３５】
　Ｓ１１０では、システム制御回路５０は、撮像した画像データを逐次表示するスルー表
示状態に設定する。スルー表示状態においては、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、画像
処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して、画像表示メモリ２４に逐次書き込まれたデ
ータを、メモリ制御回路２２、Ｄ／Ａ変換器２６を介して画像表示部２８により逐次表示
する。これにより、電子ファインダ機能を実現している。
【００３６】
　Ｓ１１１では、システム制御回路５０は、画像表示フラグを解除する。Ｓ１１２では、
システム制御回路５０は、画像表示部２８の画像表示をＯＦＦ状態に設定する。画像表示
ＯＦＦの場合は、画像表示部２８による電子ファインダ機能を使用せず、光学ファインダ
１０４を用いて撮影を行う。この場合、電力消費量の大きい画像表示部２８やＤ／Ａ変換
器２６等の消費電力を削減することが可能となる。尚、画像表示フラグの状態は、システ
ム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶する。
【００３７】
　Ｓ１１３では、システム制御回路５０は、シャッタースイッチＳＷ１の状態を確認し、
シャッタースイッチＳＷ１がＯＦＦである場合はＳ１０３に戻る。一方、シャッタースイ
ッチＳＷ１がＯＮである場合はＳ１１４に進む。Ｓ１１４では、システム制御回路５０は
、画像表示フラグの状態を確認し、画像表示フラグが設定されている場合はＳ１１５に進
み、画像表示フラグが解除されている場合はＳ１１６に進む。
【００３８】
　Ｓ１１５では、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示状態をフリーズ表示状
態にする。フリーズ表示状態においては、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、画像処理回
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路２０、メモリ制御回路２２を介した画像表示メモリ２４の画像データの書き換えを禁止
する。また、最後に書き込まれた画像データを、メモリ制御回路２２、Ｄ／Ａ変換器２６
を介して画像表示部２８に表示することにより、フリーズした画像を電子ファインダに表
示している。
【００３９】
　Ｓ１１６では、システム制御回路５０は、測距処理を行って、撮影レンズ１０の焦点を
被写体までの距離に応じて調整すると共に、測光処理を行って、絞り値及びシャッター時
間を決定する。ここで、この測光処理では、必要であればフラッシュの設定も行う。この
測距・測光処理（Ｓ１１６）の詳細は図４で後述する。
【００４０】
　Ｓ１１７では、システム制御回路５０は、画像表示フラグの状態を確認し、画像表示フ
ラグが設定されている場合はＳ１１８に進み、画像表示フラグが解除されている場合はＳ
１１９に進む。Ｓ１１８では、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示状態を、
撮像した画像データを逐次表示するスルー表示状態に設定する。このステップでのスルー
表示は、Ｓ１１０のスルー表示と同じ動作状態である。
【００４１】
　Ｓ１１９では、システム制御回路５０は、シャッタースイッチＳＷ１の状態を確認し、
シャッタースイッチＳＷ１がＯＦＦ状態であれば、Ｓ１０３に戻る。シャッタースイッチ
ＳＷ１がＯＮ状態であれば、Ｓ１２０で、更にシャッタースイッチＳＷ２の状態を確認し
、シャッタースイッチＳＷ２がオフ状態であればＳ１１９に戻り、シャッタースイッチＳ
Ｗ２がオン状態であればＳ１３０に進む。
【００４２】
　Ｓ１３０では、システム制御回路５０は、画像表示フラグの状態を確認し、画像表示フ
ラグが設定されている場合はＳ１３１に進み、画像表示フラグが解除されている場合はＳ
１３２に進む。Ｓ１３１では、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示状態を、
固定色表示状態に設定する。固定色表示状態においては、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１
６、画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して画像表示メモリ２４に書き込まれた
画像データの代わりに、差し替えた固定色の画像データを画像表示部２８に表示する。こ
れにより、固定色の映像を電子ファインダに表示している。
【００４３】
　Ｓ１３２では、システム制御回路５０は、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、画像処理
回路２０、メモリ制御回路２２を介して、或いは、Ａ／Ｄ変換器１６から直接メモリ制御
回路２２を介して、メモリ３０に撮影した画像データを書き込む露光処理を実行する。ま
た、メモリ制御回路２２そして必要に応じて画像処理回路２０を用いて、メモリ３０に書
き込まれた画像データを読み出して各種処理を行う現像処理からなる撮影処理を実行する
。この撮影処理（Ｓ１３２）の詳細は図５で後述する。
【００４４】
　Ｓ１３３では、システム制御回路５０は、画像表示フラグの状態を確認し、画像表示フ
ラグが設定されている場合はＳ１３６に進み、画像表示フラグが解除されている場合はＳ
１３４に進む。Ｓ１３４では、システム制御回路５０は、クイックレビュー表示フラグの
状態を確認し、クイックレビューフラグが設定されている場合はＳ１３５に進み、クイッ
クレビュー表示フラグが解除されている場合はＳ１３７に進む。
【００４５】
　Ｓ１３５では、システム制御回路５０は、画像表示部２８の画像表示をＯＮ状態に設定
する。Ｓ１３６では、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示状態を、クイック
レビュー表示状態に設定する。Ｓ１３７では、システム制御回路５０は、メモリ３０に書
き込まれた撮影画像データを読み出して、メモリ制御回路２２そして必要に応じて画像処
理回路２０を用いて各種画像処理を実行する。また、圧縮・伸長回路３２を用いて設定し
たモードに応じた画像圧縮処理を行った後、記録媒体２００への画像データの書き込みを
行う記録処理（Ｓ１３７）を実行する。この記録処理（Ｓ１３７）の詳細は図６で後述す
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る。
【００４６】
　Ｓ１３８では、システム制御回路５０は、シャッタースイッチＳＷ２の状態を確認し、
シャッタースイッチＳＷ２がＯＦＦ状態になるまで待機する。Ｓ１３９では、システム制
御回路５０は、所定のミニマムレビュー時間が経過するまで待機する。Ｓ１４０では、シ
ステム制御回路５０は、画像表示フラグの状態を確認し、画像表示フラグが設定されてい
る場合はＳ１４１に進み、画像表示フラグが解除されている場合はＳ１４２に進む。Ｓ１
４１では、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示状態を、撮像した画像データ
を逐次表示するスルー表示状態に設定する。このステップでのスルー表示は、Ｓ１１０の
スルー表示と同じ動作状態である。Ｓ１４２では、システム制御回路５０は、画像表示部
２８の画像表示をＯＦＦ状態に設定する。
【００４７】
　図４は、図２のＳ１１６における測距・測光処理の詳細なフローチャートである。図４
において、Ｓ２０１では、システム制御回路５０は、撮像素子１４から電荷信号を読み出
し、Ａ／Ｄ変換器１６を介して画像データとして画像処理回路２０に逐次読み込む。この
逐次読み込まれた画像データを用いて、画像処理回路２０はＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ
）方式のＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理、ＡＦ（オートフォー
カス）処理に用いる所定の演算を行う。
【００４８】
　尚、上記の各処理では、撮影した全画素数のうちの必要な部分を切り取るようにして抽
出して演算に用いる。これにより、ＴＴＬ方式のＡＥ、ＥＦ、ＡＷＢ、ＡＦの各処理にお
いて、中央重点モード、平均モード、評価モードの各モードに適合した最適な演算を行う
ことできる。
【００４９】
　Ｓ２０２では、システム制御回路５０は、画像処理回路２０での演算結果に基づいて、
露出（ＡＥ）が適正であるか否かを判定し、適正でないならば、Ｓ２０３に進み、露光制
御部４０にＡＥ制御を実行させる。Ｓ２０４では、システム制御回路５０は、ＡＥ制御で
得られた測定データを用いて、フラッシュの発光が必要か否かを判定し、フラッシュの発
光が必要ならば、Ｓ２０５で、フラッシュフラグをセットしフラッシュ装置４００を充電
する。
【００５０】
　Ｓ２０２で、露出（ＡＥ）が適正と判定したならば、測定データ及び／或いは設定パラ
メータをシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶する。Ｓ２０６では
、システム制御回路５０は、画像処理回路２０での演算結果及びＡＥ制御で得られた測定
データを用いて、ホワイトバランス（ＡＷＢ）が適正であるか否かを判定する。そして、
適正でないならば、画像処理回路２０に、色処理のパラメータを調節するＡＷＢ制御を実
行させる。
【００５１】
　Ｓ２０６で、ホワイトバランス（ＡＷＢ）が適正であると判定したならば、測定データ
及び／或いは設定パラメータをシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記
憶する。Ｓ２０８では、システム制御回路５０は、ＡＥ制御及びＡＷＢ制御で得られた測
定データを用いて、測距（ＡＦ）の結果が合焦であるか否かを判定し、合焦状態でなかっ
たならば、Ｓ２０９で、測距制御部４２にＡＦ制御を実行させる。そして、Ｓ２０８で、
測距（ＡＦ）の結果が合焦であると判定したならば、測定データ及び／或いは設定パラメ
ータをシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶し、測距・測光処理ル
ーチン（Ｓ１１６）を終了する。
【００５２】
　図５は、図３のＳ１３２における撮影処理の詳細なフローチャートである。図５におい
て、Ｓ３０１、Ｓ３０２では、システム制御回路５０は、システム制御回路５０の内部メ
モリ或いはメモリ５２に記憶される測光データに従い、露光制御部４０によってシャッタ
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ー１２を絞り値に応じて開放して撮像素子１４を露光する。
【００５３】
　Ｓ３０３では、システム制御回路５０は、フラッシュ・フラグを参照してフラッシュが
必要であるか否かを判定し、必要である場合はフラッシュを発光させる。なお、フラッシ
ュを使用しない場合はＳ３０５に進む。Ｓ３０５では、システム制御回路５０は、測光デ
ータに従った撮像素子１４の露光終了を待ち、その後、Ｓ３０６で、露光制御部４０によ
ってシャッター１２を閉じて、撮像素子１４の露光を終了する。
【００５４】
　Ｓ３０７では、システム制御回路５０は、撮像素子１４から電荷信号を読み出す。そし
て、読み出した電荷信号を、Ａ／Ｄ変換器１６、画像処理回路２０、メモリ制御回路２２
を介して、或いはＡ／Ｄ変換器１６から直接メモリ制御回路２２を介して、撮影画像デー
タとしてメモリ３０の所定領域に書き込む。Ｓ３０８では、システム制御回路５０は、設
定された撮影モードに応じて、フレーム処理を行う必要があるか否かを判定し、必要であ
れば、Ｓ３０９に進み、不要であればＳ３１１に進む。
【００５５】
　Ｓ３０９では、システム制御回路５０は、メモリ制御回路２２そして必要に応じて画像
処理回路２０を用いて、メモリ３０に書き込まれた画像データを読み出して垂直加算処理
や（Ｓ３０９）、色処理（Ｓ３１０）を順次行う。その後、メモリ３０に処理を終えた画
像データを書き込む。Ｓ３１１では、システム制御回路５０は、メモリ３０から画像デー
タを読み出し、メモリ制御回路２２を介して画像表示メモリ２４に表示画像データの転送
を行う。一連の処理を終えたならば、撮影処理ルーチン（Ｓ１３２）を終了する。
【００５６】
　図６は、図３のＳ１３８における記録処理の詳細なフローチャートである。図６におい
て、Ｓ４０１では、システム制御回路５０は、メモリ制御回路２２と必要に応じて画像処
理回路２０を用いて、メモリ３０に書き込まれた撮影画像データを読み出して撮像素子の
縦横画素比率を１対１に補間する画素正方化処理を行う。その後、メモリ３０に処理を終
えた画像データを書き込む。
【００５７】
　Ｓ４０２では、システム制御回路５０は、電子ズームの設定状態を確認し、電子ズーム
機能がＯＮである場合はＳ４０３に進み、電子ズーム機能がＯＦＦである場合はＳ４０４
に進む。Ｓ４０３では、システム制御回路５０は、電子ズーム時の切り出し範囲を決定す
る。詳しくは、図１０に示すように、設定されたズーム倍率に応じて切り出し範囲が決ま
り、電子的な画角の変更が行われる。
【００５８】
　Ｓ４０４では、システム制御回路５０は、設定されている記録モードの状態を確認する
。そして、設定されている記録モードが、ＲＡＷ画像（非圧縮形式）の場合はＳ４０８に
進み、設定されている記録モードが、ＪＰＥＧ画像（圧縮形式）、または、ＲＡＷ画像＋
ＪＰＥＧ画像（非圧縮形式と圧縮形式の両方）の場合は、Ｓ４０５に進む。
【００５９】
　Ｓ４０５では、システム制御回路５０は、ＪＰＥＧ画像記録サイズの設定内容に応じて
、画像圧縮処理を圧縮・伸長回路３２により行う。Ｓ４０６では、システム制御回路５０
は、Ｓ４０３で決定された切り出し範囲と、設定されたＪＰＥＧ画像記録サイズに従って
、拡大・縮小処理が行われる。この処理が、電子的な画角変更処理、いわゆる、電子ズー
ム処理に相当する。
【００６０】
　Ｓ４０７では、システム制御回路５０は、インターフェース９０、コネクタ９２を介し
て、記録媒体２００へＪＰＥＧ画像を書き込む。Ｓ４０８では、システム制御回路５０は
、設定されている記録モードの状態を確認する。そして、設定されている記録モードが、
ＪＰＥＧ画像の場合は本処理を終了し、設定されている記録モードが、ＲＡＷ画像、また
は、ＲＡＷ画像＋ＪＰＥＧ画像の場合は、Ｓ４０９に進む。
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【００６１】
　Ｓ４０９では、システム制御回路５０は、ＲＡＷ画像記録制御を行う。ＲＡＷ画像記録
制御の詳細は後述する。一連の処理を終えたならば、記録処理ルーチン（Ｓ１３８）を終
了する。
【００６２】
　図７は、図６のＳ４０９におけるＲＡＷ画像記録制御の詳細なフローチャートである。
図７において、Ｓ４５０では、システム制御回路５０は、電子ズームの設定状態を確認し
、電子ズーム機能がＯＦＦの場合はＳ４５２に進み、電子ズーム機能がＯＮの場合はＳ４
５１に進む。Ｓ４５１では、システム制御回路５０は、設定されている記録モードの状態
を確認し、設定されている記録モードが、ＲＡＷ画像の場合はＳ４５３に進み、設定され
ている記録モードが、ＲＡＷ画像＋ＪＰＥＧ画像の場合は、Ｓ４５４に進む。
【００６３】
　Ｓ４５２では、システム制御回路５０は、ＲＡＷ画像記録サイズを次のように決定する
。実際のＲＡＷ画像記録サイズ←設定されているＲＡＷ画像記録サイズ
　Ｓ４５３では、システム制御回路５０は、ＲＡＷ画像記録サイズを次のように決定する
。実際のＲＡＷ画像記録サイズ←設定されているＲＡＷ画像記録サイズより１段階高い値
　例えば、設定されているＲＡＷ画像記録サイズがＲＡＷの場合は、ＲＡＷで制御するよ
うに決定される。
【００６４】
　設定されているＲＡＷ画像記録サイズがＲＡＷ－Ｍ１の場合は、ＲＡＷで制御するよう
に決定される。
【００６５】
　設定されているＲＡＷ画像記録サイズがＲＡＷ－Ｍ２の場合は、ＲＡＷ－Ｍ１で制御す
るように決定される。設定されているＲＡＷ画像記録サイズがＲＡＷ－Ｓ１の場合は、Ｒ
ＡＷ－Ｍ２で制御するように決定される。
【００６６】
　設定されているＲＡＷ画像記録サイズがＲＡＷ－Ｓ２の場合は、ＲＡＷ－Ｍ２で制御す
るように決定される。
【００６７】
　Ｓ４５４では、システム制御回路５０は、ＲＡＷ画像の記録サイズを次のように決定す
る。実際のＲＡＷ画像記録サイズ←設定されているＪＰＥＧ画像記録サイズ以上の値
　例えば、設定されているＪＰＥＧ画像記録サイズがＭ１、設定されているＲＡＷ画像記
録サイズがＲＡＷ－Ｍ２の場合は、ＲＡＷ画像記録サイズはＲＡＷ－Ｍ２で制御されるよ
うに決定される。
【００６８】
　Ｓ４５５では、システム制御回路５０は、警告が必要か否かを判定し、警告が必要な場
合はＳ４５６に進み、警告が必要ない場合はＳ４５７に進む。ここでは、ズーム倍率が最
大（８倍）に設定されており、かつ、設定されているＲＡＷ画像記録サイズが最低（Ｓ２
）の場合に、明らかに画質劣化が避けられないとして警告を発するようにしている。
【００６９】
　Ｓ４５６では、システム制御回路５０は、画質劣化をユーザに知らしめるための警告を
発する（電子音を出す）。なお、警告は、音でなくても、設定されているＲＡＷ画像記録
サイズの表示を点滅表示させても良い。Ｓ４５７では、システム制御回路５０は、Ｓ４０
３で決定された切り出し範囲と、Ｓ４５２～Ｓ４５４で決定されたＲＡＷ画像記録サイズ
に従って、拡大・縮小処理が行われる。このＳ４５７が、電子的な画角変更処理、いわゆ
る、電子ズーム処理に相当する。
【００７０】
　Ｓ４５８では、システム制御回路５０は、前述したＳ４５２～Ｓ４５４で決定されたＲ
ＡＷ画像記録サイズに基づいて、インターフェース９０、コネクタ９２を介して、記録媒
体２００へＲＡＷ画像を書き込む。一連の処理を終えたならば、ＲＡＷ画像記録制御処理
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ルーチン（Ｓ４０９）を終了する。
【００７１】
　図８は、図２のＳ１０６におけるメニュー処理を説明する図である。本実施形態では、
操作部７０のメニューボタン、セットボタン、メニュー移動＋（プラス）ボタン、メニュ
ー移動－（マイナス）ボタンを用いて処理が行われる。また、本実施形態では、メニュー
項目は、記録モード、ＪＰＥＧ画像記録サイズ、ＲＡＷ画像記録サイズ、電子ズームの４
項目である。
【００７２】
　操作部７０のメニュー移動＋（プラス）ボタンが押されるたびに、選択される項目が循
環する。具体的には、記録モード（図８（ａ））⇒ＪＰＥＧ画像記録サイズ（図８（ｂ）
）⇒ＲＡＷ画像記録サイズ（図８（ｃ））⇒電子ズーム（図８（ｄ））⇒記録モード（図
８（ａ））のように選択項目が循環する。
【００７３】
　また、操作部７０のメニュー移動－（マイナス）ボタンが押されるたびに、選択される
項目が循環する。具体的には、電子ズーム（図８（ｄ））⇒ＲＡＷ画像記録サイズ（図８
（ｃ））⇒ＪＰＥＧ画像記録サイズ（図８（ｂ））⇒記録モード（図８（ａ））⇒電子ズ
ーム（図８（ｄ））のように選択項目が循環する。
【００７４】
　そして、所望の項目のところで、操作部７０のセットボタンが押されると、項目が確定
する。各項目の処理については、図９～図１５で後述する。また、操作部７０のメニュー
ボタンが押されると、メニュー処理を終了する。
【００７５】
　図９は、メニュー項目の１つである電子ズーム設定処理を説明する図である。本実施形
態では、電子ズーム設定部として操作部７０のセットボタン、メニュー移動＋（プラス）
ボタン、メニュー移動－（マイナス）ボタンを用いて処理が行われる。また、本実施形態
では、電子ズームの設定内容として、ＯＦＦ、２倍、４倍、８倍の４種類の中から１つを
選択できる。
【００７６】
　操作部７０のメニュー移動＋（プラス）ボタンが押されるたびに、設定内容が、ＯＦＦ
（図９（ａ））⇒２倍（図９（ｂ））⇒４倍（図９（ｃ））⇒８倍（図９（ｄ））⇒ＯＦ
Ｆ（図９（ａ））のように循環する。
【００７７】
　また、操作部７０のメニュー移動－（マイナス）ボタンが押されるたびに、設定内容が
、８倍（図９（ｄ））⇒４倍（図９（ｃ））⇒２倍（図９（ｂ））⇒ＯＦＦ（図９（ａ）
）⇒８倍（図９（ｄ））のように循環する。
【００７８】
　そして、所望の設定内容のところで、操作部７０のセットボタンが押されると、設定内
容が確定する。
【００７９】
　ここで、図１０を参照して電子ズーム機能について説明する。電子ズームがＯＦＦに設
定されている場合は、水平６０００画素、垂直４０００画素、すなわち、全ての範囲が抽
出される。電子ズームが２倍に設定されている場合は、水平３０００画素、垂直２０００
画素の範囲が切り出しされる。電子ズームが４倍に設定されている場合は、水平１５００
画素、垂直１０００画素の範囲が切り出しされる。電子ズームが８倍に設定されている場
合は、水平７５０画素、垂直５００画素の範囲が切り出しされる。
【００８０】
　図１１は、メニュー項目の１つである記録モード選択処理を説明する図である。本実施
形態では、記録モード選択部として操作部７０のセットボタン、メニュー移動＋（プラス
）ボタン、メニュー移動－（マイナス）ボタンを用いて処理が行われる。また、本実施形
態では、記録モードの設定内容として、ＪＰＥＧ画像、ＲＡＷ画像、ＲＡＷ画像＋ＪＰＥ
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Ｇ画像の３種類の中からいずれか１つを選択できる。
【００８１】
　操作部７０のメニュー移動＋（プラス）ボタンが押されるたびに、設定内容が、ＪＰＥ
Ｇ画像（図１１（ａ））⇒ＲＡＷ画像（図１１（ｂ））⇒ＲＡＷ画像＋ＪＰＥＧ画像（図
１１（ｃ））⇒ＪＰＥＧ画像（図１１（ａ））のように循環する。
【００８２】
　操作部７０のメニュー移動－（マイナス）ボタンが押されるたびに、設定内容が、ＲＡ
Ｗ画像＋ＪＰＥＧ画像（図１１（ｃ））⇒ＲＡＷ画像（図１１（ｂ））⇒ＪＰＥＧ画像（
図１１（ａ））⇒ＲＡＷ画像＋ＪＰＥＧ画像（図１１（ｃ））のように循環する。
【００８３】
　そして、所望の設定内容のところで、操作部７０のセットボタンが押されると、設定内
容が確定する。
【００８４】
　図１２は、メニュー項目の１つであるＲＡＷ画像記録サイズ設定処理を説明する図であ
る。本実施形態では、記録サイズ設定部として操作部７０のセットボタン、メニュー移動
＋（プラス）ボタン、メニュー移動－（マイナス）ボタンを用いて処置が行われる。また
、本実施の形態では、ＲＡＷ画像記録サイズの設定内容として、ＲＡＷ、ＲＡＷ－Ｍ１、
ＲＡＷ－Ｍ２、ＲＡＷ－Ｓ１、ＲＡＷ－Ｓ２の５種類の中からいずれか１つを選択できる
ようにしている。
【００８５】
　操作部７０のメニュー移動＋（プラス）ボタンが押されるたびに、設定内容が循環する
。具体的には、ＲＡＷ（図１２（ａ））⇒ＲＡＷ－Ｍ１（図１２（ｂ））⇒ＲＡＷ－Ｍ２
（図１２（ｃ））⇒ＲＡＷ－Ｓ１（図１２（ｄ））⇒ＲＡＷ－Ｓ２（図１２（ｅ））⇒Ｒ
ＡＷ（図１２（ａ））のように設定内容が循環する。
【００８６】
　また、操作部７０のメニュー移動－（マイナス）ボタンが押されるたびに、設定内容が
循環する。具体的には、ＲＡＷ－Ｓ２（図１２（ｅ））⇒ＲＡＷ－Ｓ１（図１２（ｄ））
⇒ＲＡＷ－Ｍ２（図１２（ｃ））⇒ＲＡＷ－Ｍ１（図１２（ｂ））⇒ＲＡＷ（図１２（ａ
））⇒ＲＡＷ－Ｓ２（図１２（ｅ））のように設定内容が循環する。
【００８７】
　そして、所望の設定内容のところで、操作部７０のセットボタンが押されると、設定内
容が確定する。
【００８８】
　ここで、図１３を参照してＲＡＷ画像記録サイズについて説明する。ＲＡＷ（ロウ）の
記録画素数は、約２４００万画素、水平画素数は６０００画素、垂直画素数は４０００画
素である。ＲＡＷ－Ｍ１（ロウ・ミドル１）の記録画素数は、約１２００万画素、水平画
素数は４２４３画素、垂直画素数は２８２８画素である。ＲＡＷ－Ｍ２（ロウ・ミドル２
）の記録画素数は、約６００万画素、水平画素数は３０００画素、垂直画素数は２０００
画素である。ＲＡＷ－Ｓ１（ロウ・スモール１）の記録画素数は、約３００万画素、水平
画素数は２１２１画素、垂直画素数は１４１４画素である。ＲＡＷ－Ｓ２（ロウ・スモー
ル２）の記録画素数は、約１５０万画素、水平画素数は１５００画素、垂直画素数は１０
００画素である。
【００８９】
　図１４は、メニュー項目の１つであるＪＰＥＧ画像記録サイズ設定処理を説明する図で
ある。本実施形態では、記録サイズ設定部として操作部７０のセットボタン、メニュー移
動＋（プラス）ボタン、メニュー移動－（マイナス）ボタンを用いて処理が行われる。ま
た、本実施形態では、ＪＰＥＧ画像記録サイズの設定内容として、Ｌ、Ｍ１、Ｍ２、Ｓ１
、Ｓ２の５種類の中から１つを選択できる。
【００９０】
　操作部７０のメニュー移動＋（プラス）ボタンが押されるたびに、設定内容が、Ｌ（図
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１４（ａ））⇒Ｍ１（図１４（ｂ））⇒Ｍ２（図１４（ｃ））⇒Ｓ１（図１４（ｄ））⇒
Ｓ２（図１４（ｅ））⇒Ｌ（図１４（ａ））のように循環する。
【００９１】
　また、操作部７０のメニュー移動－（マイナス）ボタンが押されるたびに、設定内容が
、Ｓ２（図１４（ｅ））⇒Ｓ１（図１４（ｄ））⇒Ｍ２（図１４（ｃ））⇒Ｍ１（図１４
（ｂ））⇒Ｌ（図１４（ａ））⇒Ｓ２（図１４（ｅ））のように循環する。
【００９２】
　そして、所望の設定内容のところで、操作部７０のセットボタンが押されると、設定内
容が確定する。
【００９３】
　ここに、図１５を参照してＪＰＥＧ画像記録サイズについて説明する。Ｌ（ラージ）の
記録画素数は、約２４００万画素、水平画素数は６０００画素、垂直画素数は４０００画
素である。Ｍ１（ミドル１）の記録画素数は、約１２００万画素、水平画素数は４２４３
画素、垂直画素数は２８２８画素である。Ｍ２（ミドル２）の記録画素数は、約６００万
画素、水平画素数は３０００画素、垂直画素数は２０００画素である。Ｓ１（スモール１
）の記録画素数は、約３００万画素、水平画素数は２１２１画素、垂直画素数は１４１４
画素である。Ｓ２（スモール２）の記録画素数は、約１５０万画素、水平画素数は１５０
０画素、垂直画素数は１０００画素である。
【００９４】
　図６で述べたように、電子ズーム時の切り出し範囲は、ズーム倍率によって決定される
（Ｓ４０３）。ＪＰＥＧ画像の記録においては、電子ズーム時の切り出し範囲と、設定さ
れたＪＰＥＧ記録サイズに従って拡大・縮小処理を行い（Ｓ４０６）、記録媒体２００に
記録される（Ｓ４０７）。また、ＲＡＷ画像の記録においては、記録モードに応じて、設
定されているＲＡＷ画像の記録サイズと異なる値で制御される。
・モードがＲＡＷ画像の場合は、設定されているＲＡＷ画像記録サイズより１段階高い値
で制御される。
・記録モードがＲＡＷ画像＋ＪＰＥＧ画像の場合は、設定されているＪＰＥＧ画像記録サ
イズ以上の値で制御される。
【００９５】
　上記実施形態によれば、電子ズーム機能を利用して画像を拡大して撮影する場合、撮影
時に記録されたＲＡＷ画像を現像して生成されたＪＰＥＧ画像の画質の劣化を低減するこ
とができる。
【００９６】
　［第２の実施形態］第１の実施形態では、記録モードがＲＡＷ画像の場合は、設定され
ているＲＡＷ画像の記録サイズより、１段階高い値で一律に制御することで、画質の劣化
を低減していた。これに対して、設定されているズーム倍率（切り出し画素数）と、設定
されているＲＡＷ画像の記録サイズとから、ＲＡＷ画像の記録サイズを何段階上げると、
画質の劣化を低減できるかを予め算出することにより制御しても有効である。この処理は
第１の実施形態と同様に図７のフローチャートの処理中のＳ４５３にて実行される。
【００９７】
　例えば、ＲＡＷ画像の記録サイズの設定がＲＡＷ－Ｓ１であるときに、電子ズーム倍率
を３倍にして撮影を行ったとする。図１３に示すように、ＲＡＷ－Ｓ１に対してＲＡＷ－
Ｍ２は２倍、ＲＡＷ－Ｍ１は４倍の記録密度を有しているため、現在の記録サイズよりも
２段階以上サイズを上げると、画質の劣化を低減できる。ここでは、ＲＡＷ－Ｍ１かＲＡ
Ｗに設定を上げると良い。
【００９８】
　また、第１の実施形態では、記録モードがＲＡＷ画像＋ＪＰＥＧ画像の場合は、設定さ
れているＪＰＥＧ画像の記録サイズ以上の記録サイズで、ＲＡＷ画像の記録サイズを設定
していた。これに対して、設定されているズーム倍率と、設定されているＪＰＥＧ画像の
記録サイズの両方から、ＲＡＷ画像の記録サイズを何段階上げると、画質の劣化を低減で
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きるかを予め算出することにより制御しても有効である。この処理は第１の実施形態と同
様に図７のフローチャートの処理中のＳ４５４にて実行される。
【００９９】
　例えば、ＲＡＷ画像の記録サイズの設定がＲＡＷ－Ｓ１であるときに、電子ズーム倍率
を３倍にして撮影を行ったとする。このとき、上述した記録モードがＲＡＷ画像のときと
同様に、電子ズーム倍率に基づいて算出されるＲＡＷ画像の記録サイズは、２段階上のＲ
ＡＷ－Ｍ１である。ここで、ＪＰＥＧ画像の記録サイズの設定がＭ２であったとすると、
対応するＲＡＷ画像の記録サイズはＲＡＷ－Ｍ２である。このとき、本実施形態では、算
出される記録サイズのうち、より上のサイズであるＲＡＷ－Ｍ１にＲＡＷ画像の記録サイ
ズが設定される。また、ＪＰＥＧ画像の記録サイズの設定がＬであったとすると、対応す
るＲＡＷ画像の記録サイズはＲＡＷである。このとき、本実施形態では、算出される記録
サイズのうち、より上のサイズであるＲＡＷにＲＡＷ画像の記録サイズが設定される。
【０１００】
　上記実施形態によれば、電子ズーム機能を利用して画像を拡大して撮影する場合、電子
ズーム倍率や設定されたＪＰＥＧ画像の記録サイズに基づいて、ＲＡＷ画像の記録サイズ
を設定する。これにより、撮影時に記録されたＲＡＷ画像を現像して生成されたＪＰＥＧ
画像の画質の劣化を低減することができる。
【０１０１】
　［他の実施形態］本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、
上記実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶
媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又
はＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、
そのプログラム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(18) JP 2010-183564 A 2010.8.19

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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