
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像変形装置の前面に設けられ，上記画像変形装置の前方の被写体を撮像し，被写体像
を動画で表す動画信号を出力するビデオ・カメラ，
　上記画像変形装置の前面に表示画面が設けられ，上記ビデオ・カメラから出力される動
画信号によって表される被写体像を動画で上記表示画面上に表示する第１の表示装置，
　上記表示画面に固定的に規定されている変形対象領域内に表示されている画像を変形す
るように上記ビデオ・カメラから出力される動画信号を処理する画像変形手段，および
　上記画像変形手段により変形された画像を含む被写体像を上記表示画面上に表示するよ
うに上記第１の表示装置を制御する画像表示制御手段，
　を備えた画像変形装置。
【請求項２】
　上記変形対象領域を，上記第１の表示装置の表示画面上のあらかじめ定められた位置に
，被写体像上に重ねて表示するように上記第１の表示装置を制御する変形対象領域表示制
御手段，をさらに備えた請求項１に記載の画像変形装置。
【請求項３】
　上記画像変形手段により変形された画像を含む被写体像を印刷する印刷装置をさらに備
えた請求項１に記載の画像変形装置。
【請求項４】
　上記変形処理が複数種類あり，これらの複数種類の変形処理のうち１つの変形処理を指
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定する変形処理指定手段をさらに備え，
　上記画像変形手段は，上記変形処理指定手段によって指定された変形処理にもとづく変
形を行うものである，請求項１に記載の画像変形装置。
【請求項５】
　上記変形処理が複数あり，これらの複数種類の変形処理後の画像の縮小画像を表示する
第２の表示装置を備え，
　上記画像変形手段は，
　上記第２の表示装置に表示されている複数種類の変形処理後の被写体像の縮小画像のう
ち少なくとも１つを指定することにより指定された縮小画像について行われている変形処
理と同じ変形処理を，上記変形対象領域内に表示されている画像について行うものである
，
　請求項１に記載の画像変形装置。
【請求項６】
　上記画像変形手段による変形処理後の画像と変形処理前の被写体像とを表示する第３の
表示装置をさらに備えた請求項 に記載の画像変形装置。
【請求項７】
　上記変形対象領域が複数あり，これらの変形対象領域のうち少なくとも１つの変形対象
領域を指定する変形対象領域指定手段をさらに備え，
　上記変形対象領域表示制御手段が，上記変形対象領域指定手段によって指定された変形
対象領域を上記第１の表示装置の表示画面上に表示するものである，
　請求項２に記載の画像変形装置。
【請求項８】
　上記画像表示制御手段が，上記画像変形手段により画像が変形されている過程を上記第
１の表示装置に表示させるものである，請求項１に記載の画像変形装置。
【請求項９】
　上記画像表示制御手段が，画像の上記変形過程中に変形停止指令が与えられることによ
り変形処理を停止し，変形停止指令が与えられたときの変形画像を上記第１の表示装置の
表示画面に表示するものである，請求項８に記載の画像変形装置。
【請求項１０】
　上記画像変形手段により画像が変形されている過程の変形画像のうちの複数の縮小画像
を表示する第４の表示装置をさらに備えている請求項 に記載の画像変形装置。
【請求項１１】
　上記第４の表示装置に表示されている複数の縮小画像のうち少なくとも１つの画像を指
定する変形画像指定手段をさらに備え，
　上記画像変形手段は，上記変形画像指定手段により指定された変形画像について行われ
ている変形処理と同じ処理を，上記変形対象領域内に表示されている画像について行うも
のである，請求項 10に記載の画像変形装置。
【請求項１２】
　ビデオ・カメラが，画像変形装置の前面に設けられ，上記画像変形装置の前方の被写体
を撮像し，被写体像を動画で表す動画信号を出力し，
　第１の表示装置が，上記画像変形装置の前面に表示画面が設けられ，上記ビデオ・カメ
ラから出力される動画信号によって表される被写体像を動画で上記表示画面上に表示し，
　画像変形手段が，上記表示画面に固定的に規定されている変形対象領域内に表示されて
いる画像を変形するように上記ビデオ・カメラから出力される動画信号を処理し，
　画像表示制御手段が，上記画像変形手段により変形された画像を含む被写体像を上記表
示画面上に表示するように上記第１の表示装置を制御する 画像変形
。
【請求項１３】
　上記変形対象領域を，上記第１の表示装置の表示画面上のあらかじめ定められた位置に
，被写体像上に重ねて表示する，請求項 12に記載の画像変形方法。
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【請求項１４】
　上記画像変形処理により変形された画像を含む被写体像を印刷する，請求項 12に記載の
画像変形方法。
【請求項１５】
　上記変形処理が複数種類あり，これらの複数種類の変形処理のうち１つの変形処理を指
定し，上記変形処理が指定された変形処理にもとづく変形を行うものである，請求項 12に
記載の画像変形方法。
【請求項１６】
　上記変形処理が複数種類あり，これらの複数種類の変形処理後の被写体像の縮小画像を
第２の表示装置に表示し，
　上記第２の表示装置に表示されている複数種類の変形処理後の画像の縮小画像のうちの
少なくとも１つを指定することにより指定された縮小画像について行われている変形処理
と同じ変形処理を，上記変形対象領域内に表示されている画像について行うものである，
請求項 12に記載の画像変形方法。
【請求項１７】
　上記変形処理前の被写体像を第３の表示装置に表示する，請求項 に記載の画像変形方
法。
【請求項１８】
　上記変形対象領域が複数あり，これらの変形対象領域のうち少なくとも１つの変形対象
領域を指定し，
　指定された変形対象領域を上記第１の表示装置に表示する，
　請求項 13に記載の画像変形方法。
【請求項１９】
　上記変形処理により画像が変形されている過程を上記第１の表示装置に表示するもので
ある，請求項 12に記載の画像変形方法。
【請求項２０】
　上記変形処理中に変形停止命令が与えられることにより，上記変形処理を停止し，変形
停止指令が与えられたときの変形画像を上記第１の表示装置に表示するものである，請求
項 19に記載の画像変形方法。
【請求項２１】
　上記変形処理により画像が変形されている過程の変形画像のうちの複数の縮小画像を第
４の表示装置に表示する，請求項 に記載の画像変形方法。
【請求項２２】
　上記第４の表示装置に表示されている複数の縮小画像のうち少なくとも１つの画像が指
定されることにより，指定された変形画像について行われている変形処理と同じ処理を，
上記変形対象領域内に表示されている画像について行うものである，請求項 21に記載の画
像変形方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
この発明は，被写体を撮像し，撮像によって得られた被写体像を変形して表示装置に表示
する装置および方法ならびにディジタル・スチル・ビデオ・カメラおよび画像データ記録
法方ならびに画像変形方法に関する。
【０００２】
【発明の背景】
コンピュータのハードウエアおよびソフトウエアの進歩により写真などに表された画像を
ディジタル化し，ディジタル画像をコンピュータに取り込むことが可能になってきた。こ
のようにしてコンピュータに取り込まれた画像の全部またはその一部を拡大，縮小，回転
などの変形処理することも実現されている。
【０００３】

10

20

30

40

50

(3) JP 3993922 B2 2007.10.17

16

17



ディジタル画像の全部またはその一部を変形する場合には，ディジタル画像をコンピュー
タの表示装置の表示画面上に表示した上でキーボード，マウスなどを用いて変形する画像
の範囲を特定している。
【０００４】
しかしながら，コンピュータの操作に不慣れな人はコンピュータへの画像の取り込みも変
形する画像の範囲の特定も依然として難しい。
【０００５】
【発明の開示】
この発明は，コンピュータ操作に不慣れな人でも撮像によって得られた画像を変形した画
像を比較的簡単に得ることができるようにすることを目的とする。
【０００６】
第１の発明による画像変形装置は，被写体を撮像し，被写体像を表す画像信号を出力する
撮像手段，上記撮像手段から出力される画像信号によって表される被写体像を表示画面上
に表示する第１の表示装置，変形対象領域を定めるための変形対象領域データを記憶する
変形対象領域データ記憶手段，上記変形対象領域データ記憶手段に記憶されている変形対
象領域データによって定められる変形対象領域内に表示されている画像を変形するように
上記撮像手段から出力される画像信号を処理する画像変形手段，および上記画像変形手段
により変形された画像を含む被写体像を上記第１の表示装置の表示画面上に表示するよう
に上記第１の表示装置を制御する画像表示制御手段を備えていることを特徴とする。
【０００７】
第１の発明は，上記画像変形装置を実施するのに適した方法も提供している。すなわち，
被写体を撮像し，被写体像を表す画像信号を得，上記撮像によって得られる画像信号によ
り表される被写体像を第１の表示装置の表示画面上に表示し，変形対象領域を表す変形対
象領域データを記憶しておき，記憶されている変形対象領域データによって定められる変
形対象領域内に表示されている画像を変形するように撮像によって得られた画像信号を処
理し，上記画像変形処理により変形された画像を含む被写体像を上記第１の表示装置の表
示画面上に表示するものである。
【０００８】
画像変形装置は据え置き型の大型の装置であってもよいし，ディジタル・スチル・カメラ
のように携帯可能な小型の装置であってもよい。
【０００９】
第１の発明によると被写体が撮像され，この撮像によって得られる被写体像が上記第１の
表示装置に表示される。
【００１０】
また変形対象領域を表す変形対象領域データが記憶されている。この変形対象領域データ
によって表される変形対象領域内の画像が変形されるように被写体像を表す画像信号が処
理される。変形対象領域内の画像が変形した被写体像が上記第１の表示装置に表示される
。
【００１１】
変形する画像の範囲をユーザが特定することなく，上記変形対象領域に合わせて被写体を
動かす（ユーザ自身が被写体である場合には，被写体であるユーザが動く）だけで，被写
体像の全部またはその一部を変形して表示することができる。また画像変形装置がディジ
タル・スチル・カメラのように装置自体を容易に動かすことができるものである場合には
，被写体の変形させるべき部分が上記変形対象領域内に入るように画像変形装置を動かす
だけで被写体像の全部またはその一部を変形して表示できる。コンピュータに不慣れな人
でも簡単に撮像した画像と異なる変形した画像を得ることができる。
【００１２】
上記変形対象領域を，上記第１の表示装置の表示画面上のあらかじめ定められた位置に，
被写体像上に重ねて表示することが好ましい。変形対象領域の範囲が明確となる。
【００１３】
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好ましくは，変形された上記画像を印刷する。
【００１４】
複数種類の変形処理が可能なようにしてもよい。この場合には複数種類の変形処理のうち
１つを指定させるようにし，指定された変形処理が行われ表示されることとなろう。
【００１５】
また複数種類の変形処理が可能な場合にはその複数種類の変形処理後の縮小画像を第２の
表示装置に表示してもよい。第２の表示装置に表示された複数種類の変形処理後の縮小画
像を見ながら，変形処理後の所望の縮小画像を指定し，指定された縮小画像について行わ
れている変形処理と同じ変形処理を，上記変形対象領域内に表示されている画像について
行い，変形された画像を含む被写体像を上記第１の表示装置に表示する。
【００１６】
変形処理後の縮小画像が第２の表示装置に表示されるので，変形処理後の画像の様子を把
握したあとで所望の変形処理を指定できる。第１の表示装置と第２の表示装置とを１つの
表示装置で実現し，変形された画像を含む被写体像と変形処理後の縮小画像とを１つの表
示装置の表示画面上の異なる領域に表示してもよい。
【００１７】
変形処理前の被写体像を上記第３の表示装置に表示してもよい。
【００１８】
変形処理後の被写体像が上記第１の表示装置に表示され，変形処理前の被写体像が上記第
３の表示装置に表示されるので変形処理前後の被写体像を直接比較できる。もちろん，第
１の表示装置と第３の表示装置とを１つの表示装置で実現し，１つの表示装置の表示画面
上の異なる領域に変形処理前後の被写体像を表示してもよい。
【００１９】
上記変形対象領域が複数ある場合には，変形対象領域を指定し，指定された変形対象領域
に入っている画像を変形してもよい。被写体像のうち所望の部分のみを変形することがで
きる。もちろん変形対象領域を指定せずにすべての変形対象領域に入っている被写体像の
部分を変形してもよいのはいうまでもない。
【００２０】
画像が変形している過程を表示してもよい。この場合，画像の変形過程中に変形停止指令
が与えられることにより，変形処理を停止し，変形停止指令が与えられたときの変形画像
を上記第１の表示装置に表示することができる。所望の変形状態の画像を得ることができ
る。
【００２１】
また画像が変形されている過程の変形画像のうちの複数の縮小画像を表示する第４の表示
装置を設けてもよい。変形過程の複数の画像を認識することができ，第４の表示装置に表
示されている複数の縮小画像のうち所望の縮小画像について行われている変形処理と同じ
処理を，上記変形対象領域内に表示されている画像について行うこともできる。第１の表
示装置と第４の表示装置とにを１つの表示装置で実現し，変形された画像を含む被写体像
と変形過程の複数の縮小画像を１つの表示装置の表示画面上の異なる領域に表示してもよ
い。
【００２２】
第２の発明は，変形対象領域が表されるビューファインダ，上記ビューファインダを通し
て見られる被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，上記変形対
象領域を特定するデータを入力する変形対象領域特定データ入力手段，ならびに上記撮像
手段から出力された画像データと上記変形対象領域特定データ入力手段から入力された変
形対象領域特定データとを関連づけて記録媒体に記録する記録制御手段を備えたことを特
徴とする。
【００２３】
第２の発明は，上記カメラに適した画像記録方法も提供している。すなわち，ビューファ
インダを通して見られる被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを得，得られた画像
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データを記録媒体に記録するディジタル・スチル・カメラにおいて，上記ビューファイン
ダに変形対象領域を表し，上記ビューファインダに表された変形対象領域を特定するデー
タを入力し，入力された変形対象領域特定データを，上記画像データに関連づけて上記記
録媒体に記録するものである。
【００２４】
この発明は上記第２の発明によって記録媒体に記録された画像データおよび変形対象領域
特定データにもとづいて被写体像を変形させる装置も提供している。
【００２５】
すなわち，この装置は，被写体像を表す画像データおよび変形対象領域を特定する変形対
象領域データが記録されている記録されている記録媒体から上記画像データおよび上記変
形対象領域データを読み取る読取手段，上記読取手段によって読み取られた上記画像デー
タにより表される被写体像のうち，上記読取手段によって読み取られた上記変形対象領域
特定データによって表される変形対象領域内の画像を変形するように上記画像データを処
理する画像変形手段，ならびに上記画像変形手段によって変形された画像を含む被写体像
を表示する表示装置を備えたことを特徴とする。
【００２６】
さらに上記装置に適した方法も提供している。すなわち，被写体像を表す画像データおよ
び変形対象領域を表す変形対象領域特定データが関連づけられて記録されている記録媒体
から上記画像データおよび上記変形対象領域特定データを読取り，上記画像データによっ
て表される被写体像のうち，上記変形対象領域特定データによって表される変形対象領域
内の画像を変形するように上記画像データを処理するものである。
【００２７】
ユーザは，変形対象領域を特定するための変形対象特定領域データを入力する。ユーザは
，ビューファインダに表される変形対象領域を見ながら，被写体の変形させたい部分がそ
の変形対象領域に入るように，カメラを動かすか，または被写体に動いてもらう。
【００２８】
被写体の変形させたい部分が変形対象領域に入っている状態で，被写体が撮影される。被
写体を表す画像データは，ユーザによって入力された変形対象特定領域データに関連して
，変形対象特定領域データとともに記録媒体に記録される。変形対象特定領域データは変
形対象領域を表すデータそのものであってもよいし，変形対象領域を表すデータを特定す
るデータであってもよい。
【００２９】
被写体像を表す画像データおよび変形対象領域を表す変形対象領域特定データが関連づけ
られて記録媒体に記録される。記録されている記録媒体から上記画像データおよび上記変
形対象領域特定データが読み取られ，上記画像データによって表される被写体像のうち，
上記変形対象領域特定データによって表される変形対象領域内の画像が変形される。
【００３０】
上記変形対象特定領域データを入力し，変形させたい被写体の部分を変形対象特定領域内
に入れて撮影するだけで，被写体像の変形が可能となる。コンピュータの操作に不慣れな
ユーザであっても比較的簡単に撮影した画像と異なる変形した画像を得ることができる。
【００３１】
【実施例の説明】
図１は，この実施例による画像変形装置１の斜視図である。
【００３２】
画像変形装置１は，ユーザ（被写体）を撮影し，撮影した画像の一部を変形して表示し，
プリントする装置である。
【００３３】
画像変形装置１は，その前面上方のほぼ中央部分にビデオ・カメラ２が配置されている。
ユーザはビデオ・カメラ２に向かって画像変形装置１の前方に立つ。ビデオ・カメラ１に
よってユーザが撮影される。
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【００３４】
ビデオ・カメラ２の下方にはモニタ表示装置３が設けられている。このモニタ表示装置３
の表示画面上にビデオ・カメラ２によって撮影された被写体像が動画で表示される（後述
のフリーズ・ボタン７が押されることにより，フリーズ・ボタン７が押された時点の被写
体像の静止画が表示される）。
【００３５】
モニタ表示装置３の右側方には操作ガイダンスを音声で出力するためのスピーカ４が設け
られている。ユーザは，スピーカ４から出力される音声にしたがって画像変形装置１を操
作する。
【００３６】
画像変形装置１の前面のほぼ中央の部分には前面に張りだした操作部 12が形成されている
。この操作部 12には，後述のようにモニタ表示装置３に表示されるアイコンを選択すると
きに押されるアイコン選択ボタン５，アイコンを決定するときおよびモニタ表示装置３に
表示されている被写体像をプリントするときに押される決定／プリント・ボタン６，モニ
タ表示装置３に静止画を表示させるときに押されるフリーズ・ボタン７およびキャンセル
・ボタン８が含まれている。さらに操作部 12にはコイン返却ボタン 13が設けられている。
【００３７】
操作部 12の下方には，画像変形装置１をユーザが利用するときにコインを投入するための
コイン投入口９が設けられている。
【００３８】
画像変形装置１の前面下方にはコイン返却口 10が設けられている。被写体像をプリントす
るために決定／プリント・ボタンが押される前にコイン返却ボタン 13が押されることによ
りコイン投入口９に投入されたコインが，コイン返却口 10から返却される。
【００３９】
コイン返却口 10の右側には撮影によって得られたプリントを放出するためのプリント放出
口 11が設けられている。
【００４０】
図２は，画像変形装置１の電気的構成の一部を示すブロック図である。この図においてス
ピーカ４は図示が省略されている。
【００４１】
画像変形装置１の全体の動作は，ＣＰＵ 20によって統括される。また画像変形装置１には
動作プログラム，後述する変形対象領域を表すデータ，アイコンを表すデータ，その他の
必要なデータなどを記憶するためのメモリ 25が含まれている。
【００４２】
コイン投入口９（図１参照）からコインが投入されるとビデオ・カメラ２によってユーザ
が撮影される。ユーザを表すビデオ信号は，ビデオ・カメラ２からビデオ信号入力装置 21
に与えられ，ディジタル画像データに変換される。
【００４３】
ディジタル画像データは，ＣＰＵ 20に与えられ，このＣＰＵ 20において必要であれば画像
変形処理が行われる。
【００４４】
ディジタル画像データはＣＰＵ 20から読み出され，画像表示メモリ 22に一時記憶される。
ディジタル画像データは画像表示メモリ 22から読み出され，画像表示コントローラ 23に与
えられる。画像表示コントローラ 23の制御のもとにディジタル画像データによって表され
る画像が動画としてモニタ表示装置３の表示画面上に表示される。
【００４５】
操作部 12に含まれるボタンの押し下げを表す信号は，入力コントローラ 24を介してＣＰＵ
20に与えられる。ＣＰＵ 20においては入力した信号にもとづく処理（画像変形処理，画像
フリーズ処理，画像縮小処理など）が行われる。また，操作部 12においてプリント・ボタ
ン６が押されるとプリンタ 26によってモニタ表示装置３に表示されている被写体像のプリ
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ント処理が行われる。
【００４６】
図３は，画像変形装置１の処理手順を示すフローチャート，図４は，表示装置３の表示画
面の一例を示している。
【００４７】
上述したように画像変形装置１のコイン投入口９にコインが投入されることにより図３に
示す処理が開始される。
【００４８】
コインが投入されると，メモリ 25から変形対象領域を表すデータおよびアイコンを表すデ
ータが読み出され画像表示コントローラ 23に与えられる。画像表示コントローラ 23により
表示装置３の表示画面上のほぼ全面にメイン表示領域ＡＭが表示され，表示装置３の表示
画面上の右端部にサブ表示領域ＡＳが表示される（ステップ 31）。
【００４９】
メイン表示領域ＡＭは，ビデオ・カメラ２によって撮影された画像と，変形後の画像とを
表示する領域である。メイン表示領域ＡＭには変形する被写体像の部分を表すための変形
対象領域ＡＴが表示される。この変形対象領域ＡＴ内に入っている画像が，後述するよう
にユーザによって指定される処理によって変形される。この変形対象領域ＡＴの位置は固
定である。変形させたい部分が変形対象領域ＡＴ内に入るようにユーザが動く。
【００５０】
さらに，メイン表示領域ＡＭには画像をフリーズさせたいときにはフリーズ・ボタン７を
押せばよい旨の説明，およびフリーズさせた画像をプリントする場合には決定／プリント
・ボタン６を押せばよい旨の説明がそれぞれ表示される。もちろん必要に応じてそのほか
の説明を表示させてもよいし，すべての説明をスピーカ４から出力される音声によっても
よい。
【００５１】
サブ表示領域ＡＳには変形対象領域ＡＴ内に入っている画像の変形方法（変形対象領域Ａ
Ｔ内の画像を大きくする，小さくする，細くする，太くするなど）を示すアイコンが表示
される。
【００５２】
図４に示す例では，サブ表示領域ＡＳには４つのサブ表示領域ＡＳ１，ＡＳ２，ＡＳ３お
よびＡＳ４が形成されている。第１のサブ表示領域ＡＳ１には通常の顔のアイコンが表示
されている。第１のサブ表示領域ＡＳ１に表示されるアイコンは，画像を変形させない場
合に選択される。第２のサブ表示領域ＡＳ２にはやせた顔のアイコンが表示されている。
第２のサブ表示領域ＡＳ２に表示されるアイコンは変形対象領域ＡＴ内に入っている画像
を細くする場合に選択される。第３のサブ表示領域ＡＳ３には太った顔のアイコンが表示
されている。第３のサブ表示領域ＡＳ３に表示されるアイコンは変形対象領域ＡＴ内に入
っている画像を太くする場合に選択される。第４のサブ表示領域ＡＳ４には通常の顔の左
右が反転された顔のアイコンが表示されている。第４のサブ表示領域ＡＳ４に表示される
アイコンは変形対象領域ＡＴ内に入っている画像を左右反転させる場合に選択される。
【００５３】
つづいてビデオ・カメラ２によってユーザが撮影される（ステップ 32）。ユーザはビデオ
・カメラ２の前方に立っているのでこの撮影によって，ユーザの画像がメイン表示領域Ａ
Ｍに表示される。このときはまだ変形対象領域ＡＴ内の画像は変形していない。
【００５４】
つづいて，サブ表示領域ＡＳに表示されている複数のアイコンのうち１つのアイコンがユ
ーザによって選択される（ステップ 33）。アイコン選択ボタン７によって選択されている
アイコンを示すようにサブ表示領域ＡＳには枠Ｆが形成される。アイコン選択ボタン５が
ユーザによって１回押されるごとに枠Ｆが第１のサブ表示領域ＡＳ１から第４のサブ表示
領域ＡＳ４の間を１つ１つ上に移動する。枠Ｆが第１のサブ表示領域ＡＳ１にあるときに
ユーザによってアイコン選択ボタン５が押されると，枠Ｆは第４のサブ表示領域ＡＳ４に
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移動する。アイコン選択ボタン５を用いてユーザによって画像の変形方法が決められると
，ユーザによって決定／プリント・ボタン６が押される。
【００５５】
ユーザによって決定／プリント・ボタン６が押されると，ボタン６が押されたときに枠Ｆ
に囲まれているアイコンによって特定される変形方法によって，かつ変形方法ごとに定ま
っている変形率で変形対象領域ＡＴ内に入っている画像がＣＰＵ 20によって変形処理され
る（ステップ 34）。
【００５６】
枠Ｆが第１のサブ表示領域ＡＳ１にあるときに決定／プリント・ボタン６が押されると，
上述のように変形対象領域ＡＴ内にある画像の変形処理は行われない。枠Ｆが第２のサブ
表示領域ＡＳ２にあるときに決定／プリント・ボタン６が押されると，あらかじめ定めら
れた変形対象領域ＡＴ内にある画素を表す座標にもとづいて，変形対象領域ＡＴ内に入っ
ている被写体像を表す画像データが検出され，上述のように変形対象領域ＡＴにある画像
が細くなるように変形処理が行われる。この処理は水平方向において画素の間引き処理を
行うことにより実現できる。プリントするときには撮影領域全体の画素数を合わせるため
にユーザの背景において水平方向の画素を補間する処理が行われることとなろう。枠Ｆが
第３のサブ表示領域ＡＳ３にあるときに決定／プリント・ボタン６が押されると，上述の
ように変形対象領域ＡＴにある画像が太くなるように変形処理が行われる。この処理は水
平方向において画素の補間処理を行うことにより実現できる。枠Ｆが第４のサブ表示領域
ＡＳ４にあるときに決定／プリント・ボタン６が押されると上述のように変形対象領域Ａ
Ｔにある画像が左右反転するように変形処理が行われる。この処理はユーザの顔のみをエ
ッジ検出処理により抽出し，抽出したユーザの顔を表す画像の座標変換処理により実現で
きる。
【００５７】
変形画像を表すディジタル画像データは，上述したように画像表示メモリ 22に一時記憶さ
れ，この画像表示メモリ 22から読み出され，画像表示コントローラ 23に与えられることに
より，表示装置３の表示画面上に動画表示される（ステップ 35）。
【００５８】
ユーザは，メイン表示領域ＡＭに表示された変形画像を見てその変形画像でよければフリ
ーズ・ボタン７を押す（ステップ 36）。フリーズ・ボタン７が押されることにより，静止
した変形画像が表示装置３の表示画面上に表示される。つづいて，ユーザによって，決定
／プリント・ボタン６が押される（ステップ 37）。これにより，プリンタ 26により静止し
た変形画像がプリントされプリント放出口 11から放出される（ステップ 38）。このプリン
トの一例が図５に示されている。図５に示す例では太るように変形処理された 16のユーザ
の画像を１枚のシートにプリントするものである。もちろん，１つの変形画像のみを１枚
のシートにプリントするようにしてもよい。
【００５９】
メイン画像表示領域ＡＭに表示された変形画像がユーザの気に入らなければ，キャンセル
・ボタン８が押される。（ステップ 36または 37で NO）。この場合には，アイコン選択ボタ
ン５により再びアイコンが選択され，選択されたアイコンによって特定される変形処理が
行われる（ステップ 32から 37）。
【００６０】
図６は，この実施例の応用例を示すものである。
【００６１】
図３から図５に示す実施例ではアイコン選択ボタン５によってアイコンが選択され，変形
方法が特定されると，その特定された変形方法ごとに定まっている所定の変形率で撮影さ
れたユーザの画像が変形されてメイン表示領域ＡＭに表示される。
【００６２】
これに対してこの応用例では図６に示すようにユーザが特定した変形処理の変形過程がメ
イン表示領域ＡＭに表示される。画像が徐々に変形していく過程をユーザが見ることがで
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きる。徐々に変形しているときにユーザによってフリーズ・ボタン７が押されるとそのと
きの変形状態で変形画像が停止する。決定／プリント・ボタン６が押されることにより，
フリーズ・ボタン７が押されたときの変形画像がプリントされる。
【００６３】
画像が徐々に変形していく過程は，太った変形画像を表示する場合であれば水平方向にお
いて補間する画素数を徐々に多くし，やせた変形画像を表示する場合であれば水平方向に
おいて間引きする画素数を徐々に多くし，左右反転した画像を表示する場合であれば左右
反転される画像部分を徐々に多くすればよい。
【００６４】
ある所定の変形率での変形画像だけでなく，ある所定の変形率までのうちの所望の変形率
での変形画像を得ることができる。
【００６５】
図７および図８は他の実施例を示すもので，図７は，画像変形装置１の処理手順を示すフ
ローチャート，図８は，画像変形装置１の表示装置３の表示画面の一例を示している。
【００６６】
図３から図５に示す実施例では，サブ表示領域ＡＳには変形方法を特定するためのアイコ
ンが表示されるが，図７および図８における実施例では撮影によって得られたユーザの画
像の縮小画像が表示される。図４に示す画面と同じようにサブ表示領域ＡＳには４つのサ
ブ表示領域が形成されている。これらの４つのサブ表示領域ＡＳ１，ＡＳ２，ＡＳ３およ
びＡＳ４に変形されていないユーザの縮小画像，やせたユーザの変形縮小画像，太ったユ
ーザの変形縮小画像および左右が反転したユーザの変形縮小画像が表示される。
【００６７】
コイン投入口９からコインが投入されると，表示装置３の表示画面上にはメイン表示領域
ＡＭとサブ表示領域ＡＳを含む画像が表示される（ステップ 41）。ビデオ・カメラ２によ
って画像変形装置１の前に立つユーザが撮影され，ユーザの画像がメイン表示領域ＡＭに
表示される（ステップ 42， 43）。
【００６８】
つづいて，変形対象領域ＡＴ内に入っている画像の変形処理（ステップ 44），変形された
画像の縮小処理（ステップ 45）および変形縮小画像（変形された画像の縮小画像）のサブ
表示領域ＡＳへの表示処理（ステップ 46）が，定められている変形方法の種類の分に応じ
て繰り返される（ステップ 47）。図８に示す例では撮影画像の縮小処理，撮影画像を細く
させてかつ縮小する処理，撮影画像を太らせて縮小する処理および撮影画像を左右反転さ
せて縮小する処理が行われる。変形させられていない縮小画像を表示する場合には（図８
の第１のサブ表示領域ＡＳ１），ステップ 44に示す処理はスキップするのはいうまでもな
い。
【００６９】
サブ表示領域ＡＳに画像変形装置１に変形可能なすべての変形縮小画像が表示されると，
ユーザがプリントしたい変形縮小画像が表示されているサブ表示領域がアイコン選択ボタ
ン５を用いてユーザによって指定され，かつ決定／プリント・ボタン６を用いてユーザに
よって決定される（ステップ 48）。これによりユーザによって変形方法が特定される。
【００７０】
変形方法が特定されると，変形対象領域ＡＴ内に入っている画像が，特定された変形方法
で変形処理される（ステップ 49）。変形対象領域ＡＴ内に入っている画像が変形してメイ
ン表示領域ＡＭに表示される（ステップ 50）。
【００７１】
ユーザは，フリーズ・ボタン７および決定／プリント・ボタン６を押すことにより，フリ
ーズ・ボタン７が押されたときの変形画像がプリンタ 26によってプリントされることとな
る。
【００７２】
図７および図８に示す例ではサブ表示領域ＡＳに変形後の縮小画像が表示されているので
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，どのような変形画像を得ることができるかあらかじめ分かるようになる。
【００７３】
図９は図７および図８に示す実施例の応用例を示すものであり，モニタ表示装置３の表示
画面の一例を示している。
【００７４】
この表示画面においてはサブ表示領域ＡＳに異なる変形率での複数の変形縮小画像が表示
されている。図８に示す画面の状態において，ユーザが４つのサブ表示領域のうちいずれ
かのサブ表示領域を選択すると，図９に示すように変形率が異なる複数の縮小画像がサブ
表示領域ＡＳに表示される。ビデオ・カメラ２によってユーザが撮影され，ＣＰＵ 20によ
ってユーザを表す被写体像の縮小画像を表す画像データが生成される。縮小画像から複数
の変形率での変形縮小画像を表す画像データがＣＰＵ 20によって生成される。このように
して生成された画像データが画像表示コントローラ 23に与えられることにより，サブ表示
領域ＡＳに異なる変形率での複数の変形縮小画像が表示される。ユーザは，変形率が異な
る複数の縮小画像のうち所望の変形率で変形されている変形縮小画像をアイコン選択ボタ
ン５および決定／プリント・ボタン６を用いて特定する。
【００７５】
特定された縮小画像の変形率での変形画像がメイン表示領域ＡＭに表示され，プリントさ
れることとなる。キャンセル・ボタン８が押されることにより，図８に示す画面に戻る。
【００７６】
例えば，表示装置３の表示画面が図８に示す状態のときに第３のサブ表示領域ＡＴ３が選
択された場合には，サブ表示領域ＡＳには図９に示すように，第１のサブ表示領域ＡＳ１
には変形していないユーザの画像を  125％太らせた変形縮小画像が表示され，第２のサブ
表示領域ＡＳ２には変形していないユーザの画像を  150％太らせた変形縮小画像が表示さ
れ，第３のサブ表示領域にはユーザの画像を  175％太らせた変形縮小画像が表示され，第
４のサブ表示領域にはユーザの画像を  200％太らせた変形縮小画像が表示される。このよ
うに表示された複数の変形縮小画像のうちいずれかの変形縮小画像を選択することとなる
。
【００７７】
もちろん，サブ表示領域ＡＳに異なる変形率での複数の縮小画像を表示せずに図６に示す
ようにメイン表示領域ＡＭに変形過程を表示し，その変形過程のうち所望の時点で変形状
態を停止し，かつプリントできるようにしてもよい。
【００７８】
図 10および図 11はさらに他の実施例を示すもので，図 10は画像変形装置１の処理手順を示
すフローチャート，図 11は画像変形装置１のモニタ表示装置３の表示画面の一例を示して
いる。
【００７９】
図３から図５に示す実施例がモニタ表示装置３の画面のほぼ全部にメイン表示領域ＡＭが
形成されていたのに対し，図 10および図 11に示す実施例ではモニタ表示装置３の画面のほ
ぼ半分ずつに第１のメイン表示領域ＡＭ１および第２のメイン表示領域ＡＭ２が形成され
ている。第１のメイン画像表示領域ＡＭ１は変形処理前のユーザを表す画像を表示する領
域である。第２のメイン表示領域ＡＭ２は変形処理後のユーザを表す画像を表示する領域
である。第１のメイン表示領域ＡＭ１に変形対象領域ＡＴが表示される。
【００８０】
コイン投入口９にコインが投入されると，モニタ表示装置３の表示画面には第１の表示領
域ＡＭ１および第２の表示領域ＡＭ２ならびにサブ表示領域ＡＳがそれぞれ表示される（
ステップ 61）。また，ユーザから変形方法が指定される前に第２のメイン表示領域ＡＭ２
に表示する変形画像の変形方法があらかじめ設定される。
【００８１】
変形対象領域ＡＴ内にユーザの顔が入るようにユーザが動く。ビデオ・カメラ２によって
ユーザが撮影され（ステップ 62），変形されていないユーザの画像が第１のメイン表示領
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域ＡＭ１に表示される（ステップ 63）。変形対象領域ＡＴに入っている画像が，ステップ
61においてあらかじめ設定された変形方法によって変形される（ステップ 64）。変形され
た画像が第２のメイン表示領域ＡＭ２に表示される（ステップ 65）。
【００８２】
ステップ 61においてあらかじめ設定された変形での画像と異なる変形画像を得たい場合に
は，サブ表示領域ＡＳに表示されているアイコンのうち所望の変形方法を表すアイコンが
アイコン選択ボタン５および決定／プリント・ボタン６を用いてユーザによって特定され
る（ステップ 66で YES ）。ユーザによって決定されたアイコンにより特定される変形処理
での画像が第２のメイン表示領域ＡＭ２に表示される（ステップ 62から 65）。
【００８３】
第２のメイン表示領域ＡＭ２に表示されている変形方法でよければユーザによってフリー
ズ・ボタン７および決定／プリント・ボタン６が押されて（ステップ 67および 68），第２
のメイン表示領域ＡＭ２に表示されている画像がプリントされる（ステップ 69）。
【００８４】
図 12(A) から図 16はさらに他の実施例を示すものである。図 12(A) ， (B) ， (C) および (D
) はモニタ表示装置３の表示画面上に表示されている変形対象領域を示しており，図 13か
ら図 16はモニタ表示装置３の表示画面の一例を示している。
【００８５】
この実施例では複数の変形対象領域が設定されている。図 12(A) に示す変形対象領域ＡＴ
１はユーザを表す画像の顔全体を変形するように設定されている。図 12(B) に示す変形対
象領域ＡＴ２はユーザの顔を表す画像のうち目の部分を変形するように設定されている。
図 12(C) に示す変形対象領域ＡＴ３はユーザの顔を表す画像のうち鼻の部分を変形するよ
うに設定されている。図 12(D) に示す変形対象領域ＡＴ４はユーザの顔を表す画像のうち
口の部分を変形するように設定されている。これらの変形対象領域ＡＴ１～ＡＴ４を表す
変形領域データがメモリ 25に記憶されている。
【００８６】
この実施例においては複数の変形対象領域が設定されており，これらの複数の変形対象領
域内に入っている画像のすべてまたは複数の変形対象領域のうちの一つの変形対象領域内
に入っている画像を変形することができる。以下に詳しく示すようにサブ表示領域ＡＳに
複数の変形対象領域が表示され，変形対象領域を特定した後に変形方法を特定する。必要
に応じて，変形対象領域と変形方法との特定を繰り返すことによりユーザの所望の変形領
域において所望の変形方法での変形を行うことができる。
【００８７】
画像変形装置１のコイン投入口９にコインが投入されるとモニタ表示装置３の表示画面に
メイン表示領域ＡＭおよびサブ表示領域ＡＳが表示される。ビデオ・カメラ２によってユ
ーザが撮影され，図 13に示すようにメイン表示領域ＡＭにユーザを表す画像が表示される
。サブ表示領域には第１のサブ表示領域ＡＳ１，第２のサブ表示領域ＡＳ２，第３のサブ
表示領域ＡＳ３および第４のサブ表示領域ＡＳ４が表示される。第１のサブ表示領域ＡＳ
１には顔を表すアイコンが表示され，第２のサブ表示領域ＡＳ２には目を表すアイコンが
表示され，第３のサブ表示領域ＡＳ３には鼻を表すアイコンが表示され，第４のサブ表示
領域ＡＳ４には口を表すアイコンが表示される。図 13に示すようにサブ表示領域ＡＳに複
数の変形対象領域が表示されている画面を，初期画面という。
【００８８】
初期画面においては，第１のサブ表示領域ＡＳ１に表示されるアイコンは図 12(A) に示す
ように顔全体を変形する変形対象領域ＡＴ１をメイン表示領域ＡＭに表示し，変形対象領
域ＡＴ１内に入っている画像を変形するときにユーザによって選択される。第２のサブ表
示領域ＡＳ２に表示されるアイコンは図 12(B) に示すように目の部分を変形する変形対象
領域ＡＴ２をメイン表示領域ＡＭに表示し，変形対象領域ＡＴ２内に入っている画像を変
形するときにユーザによって選択される。第３のサブ表示領域ＡＳ３に表示されるアイコ
ンは図 12(C) に示すように鼻の部分を変形する変形対象領域ＡＴ３をメイン表示領域ＡＭ
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に表示し，変形対象領域ＡＴ３内に入っている画像を変形するときにユーザによって選択
される。第４のサブ表示領域ＡＳ４に表示されるアイコンは図 12(D) に示すように口の部
分を変形する変形対象領域ＡＴ４をメイン表示領域ＡＭに表示し，変形対象領域ＡＴ４内
に入っている画像を変形するときにユーザによって選択される。
【００８９】
図 13に示すように初期画面においてサブ表示領域ＡＳ１からＡＳ４に表示されているアイ
コンのうちのいずれか１つのアイコンが，アイコン選択ボタン５および決定／プリント・
ボタン６を用いてユーザによって特定される。アイコンが特定されるとその特定されたア
イコンが表す変形対象領域がメイン表示領域ＡＭに表示され，かつ特定されたアイコンが
表す変形対象領域での変形方法を表す複数のアイコンがサブ表示領域ＡＳに表示される。
【００９０】
例えば，図 14に示す例では初期画面において第２のサブ表示領域ＡＳ２に表示されている
アイコンが特定された場合を示している。この場合には，メイン表示領域ＡＭには目の部
分を変形させるための変形対象領域ＡＴ２が表示される。サブ表示領域ＡＳには第１のサ
ブ表示領域ＡＳ１から第４のサブ表示領域ＡＳ４が表示される。第１のサブ表示領域ＡＳ
１には目を大きくする場合に特定されるアイコンが表示される。第２のサブ表示領域ＡＳ
２には目を小さくする場合のアイコンが表示される。第３のサブ表示領域ＡＳ３には目を
細くする場合のアイコンが表示される。第４のサブ表示領域ＡＲには初期画面に戻る旨の
文字が表示される。
【００９１】
メイン表示領域ＡＭに表示されている画像をプリントする場合にはユーザによってフリー
ズ・ボタン７および決定／プリント・ボタン６が押される。これによりメイン表示領域Ａ
Ｍに表示されている画像がプリントされる。
【００９２】
さらに変形処理を行う場合には，第４のサブ表示領域ＡＲに表示されている文字がアイコ
ン選択ボタン５および決定プリント・ボタン６を用いてユーザによって特定される。する
と図 15に示すようにモニタ表示装置３の表示画面は変形対象領域内の画像が変形している
画像がメイン表示領域ＡＭに表示された状態での初期画面となる。
【００９３】
サブ表示領域ＡＳに表示されている複数のアイコンのうちの１つのアイコンがユーザによ
って特定され（図 15），その特定されたアイコンによって表される変形対象領域がメイン
表示領域ＡＭに表示される。またその特定されたアイコンによって表される変形対象領域
での変形方法を表すアイコンがサブ表示領域ＡＳに表示される（図 16）。このサブ表示領
域ＡＳに表示されているアイコンをユーザが特定することにより変形方法が決定し，変形
対象領域内の画像がその決定された変形方法により変形される。
【００９４】
さらに変形処理を繰り返す場合には，再び第４のサブ表示領域ＡＲに表示されているアイ
コンがユーザによって特定される。これによりモニタ表示装置３の表示画面は初期画面に
戻る。変形処理が終了してプリントする場合には，フリーズ・ボタン７および決定／プリ
ント・ボタン６が押され，プリンタ 26によりプリントされる。プリントはプリント排出口
11から排出される。
【００９５】
上述した変形対象領域ＡＴ２，ＡＴ３およびＡＴ４内の画像変形処理は，エッジ検出を利
用して，ユーザの目，鼻および口の領域を検出し，画素補間，画素間引きなどにより実現
できる。また目，鼻および口などの領域を検出せずとも変形対象領域ＡＴ２，ＡＴ３およ
びＡＴ４の中心を基準として拡大，縮小，左右反転処理などを行うことにより，変形対象
領域ＡＴ２，ＡＴ３およびＡＴ４内の画像の変形処理を実現できる。
【００９６】
上述した実施例においては，変形対象領域を表示画面上に表示しているが，必ずしも変形
対象領域を表示画面上に表示しなくともよい。変形対象領域を表示しない場合でも変形対
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象領域が表示されている場合と同様に画像変形処理が行われるのはいうまでもない。
【００９７】
図 17から図 23(A) および (B) は，他の実施例を示すものである。
【００９８】
図 17は，ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。図 18は，デ
ィジタル・スチル・カメラのメモリに含まれる画像変形処理ファイルを示している。
【００９９】
上述した画像変形装置１は，被写体の撮像および被写体像の変形処理を画像変形装置１で
行っているが，図 17に示すディジタル・スチル・カメラは，被写体を撮像するが，画像変
形処理は，パーソナル・コンピュータなどを利用した他の画像変形装置で行なうものであ
る。
【０１００】
ディジタル・スチル・カメラの全体の動作は，ＣＰＵ 81によって統括される。
【０１０１】
ＣＰＵ 81にはメモリ 87が接続されている。このメモリ 87に図 18に示す画像変形処理ファイ
ルが格納されている。
【０１０２】
画像変形処理ファイルには画像変形処理ヘッダ，画像変形方法データおよび変形対象領域
データが含まれている。
【０１０３】
画像変形処理ヘッダは，画像変形処理ファイルであることを示している。
【０１０４】
画像変形方法データは，所定の画像変形処理プログラムにおいて，変形対象領域内の画像
を変形させる処理方法（拡大，縮小，回転など）を表すデータである。同一の変形対象領
域内で複数の変形処理が可能であるときは，その複数の処理に対応する分の画像変形処理
データが記憶されている。
【０１０５】
変形対象領域データは，ビューファインダ（この実施例では液晶表示器により構成されて
いる） 85に表示される変形対象領域を表すデータである。この変形対象領域データは，た
とえば，２値データである。また，ゼロ・ランレングスなどのデータ圧縮処理により圧縮
されていてもよい。圧縮されている場合は，変形対象領域データは，ＣＰＵ 81において伸
張される。
【０１０６】
同期クロック・パルス発生回路 82から同期クロック・パルスが発生し，ＣＰＵ 81および切
替制御信号発生回路 83に与えられる。
【０１０７】
変形対象領域選択スイッチ 86により，所望の変形対象領域が選択される。変形対象領域選
択スイッチ 86の選択信号は，ＣＰＵ 81に入力する。入力された選択信号に応じて，メモリ
87に記憶されている画像変形処理ファイル内の変形対象領域データが読み取られる。この
変形対象領域データは，切替制御信号発生回路 83に与えられる。
【０１０８】
ＣＣＤ 80から出力された被写体像を表す映像信号は，切替スイッチ 84のａ端子および切替
制御信号発生回路 83に与えられる。また切替スイッチ 84のｂ端子には一定レベルの輝度を
表す輝度信号が与えられている。この輝度信号のレベルが変形対象領域のレベルとなる。
ＣＣＤ 80から出力された映像信号と同期した変形対象領域を表す信号が切替制御信号とし
て切替制御信号発生回路 83から出力される。
【０１０９】
切替制御信号は切替スイッチ 84に与えられる。切替スイッチ 84は，切替制御信号発生回路
83から出力される切替制御信号が与えられているときはｂ端子が接続され，切替制御信号
が与えられていないときにはａ端子が接続される。切替スイッチ 84を通過した信号は，ビ
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ューファインダ 85に与えられる。ビューファインダ 85には変形対象領域が表された被写体
像が表示されることとなる。撮影者は，被写体の変形させたい部分が変形対象領域内に入
るようにカメラを動かす。もちろん，カメラを動かさずに，被写体が人間であれば被写体
であるユーザ自身が動いても良い。
【０１１０】
ＣＣＤ 80から出力された映像信号は，アナログ／ディジタル（Ｄ／Ａ）変換回路において
ディジタル画像データに変換される。この画像データはデータ圧縮回路 89において圧縮（
たとえばＪＰＥＧ（ joint photographic coding experts group ）にもとづく圧縮）され
てメモリ・カード 90に記録される。また，変形対象領域選択スイッチ 86により選択された
変形対象領域を表すデータおよび選択された変形対象領域データに対応する画像変形方法
データもメモリ・カード 90に与えられ，撮影によって得られた画像データに関連してメモ
リ・カード 90に記録される。
【０１１１】
図 19は，メモリ・カード 90のファイル構成を示している。
【０１１２】
メモリ・カード 90には，ヘッダ領域とデータ領域とか含まれている。ヘッダ領域には，ヘ
ッダ，ＦＡＴ（ file allocatin table）およびディレクトリが含まれている。データ領域
には，画像データ記録領域と画像変形処理領域とが含まれている。画像データ記録領域に
撮影によって得られた画像データが記録されている。画像変形処理領域に画像変形方法デ
ータおよび変形対象領域データが記録されている。画像データと，その画像データに対応
する画像変形方法データおよび変形対象領域データとの関連付けはＦＡＴで管理されてい
る。
【０１１３】
このように，画像データならびに画像変形処理データおよび変形対象領域データが記録さ
れたメモリ・カード 90が，画像変形処理プログラムを格納した画像変形装置に挿填される
ことにより，上述した画像変形処理と同様の処理が行われる。
【０１１４】
図 20は，画像変形装置の電気的構成を示すブロック図である。
【０１１５】
画像変形装置にはコンピュータ 90が含まれている。このコンピュータ 90には，上述した画
像変形処理のプログラムが格納された内蔵メモリ 93が含まれている。
【０１１６】
コンピュータ 90には，表示装置 91および入力装置（マウス，キーボードなど） 94が接続さ
れている。さらに，コンピュータ 90にはメモリ・カード・リーダ 95，ＣＤ－ＲＯＭドライ
ブ 96およびＨＤユニット 97が接続されている。メモリ・カード・リーダ 95は，メモリ・カ
ードからのデータの読出しを行なう。ＣＤ－ＲＯＭドライブ 96は，ＣＤ－ＲＯＭからのデ
ータの読出しを行なう。ＨＤユニット 97はハードディスク（図示略）へのデータの書込み
およびハードディスクからのデータの読出しを行なう。さらにコンピュータ 90にはプリン
タ 92が接続されている。
【０１１７】
画像データならびに画像変形処理データおよび変形対象領域データが記録されたメモリ・
カード 90がメモリ・カード・リーダ 95に挿填されると，メモリ・カード・リーダ 95によっ
てメモリ・カード 90に記録されている画像データ，ならびにこの画像データに対応する画
像変形方法データおよび変形対象領域データが読み取られ，コンピュータ 90に与えられる
。
【０１１８】
内部メモリ 93に格納されている画像変形プログラムにもとづいて，メモリ・カード 90に記
録されている画像データによって表される画像のうち変形対象領域データによって表され
る変形対象領域内に入っている画像について画像変形方法データによって特定される画像
変形処理が行われる。このようにして画像変形処理されたあとの画像が表示装置 91に表示
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される。必要であればプリンタ 92によってプリントされる。
【０１１９】
図 21は，変形処理が行われていない被写体像を示している。図 22(A) および図 23(A) は，
変形対象領域を示している。図 22(A) に示す変形対象領域内に入っている画像を変形した
被写体像を示し，図 23(B) は，図 23(A) に示す変形対象領域内に入っている画像を変形し
た被写体像を示している。
【０１２０】
被写体を撮影し，図 21に示す被写体像が得られる。この被写体像が上述したディジタル・
スチル・カメラのビューファインダ 85に表示される。
【０１２１】
図 22(A) に示す変形対象領域ＡＴ５が選択スイッチ 86によって選択されている場合にはビ
ューファインダ 85の表示画面上に，被写体像に重ねて変形対象領域ＡＴ５が表示される。
図 22(A) に示す変形対象領域ＡＴ５が選択された場合には，この変形対象領域ＡＴ５内に
入っている画像が左右に広げられる処理が行われる（変形後の被写体像が図 22(B) に示す
ものである）。
【０１２２】
図 23(A) に示す変形対象領域ＡＴ２が選択されている場合にはモニタ表示装置３の表示画
面上にその変形対象領域ＡＴ２が表示される。図 23(A) に示す変形対象領域ＡＴ２が選択
された場合には，ここでは変形対象領域ＡＴ２内に入っている画像が右上方に引っ張られ
る処理が行われる（変形後の被写体像が図 23(B) に示すものである）。
【０１２３】
図 24はディジタル・スチル・カメラの背面図である。
【０１２４】
ディジタル・スチル・カメラ 70には，上述のように液晶表示器のビュー・ファインダ 85の
代わりに窓をビューファインダとしているものもある。このようなビュー・ファインダ 71
が形成されているディジタル・スチル・カメラの場合には，ディジタル・スチル・カメラ
において行われる画像変形処理に対応した変形対象領域ＡＴ５があらかじめ印刷されてい
る透明シート 72が用意される。ディジタル・スチル・カメラにおいて画像変形処理を行な
う場合には，この透明シート 72をビュー・ファインダ 71の面に貼付する。撮影者は，この
透明シート 72が貼付されたビュー・ファインダ 71を通して変形したい所望の部分が変形対
象領域ＡＴ５内に入るようにして被写体を撮影する。
【０１２５】
撮影者は，ビューファインダ 71に貼付した透明シートに対応する変形対象領域をスイッチ
86により選択する。選択された変形対象領域に対応する画像変形方法データおよび変形対
象領域データがメモリ 87から読出されて，画像データに関連付けられてメモリ・カード 90
に記録される。その後は，図 20に示す画像変形装置のメモリ・カード・リーダ 95にメモリ
・カード 90が装填され，画像変形処理が行われるのは，ビューファインダ 85が液晶表示器
により構成されているディジタル・スチル・カメラにより被写体が撮影された場合と同じ
である。
【０１２６】
上述したディジタル・スチル・カメラでは，ディジタル・スチル・カメラに内蔵されてい
るメモリ 87に画像変形処理ファイルが格納されているが，必ずしも画像変形処理ファイル
をディジタル・スチル・カメラに格納しておく必要はない。
【０１２７】
たとえば変形対象領域を表す透明シート 72をビューファインダ 71に貼付し，貼付した透明
シートに対応する変形対象領域を識別するデータをスイッチ 86から入力する。スイッチ 86
から入力した変形対象領域識別データを画像データに関連付けてメモリ・カード 90に記録
する。
【０１２８】
画像変形装置には変形対象領域識別データによって設定される画像変形方法データおよび
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変形対象領域データが記録されている。
【０１２９】
変形対象領域識別データと画像データとが記録されたメモリ・カード 90を画像変形装置の
メモリ・カード・リーダ 95に装填し，変形対象領域識別データと画像データとが読出され
る。読出された変形対象領域識別データから画像変形方法データおよび変形対象領域デー
タが読出され，画像データによって表される被写体像のうち変形対象領域データによって
表される変形対象領域内の画像が，画像変形方法データによって表される変形方法で変形
される。
【図面の簡単な説明】
【図１】画像変形装置の斜視図である。
【図２】画像変形装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】画像変形処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】表示画面の一例を示している。
【図５】プリントの一例を示している。
【図６】表示画面に表示される画像の変形の過程を示している。
【図７】画像変形処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図８】表示画面の一例を示している。
【図９】表示画面の一例を示している。
【図１０】画像変形処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】表示画面の一例を示している。
【図１２】　 (A) から (D) は変形対象領域を示している。
【図１３】表示画面の一例を示している。
【図１４】表示画面の一例を示している。
【図１５】表示画面の一例を示している。
【図１６】表示画面の一例を示している。
【図１７】ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図１８】画像変形処理ファイルを示す。
【図１９】メモリ・カードのファイル構成を示す。
【図２０】画像変形装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図２１】被写体像を示す。
【図２２】　 (A) は変形対象領域を示し， (B) は変形後の被写体像を示す。
【図２３】　 (A) は変形対象領域を示し， (B) は変形後の被写体像を示す。
【図２４】ディジタル・スチル・カメラの背面図である。
【符号の説明】
１　画像変形装置
２　ビデオ・カメラ
３　表示装置
５　アイコン選択ボタン
６　決定／プリント・ボタン
７　フリーズ・ボタン
12　操作部
20　ＣＰＵ
26　プリンタ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】
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