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(57)【要約】
【課題】注目すべき対象の撮像データと、当該対象の周
辺の撮像データとを同時に取得することを可能とする撮
像装置及び撮像方法を提供する。
【解決手段】カメラ装置１００は、所定の撮像領域の撮
像データを得るカメラ部１０７と、上記撮像データのう
ち、上記撮像領域の一部として切出される第１の撮像領
域の第１の撮像データを取得し、上記撮像領域の一部と
して切出される第２の撮像領域の第２の撮像データを取
得し、第１の撮像データ及び第２の撮像データに基づい
て、第１の撮像領域の画面と第２の撮像領域の画面とが
合成されてなる合成画面を示す合成撮像データを得る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の撮像領域の撮像データを得る撮像手段と、
　前記撮像データのうち、前記撮像領域の一部として切出される第１の撮像領域の撮像デ
ータを、第１の撮像データとして取得する第１の撮像データ取得手段と、
　前記撮像データのうち、前記撮像領域の一部として切出される第２の撮像領域の撮像デ
ータを、第２の撮像データとして取得する第２の撮像データ取得手段と、
　前記第１の撮像データ及び前記第２の撮像データに基づいて、前記第１の撮像領域の画
面と前記第２の撮像領域の画面とが合成されてなる合成画面を示す合成撮像データを得る
合成撮像データ取得手段と、
を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記第２の撮像領域が、前記第１の撮像領域内に含まれ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】
　前記第２の撮像領域の切り出し位置を前記第１の撮像領域の範囲内で変更する切出し位
置変更手段を更に備えたことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記合成撮像データが示す前記合成画面は、
　前記第１及び第２の撮像データのうちの一方の画面を親画面とし、他方を子画面として
合成される画面であり、
　前記子画面は、前記親画面よりも小サイズで前記親画面上に重ねて配置されることを特
徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記合成撮像データを画面表示させる画面表示手段を更に備えたことを特徴とする請求
項１～４の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記合成撮像データを保存する録画手段を更に備えたことを特徴とする請求項１～５の
何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　撮像手段で所定の撮像領域の撮像データを得る撮像ステップと、
　前記撮像データのうち、前記撮像領域の一部として切出される第１の撮像領域の撮像デ
ータを、第１の撮像データとして取得する第１の撮像データ取得ステップと、
　前記撮像データのうち、前記撮像領域の一部として切出される第２の撮像領域の撮像デ
ータを、第２の撮像データとして取得する第２の撮像データ取得ステップと、
　前記第１の撮像データ及び前記第２の撮像データに基づいて、前記第１の撮像領域の画
面と前記第２の撮像領域の画面とが合成されてなる合成画面を示す合成撮像データを得る
合成撮像データ取得ステップと、
を備えたことを特徴とする撮像方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置及び撮像方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、このような分野の技術として、下記特許文献１に記載のカメラ制御システムが知
られている。このシステムでは、カメラが撮像する映像のうちの一部の映像を要求する映
像要求を、複数のユーザ各々から受けて、各映像要求に係る領域を含む最小の領域の映像
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をカメラで撮影する。そして、その撮影された領域の映像中から、要求に係る各領域の映
像を切り出して、各ユーザに配信することとしている。この仕組みにより、１台のカメラ
を用いて、複数の各ユーザに、所望の視点・画角の映像をそれぞれ配信することが提案さ
れている。
【特許文献１】特開２０００－１０６６７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このシステム及びカメラにおいては、ユーザが、注目すべき対象物の映
像を取得しながら、同時にその対象物の周辺の様子を取得するといったことはできない。
例えば、ユーザが子供の学芸会の撮影を行う場合を考えると、学芸会に登場する自分の子
供のアップの映像と、その学芸会全体の様子を示す映像とを同時に記録するといったよう
な興味深い録画データを残すことはできない。従って、このような撮像装置においては、
上記の例のような興味深い録画を可能とするためにも、所定の対象物に注目した撮像デー
タと、当該対象物の周辺の様子を示す撮像データとを同時に取得できることが求められる
。
【０００４】
　そこで、本発明は、注目すべき対象の撮像データと、当該対象の周辺の撮像データとを
同時に取得することを可能とする撮像装置及び撮像方法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】
【０００５】
　本発明の撮像装置は、所定の撮像領域の撮像データを得る撮像手段と、撮像データのう
ち、撮像領域の一部として切出される第１の撮像領域の撮像データを、第１の撮像データ
として取得する第１の撮像データ取得手段と、撮像データのうち、撮像領域の一部として
切出される第２の撮像領域の撮像データを、第２の撮像データとして取得する第２の撮像
データ取得手段と、第１の撮像データ及び第２の撮像データに基づいて、第１の撮像領域
の画面と第２の撮像領域の画面とが合成されてなる合成画面を示す合成撮像データを得る
合成撮像データ取得手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００６】
　本発明の撮像方法は、撮像手段で所定の撮像領域の撮像データを得る撮像ステップと、
撮像データのうち、撮像領域の一部として切出される第１の撮像領域の撮像データを、第
１の撮像データとして取得する第１の撮像データ取得ステップと、撮像データのうち、撮
像領域の一部として切出される第２の撮像領域の撮像データを、第２の撮像データとして
取得する第２の撮像データ取得ステップと、第１の撮像データ及び第２の撮像データに基
づいて、第１の撮像領域の画面と第２の撮像領域の画面とが合成されてなる合成画面を示
す合成撮像データを得る合成撮像データ取得ステップと、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の撮像装置及び撮像方法によれば、注目すべき対象の撮像データと、当該対象の
周辺の撮像データとを同時に取得することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明に係る撮像装置及び撮像方法の好適な一実施形態として、図１及び図２に
示すようなカメラ装置１００について詳細に説明する。このカメラ装置１００は動画の撮
影を主体とし、静止画も撮影することが可能な携帯型のデジタルビデオカメラ装置である
。
【０００９】
　図１に示すように、このカメラ装置１００は、各種操作キー１０１を備えた本体部１０
３と、本体部１０３の前方に設けられたカメラ部１０７とを備えている。カメラ部１０７
は、光学レンズ及び光学レンズの奥に内蔵されたＣＣＤ（Charge　Coupled　Devices）な
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どのイメージセンサを備えており、カメラ部１０７は、レンズ前方の所定の画角で特定さ
れる撮像領域を撮像して撮像データを得る。更に、カメラ装置１００は、カメラ部１０７
で得られた撮像データ等を画面表示するＬＣＤ表示部（モニタ）１０９を有している。こ
のＬＣＤ表示部１０９は本体部１０３の側面部分に可動式で取り付けられている。
【００１０】
　カメラ装置１００は、動画の撮影や再生の際にＭＰＥＧ－２にしたがい圧縮したデータ
を扱う。カメラ装置１００は動画を再生するときには、通常の再生以外に、逆再生、高速
再生、高速逆再生、コマ送り、コマ戻しなどのトリック再生が簡単に実現できる。さらに
、カメラ装置１００は画像データの記録媒体を磁気テープにする場合と違って、ＨＤＤ１
９またはメモリカード２０といったランダムアクセス可能な記録媒体を用いている。その
ため、ユーザが見たい映像のサーチも容易に行うことができるようになっている。
【００１１】
　そして、図２に示すようにこのカメラ装置１００はデジタル信号出力部３０１と、信号
処理部３０２と、圧縮伸張処理部３０３と、メモリ２およびＨＤＤ（Hard　Disk　Drive
）１９とを有している。
【００１２】
　また、カメラ装置１００は、メモリカードスロット３０６と、ビデオデコーダ３０７と
、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display）ドライバ３０８と、ＬＣＤ１０９と、ＬＡＮコン
トローラ３１０およびＵＳＢコントローラ３１１を有している。さらに、カメラ装置１０
０は、ＬＡＮ端子３１２と、ＵＳＢ端子３１３と、ＣＰＵ１と、操作キー１０１と、さら
に、ＡＶコントローラ３１８およびＡＶ端子接続部３１９を有している。
【００１３】
　デジタル信号出力部３０１は、カメラ部１０７（図１）のレンズを通して得られる被写
体の光学画像を用いてＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）が生成したアナログの電気信
号をデジタル信号に変換して信号処理部３０２に出力する。
【００１４】
　信号処理部３０２は、入力されるデジタル信号に画像処理を施して、実際に撮影された
撮影映像を示す動画データを生成する動画データ生成手段としての機能を有している。な
お、生成された動画データは一旦メモリ２に格納される。
【００１５】
　圧縮伸張処理部３０３は、メモリ２から取り出した動画データをＭＰＥＧ－２にしたが
い圧縮して圧縮動画データとし、静止画データをＪＰＥＧにしたがい圧縮して圧縮静止画
データとする。また、圧縮伸張処理部３０３は、ＣＰＵ１の指示にしたがい圧縮動画デー
タおよび圧縮静止画データを伸長する。
【００１６】
　メモリ２は信号処理部３０２による処理の対象となるデータや、圧縮伸張処理部３０３
による処理の対象となるデータが一時的に記憶される。
【００１７】
　ＨＤＤ１９は、外部記憶装置であって、内蔵しているＨＤ（Hard　Disc）に圧縮された
動画データ（圧縮動画データ）および音声データ並びに圧縮静止画データを記録する。Ｈ
ＤＤ１９はＨＤ（Hard　Disc）に対して、ランダムアクセスでデータの読み書きを行う。
【００１８】
　メモリカードスロット３０６は、ＳＤメモリカード（Secure　Digital　memory　card
）などのメモリカード（外部記憶媒体）２０が差込まれ、その差込まれたメモリカード２
０に対するデータの読み書きを行う。メモリカード２０には、圧縮された動画データなど
が記録される。
【００１９】
　ビデオデコーダ３０７は、圧縮されている動画データを用いて、撮影された撮影映像を
表示するため、動画データの復号化処理を行い、ＬＣＤドライバ３０８とＡＶコントロー
ラ３１８に出力する。このビデオデコーダ３０７は、復号化プログラムにより実現される
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ソフトウェアデコーダであってもよい。
【００２０】
　ＬＣＤドライバ３０８は、ビデオデコーダ３０７から受けた復号化された動画データを
ＬＣＤ１０９のインタフェースに適合した表示信号に変換する。ＬＣＤ１０９は、ＬＣＤ
ドライバ３０８から出力される表示信号を用いて撮影映像を表示する。また、ＬＣＤ１０
９は、ユーザの操作に応じてＧＵＩを表示する。
【００２１】
　ＬＡＮコントローラ３１０は、ＣＰＵ１の指示にしたがい、メモリ２から取り出した動
画データを、ＬＡＮ端子３１２を介して接続される図示しない外部の装置（例えば、ＤＶ
ＤレコーダやＨＤＤレコーダ）へ転送する。また、ＬＡＮコントローラ３１０は、ＬＡＮ
端子３１２を介して外部の装置から取り込んだ動画データをメモリ２に出力する。
【００２２】
　ＵＳＢコントローラ３１１は、ＣＰＵ１の指示にしたがい、メモリ２から取り出した動
画データをＵＳＢ端子３１３を介して接続される図示しない外部の装置（例えば、パーソ
ナルコンピュータ）へ転送する。また、ＵＳＢコントローラ３１１は、ＵＳＢ端子３１３
を介して外部の装置から取り込んだ動画データをメモリ２に出力する。
【００２３】
　ＣＰＵ１は、図示しないＲＯＭに記憶されているプログラムにしたがい各種手段（ＧＵ
Ｉ切替手段、パラメータ設定手段、接続判定手段、取得手段、表示判定手段）として作動
する。また、ＣＰＵ１は、他の構成要素との信号の入出力を行い、カメラ装置１００全体
の動作制御や各シーケンスの制御を行う。
【００２４】
　操作キー１０１はＪＯＧダイヤル、十字キー、チャプタキー、ＲＥＣキー等を有してい
る。操作キー１０１はユーザによってカメラ装置１００における種々の機能（例えば、再
生の開始や停止、撮影の停止や一時停止など）を選択および実行する等の操作が行われる
操作手段である。また、動画が再生されているときにＪＯＧダイヤルが操作されると、そ
の操作に応じて再生速度が調整されるようになっている。
【００２５】
　チャプタキーは、ユーザが押下操作を行うことによって、チャプタ生成指示をＣＰＵ１
に入力する。チャプタ生成指示はチャプタデータを生成し、その生成したチャプタデータ
をチャプタテーブルに記録することをＣＰＵ１に指示するデータである。なお、チャプタ
キーを用いると、ユーザの手動操作によってチャプタデータを生成することができる。Ｒ
ＥＣキーはユーザが押下操作を行うことによって、録画の開始指示をＣＰＵ１に入力する
。
【００２６】
　ＡＶコントローラ３１８は、ＣＰＵ１の指示にしたがい、メモリ２から取り出した動画
データをＡＶ端子３１９およびＡＶケーブル４０２を介して接続される外部モニタ４００
に出力して、外部モニタ４００に動画を表示させる。また、ＡＶコントローラ３１８は、
ＣＰＵ１の指示にしたがい、所定の表示パラメータに応じてＧＵＩをＬＣＤ１０９に表示
させる。さらに、ＡＶコントローラ３１８は、ＣＰＵ１の指示にしたがい外部モニタ４０
０との間で通信を実行する。
【００２７】
　ＡＶ端子３１９は、ＡＶケーブル４０２のコネクタ４０１を差し込めるようになってい
る。このＡＶ端子３１９には、コネクタ４０１の反対側にコンポジット端子、Ｓ端子、コ
ンポーネント端子、Ｄ端子およびＨＤＭＩ端子のいずれかの端子を備えたケーブルをＡＶ
ケーブル４０２として接続することができる。ＡＶケーブル４０２はコネクタ４０１の反
対側に外部モニタ４００が接続されるようになっている。
【００２８】
　また、カメラ装置１００はＡＶ端子３１９に接続されるＡＶケーブル４０２の端子の形
状に応じて、外部モニタ４００が解像度の高い表示（高解像度表示）が可能な表示装置（
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高解像度表示装置ともいう）かどうかを判定するようになっている。
【００２９】
　このようなカメラ装置１００において、カメラ部１０７（図１）から得られる撮像デー
タが、図３に示す撮像領域Ｃの撮像データであるとすると、このカメラ装置１００は、上
記撮像領域Ｃに含まれる所望の撮像領域Ａの撮像データ（第１の撮像データ；以下、「撮
像データａ」と称する）と、更に撮像領域Ａに含まれる所望の撮像領域Ｂの撮像データ（
第２の撮像データ；以下、「撮像データｂ」と称する）と、を同時に取得する機能を有し
ている。例えば、図３の例では、被写体ｔ１～ｔ４が含まれる広角の領域が撮像領域Ａと
され、そのうちの一つの被写体ｔ１を狙ってズームされた領域が撮像領域Ｂとされている
。
【００３０】
　そして、カメラ装置１００は、撮像データａと撮像データｂとを、それぞれ独立にＨＤ
Ｄ１９又は外部記憶媒体２０に、同時に保存する機能を有している。更に、カメラ装置１
００は、取得した撮像データａと撮像データｂを基にして、撮像領域Ａの画面と撮像領域
Ｂの画面とを合成した合成画面を録画したり、モニタ１０９に表示したりする機能を有し
ている。すなわち、このカメラ装置１００では、１つのカメラ部１０７で撮影された１枚
分の映像画面から、２枚分の映像画面を切り出して、当該２枚の映像画面をそれぞれ録画
したり、当該２枚の映像画面を合成した合成画面を録画したりすることができる。
【００３１】
　このような機能によれば、例えば、子供の学芸会の様子を撮影する際に、撮像領域Ｂと
して自分の子供（図３の被写体ｔ１）のアップの映像をズームで録画しながら、撮像領域
Ａとして学芸会の舞台全体の映像も同時に広角で録画するといったカメラ装置１００の使
用法が可能となる。
【００３２】
　以下、上述したような各機能を達成するためのカメラ装置１００の構成について説明す
る。
【００３３】
　図４には、カメラ装置１００の機能的な構成を示すブロック図が示されている。前述の
通り、カメラ装置１００は、カメラ装置１００各部の制御を行うＣＰＵ１、撮像データの
格納に用いられるメモリ２、操作キー１０１を含む操作部７、撮像データを保存するＨＤ
Ｄ１９を備えている。
【００３４】
　また、カメラ装置１００は、ＨＤＤ１９への撮像データの保存を行う記録制御部８、カ
メラ部１０７で取得される撮像データの各処理を行うデータ入力部１１、データ処理部１
２、第１録画用ズーム処理部３、第２録画用ズーム処理部４、親画面用リサイズ処理部５
、子画面用リサイズ処理部６、第１コーデック部１３、第２コーデック部１４を備えてい
る。
【００３５】
　また、カメラ装置１００は、ＬＣＤ表示部１０９への画面表示やスピーカ１７への音声
出力、及び外部表示出力端子への映像データ出力等を行う表示・音声制御部１５を備えて
いる。上述した各部は、内部バス９を介して互いにデータ授受を行う。以上のようなカメ
ラ装置１００の機能的な構成要素は、図２で示したような物理的な各構成部分が所定のプ
ログラムに従い協働して動作することでソフトウエア的に実現されてもよく、物理的な回
路として実現されてもよい。
【００３６】
　以下、このようなカメラ装置１００が、撮像データａ，ｂの２画角同時録画を行うにあ
たり、上記各部が行うデータ授受及びデータ処理について、図４～図６を参照しながら説
明する。
【００３７】
（２画角同時録画処理）
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　図４及び図５に示すように、カメラ部１０７で得られた撮像データは、データ入力部１
１に入力される（Ｓ４０２）。データ入力部１１は、データ処理部１２が画像処理できる
単位となるようにデータの順番等を入れ替えた上で、撮像データをデータ処理部１２に転
送する（Ｓ４０４）。データ処理部１２は受け取った撮像データに対して、各種ノイズ除
去やセンサーの画素配列に応じたデモザイキング処理といった画像処理を施す。
【００３８】
　更にデータ処理部１２は、カメラ部１０７におけるセンサー画素から生成可能な最大広
角の撮像データ（以下、「最大広角撮像データｃ」と称する）を生成し、当該最大広角撮
像データを、メモリ２上のフィールドバッファ空間２０１に書き込んでいく（Ｓ４０６）
。なお、この最大広角撮像データｃは、図３の撮像領域Ｃに対応する。
【００３９】
　次に、第１録画用ズーム処理部３は、上記フィールドバッファ空間２０１に書き込まれ
た最大広角撮像データｃの一部を、前述の撮像データａとして読み出す（Ｓ４０８）。な
お、操作部７には、矩形をなす撮像領域Ａの四隅の座標情報Ｐａが格納されており、上記
読み出し処理では、座標情報Ｐａに基づいて、撮像データａを得るために必要十分な該当
部分のデータが読み出される。そして、第１録画用ズーム処理部３は、撮像データａに対
して、指定された画像フォーマットに合わせた画素補完や間引き等を含むズーム処理を行
い、処理後のデータを、メモリ２上のフィールドバッファ空間２０２ａに書き込んでいく
（Ｓ４１０）。
【００４０】
　次に、第１コーデック部１３は、フィールドバッファ空間２０２ａに書き込まれた上記
撮像データａを読み込み、Encode処理を施した後、記録制御部８を介しＨＤＤ１９に書き
込む（Ｓ４１２）。以上のような処理により、撮像領域Ａの撮像データａがＨＤＤ１９に
保存され、撮像領域Ａの映像の録画が達成される。
【００４１】
　また、上述の処理Ｓ４０８～４１２に並行して、図４及び図６に示すように、第２録画
用ズーム処理部４は、上記フィールドバッファ空間２０１に書き込まれた最大広角撮像デ
ータｃの一部を、前述の撮像データｂとして読み出す（Ｓ５０８）。なお、操作部７には
、矩形をなす撮像領域Ｂの四隅の座標情報Ｐｂが格納されており、上記読み出し処理では
、座標情報Ｐｂに基づいて、撮像データｂを得るために必要十分な該当部分のデータが読
み出される。そして、第２録画用ズーム処理部４は、撮像データｂに対して、指定された
画像フォーマットに合わせた画素補完や間引き等を含むズーム処理を行い、処理後のデー
タを、メモリ２上のフィールドバッファ空間２０２ｂに書き込んでいく（Ｓ５１０）。
【００４２】
　次に、第２コーデック部１４は、フィールドバッファ空間２０２ｂに書き込まれた上記
撮像データｂを読み込み、Encode処理を施した後、記録制御部８を介して外部記憶媒体２
０に書き込む（Ｓ５１２）。以上のような処理により、撮像領域Ｂの撮像データｂが外部
記憶媒体２０に保存され、撮像領域Ｂの映像の録画が達成される。
【００４３】
　以上のような処理により、１つのカメラ部１０７から得た１枚の撮像データから、２画
角の撮像データａ，ｂを同時に取得することができ、２画角同時録画機能が実現される。
【００４４】
　なお、上記処理Ｓ５０８～Ｓ５１０を実行しないようにすれば、撮像領域Ａに係る撮像
データａのみを録画することも可能である。同様に、上記処理Ｓ４０８～Ｓ４１０を実行
しないようにすれば、撮像領域Ｂに係る撮像データｂのみを録画することも可能である。
【００４５】
　また、２画角同時録画処理中においても、操作キー１０１からの所定の操作入力に応じ
、上記処理Ｓ５０８～Ｓ５１０を適切なフィールド処理のタイミングで停止させることで
、撮像データｂの録画のみを停止させることができる。また、同様に、２画角同時録画処
理中において、上記処理Ｓ４０８～Ｓ４１０を適切なフィールド処理のタイミングで停止
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させることで、撮像データａの録画のみを停止させることができる。
【００４６】
　また、上記処理Ｓ４１０で第１録画用ズーム処理部３に指定される画像フォーマットと
、処理Ｓ５１０で第２録画用ズーム処理部４に指定される画像フォーマットと、を同じに
すれば、撮像データａ，ｂを同一の画像フォーマットで録画することができ、両画像フォ
ーマットを異なるものとすれば、撮像データａ，ｂを互いに異なる画像フォーマットで録
画することができる。
【００４７】
　また、上記処理Ｓ４１２での第１コーデック部１３のEncode処理における圧縮レートと
、処理Ｓ５１２での第２コーデック部１４のEncode処理における圧縮レートと、を同じに
すれば、撮像データａ，ｂを同一の圧縮レートで録画することができ、両圧縮レートを異
なるものとすれば、撮像データａ，ｂを互いに異なる圧縮レートで録画することができる
。
【００４８】
　このような録画の動作に関する設定の選択は、操作キー１０１の操作に応じて行われる
こととしてもよい。
【００４９】
（撮像領域Ｂの切り出し位置変更処理）
　また、このカメラ装置１００は、上述の２画角同時録画処理中において、操作キー１０
１（図１）から入力されるキー操作に応じ、上記撮像領域Ｂを撮像領域Ａの範囲内で移動
させる機能を有している。例えば、図７に示すように、２画角同時録画処理中において、
撮像領域Ｂにあった被写体ｔ１が、撮像領域Ａの範囲内で移動した場合を考える。この場
合、ユーザは、被写体ｔ１の移動に撮像領域Ｂを追従させるべく、十字キー等の操作キー
１０１を操作し撮像領域Ｂの切り出し位置の移動ベクトル情報を操作部７に与える。
【００５０】
　図８に示すように、操作キー１０１から所定の操作が入力されると、操作部７には、撮
像領域Ｂの移動ベクトルを示す移動ベクトル情報が与えられる。前述のとおり、操作部７
は、撮像領域Ｂの四隅の座標情報Ｐｂを記憶している。操作部７は、与えられた移動ベク
トル情報に従って、撮像領域Ｂの四隅の移動後の座標位置Ｐｂ２を計算する。そして、操
作部７は、計算結果の座標位置Ｐｂ２が撮像領域Ａの範囲内であれば、記憶していた座標
情報（Ｐｂ１とする）を、新たな座標情報Ｐｂ２に更新する。一方、計算結果の座標位置
Ｐｂ２が、撮像領域Ａの範囲外となる場合は、範囲外となる分の移動ベクトルを差し引い
た残りの移動ベクトルを用いて、四隅の移動後の座標位置Ｐｂ３を再計算し、記憶してい
た座標情報Ｐｂ１を、新たな座標情報Ｐｂ３に更新する。
【００５１】
　このような座標情報Ｐｂの更新により、上述の２画角同時録画処理の処理Ｓ５０８（図
６）において、フィールドバッファ空間２０１の最大広角撮像データから一部読み出され
るデータの読み出し位置が変更される。以上の処理の結果、図８に示すように、撮像デー
タｂが取得される撮像領域Ｂの位置を、被写体ｔ１の移動に追従させて移動させることが
できる。なお、上記処理Ｓ５０８において、第２録画用ズーム処理部４は、１フィールド
分の撮像データを読み込んでいる期間の途中においては、撮像領域Ｂの位置を変更しない
ように制御を行うことで、撮像データｂとして取得される映像の乱れを防止する。
【００５２】
　カメラ装置１００のこのような機能により、例えば、学芸会の舞台上で子供（被写体ｔ
１）が移動した場合には、子供のアップを撮影する撮像領域Ｂを、子供の移動に追従させ
るといった使い方が可能になる。この場合、被写体ｔ１の移動範囲が撮像領域Ａ内であれ
ば、カメラ装置１００のレンズの向きを変える事無く、安定した状態で、ズームした画角
で追従できる。すなわち、操作性が向上し、手振れ防止の効果が得られる。
【００５３】
（第１タイプの画面表示の処理）
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　また、このカメラ装置１００は、上述の撮像データａ及び撮像データｂを、モニタ１０
９（図１）に同時に画面表示する機能を有している。例えば、図９に示すように、広角の
撮像データａが、親画面Ｄ１としてモニタ１０９全体に表示され、ズームの撮像データｂ
が、親画面Ｄ１よりも小サイズの子画面Ｄ２として親画面Ｄ１上の一部に重なるように表
示される。以下、このように、撮像データａを親画面Ｄ１に表示し、撮像データｂを子画
面Ｄ２に表示する画面表示を「第１タイプの画面表示」と称する。なお、上記「親画面」
と「子画面」との関係について定義すると、子画面とは、親画面よりも小サイズで当該親
画面上に重ねて配置されるものをいう。
【００５４】
　以下、この第１タイプの画面表示の機能を実現するための具体的な処理について図４及
び図１０を参照し説明する。
【００５５】
　前述の２画面同時録画処理のＳ４１０により、ズーム処理後の撮像データａが、フィー
ルドバッファ空間２０２ａに書き込まれている。親画面用リサイズ処理部５は、この撮像
データａを読み出す。そして、親画面用リサイズ処理部５は、撮像データａに対して、指
定された画像フォーマットに合わせた画素補完や間引き等を含むズーム処理を行い、処理
後の撮像データａをメモリ２上のフィールドバッファ空間２０３に書き込んでいく（Ｓ９
１２）。なお、このデータ書き込みの処理において、親画面用リサイズ処理部５は、操作
部７に記憶されている子画面Ｄ２の表示座標情報Ｒを参照し、この表示座標情報Ｒで示さ
れる空間に相当する部分のフィールドバッファ空間は、子画面用の撮像データｂを書き込
むためにマスクし書き壊さないようにする。なお、上記の表示座標情報Ｒは、モニタ１０
９上における子画面Ｄ２の表示位置を示す情報であり、矩形をなす子画面Ｄ２の四隅の座
標を示す。
【００５６】
　また、前述の２画面同時録画処理のＳ５１０により、ズーム処理後の撮像データｂが、
フィールドバッファ空間２０２ｂに書き込まれている。親画面用リサイズ処理部５の上記
処理と並行して、子画面用リサイズ処理部６は、この撮像データｂを読み出す。そして、
子画面用リサイズ処理部６は、撮像データｂに対して、上記表示座標情報Ｒに対応する画
像フォーマットに合わせた画素補完や間引き等を含むリサイズ処理を行う。そして、子画
面用リサイズ処理部６は、処理後の撮像データｂを、フィールドバッファ空間２０３に書
き込んでいく（Ｓ９１４）。このとき、この撮像データｂは、フィールドバッファ空間２
０３のうち、上記表示座標情報Ｒの空間に相当する部分に書き込まれる。
【００５７】
　上述の親画面用リサイズ処理部５の処理、及び子画面用リサイズ処理部６の処理により
、フィールドバッファ空間２０３に、画面表示用データが完成する。この画面表示用デー
タは、撮像データａが示す撮像領域Ａの画面と撮像データｂが示す撮像領域Ｂの画面とが
合成されてなる合成画面を示すデータである。この画面表示用データが、表示制御部１５
に送られ、ＬＣＤ１０９及び外部表示出力端子１８のインタフェース合わせたタイミング
で出力される（Ｓ９１６）。このことで、図９に示すように、ＬＣＤ１０９には、撮像デ
ータａを表示する親画面Ｄ１と、撮像データｂを表示する子画面Ｄ２とが、重ねて表示さ
れる。以上の処理により、第１タイプの画面表示機能が実現される。このような画面表示
機能により、カメラ装置１００のユーザは、録画中の２画角の映像を確認することができ
る。
【００５８】
（第２タイプの画面表示の処理）
　また、カメラ装置１００は、図１１に示すように、撮像データｂを親画面Ｄ１に表示し
、撮像データａを子画面Ｄ２に表示することも可能である。以下、このような画面表示を
「第２タイプの画面表示」と称し、この画面表示の機能を実現するための具体的な処理に
ついて図４及び図１２を参照し説明する。なお、この処理において、前述の「第１タイプ
の画面表示」の処理と同様の処理については、重複する説明を省略する。
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【００５９】
　まず、親画面用リサイズ処理部５が、フィールドバッファ空間２０２ｂに書き込まれた
撮像データｂを読み出し、上記「第１タイプの画面表示」における処理Ｓ９１２と同様の
処理を行う（Ｓ１１１２）。すなわち、親画面用リサイズ処理部５が、フィールドバッフ
ァ空間２０２ｂの撮像データｂにズーム処理を施し、マスク制御しながら、メモリ２のフ
ィールドバッファ空間２０３に書き込む。一方、子画面用リサイズ処理部６は、フィール
ドバッファ空間２０２ａに書き込まれた撮像データａを読み出し、上記「第１タイプの画
面表示」における処理Ｓ９１４と同様の処理を行う（Ｓ１１１４）。すなわち、子画面用
リサイズ処理部６が、フィールドバッファ空間２０２ａの撮像データａにズーム処理を施
し、メモリ２のフィールドバッファ空間２０３に書き込む。
【００６０】
　そして、Ｓ９１６と同様に、フィールドバッファ空間２０３に完成した画面表示用デー
タ、表示制御部１５に送られ、ＬＣＤ１０９及び外部表示出力端子１８のインタフェース
合わせたタイミングで出力される（Ｓ１１１６）。このことで、図１１に示すように、Ｌ
ＣＤ１０９には、撮像データｂを表示する親画面Ｄ１と、撮像データａを表示する子画面
Ｄ２とが、重ねて表示される。以上の処理により、第２タイプの画面表示機能が実現され
る。
【００６１】
　なお、このような第１及び第２タイプの画面表示処理においては、録画中の撮像データ
について行ってもよいし、録画されていない撮像データについて行ってもよい。例えば、
「２画角同時録画処理」におけるＳ４１２を実行せずに、「第１及び第２タイプの画面表
示処理」を実行すれば、撮像データａについて、録画をしなくても画面表示させることが
できる。同様に、「２画角同時録画処理」におけるＳ５１２を実行せずに、「第１及び第
２タイプの画面表示処理」を実行すれば、撮像データｂについて、録画をしなくても画面
表示させることができる。このような画面表示に関する選択は、操作キー１０１の操作に
応じて行われることとしてもよい。
【００６２】
（親画面と子画面とのスイッチ制御処理）
　また、このカメラ装置１００は、操作キー１０１の操作に応じて、親画面Ｄ１として表
示中の撮像データと、子画面Ｄ２として表示中の撮像データと、を入れ替える画面スイッ
チ機能を有している。以下、この機能を実現するための具体的な処理について説明する。
【００６３】
　操作キー１０１から所定の操作が入力されると、操作部７には、撮像データａ，ｂのど
ちらを親画面として表示するかという画面表示タイプ情報が与えられ、当該画面表示タイ
プ情報は、操作部７に記憶される。ＣＰＵ１は、上記画面表示タイプ情報に基づいて、前
述の「第１及び第２タイプの画面表示の処理」のうちの何れの画面表示処理を行うかを、
親画面用リサイズ処理部５及び子画面用リサイズ処理部６に対して指示する。この指示に
従い、親画面用リサイズ処理部５及び子画面用リサイズ処理部６は、適切なタイミングで
、画面表示の処理のタイプを、第１（Ｓ９１２，Ｓ９１４）から第２（Ｓ１１１２，Ｓ１
１１４）へ、又は第２から第１へ、切り替える。以上のような処理により、画面スイッチ
機能が実現される。
【００６４】
（子画面の表示位置変更処理）
　また、このカメラ装置１００では、モニタ１０９上における子画面Ｄ２の表示位置は、
操作キー１０１の操作に応じて変更することができる。以下、この機能を実現するための
具体的な処理について説明する。
【００６５】
　操作キー１０１から所定の操作が入力されると、操作部７には、子画面Ｄ２の移動ベク
トル情報が与えられる。前述のように、操作部７は、子画面Ｄ２の表示座標情報Ｒを記憶
している。操作部７は、与えられた上記移動ベクトル情報に従って、移動後の表示座標位
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置Ｒ２を計算し、この表示座標位置Ｒ２が親画面Ｄ１の範囲内であれば、記憶していた表
示座標情報（Ｒ１とする）を、計算結果の表示座標情報Ｒ２に更新する。一方、表示座標
位置Ｒ２が、親画面Ｄ１の範囲外となる場合は、範囲外となる分の移動ベクトルを差し引
いた残りの移動ベクトルを用いて、移動後の表示座標位置Ｒ３を再計算し、記憶していた
表示座標情報Ｒ１を、表示座標位置Ｒ３に更新する。
【００６６】
　これにより、前述の第１及び第２タイプの画面表示の処理（Ｓ９１２，Ｓ９１４，Ｓ１
１１２，Ｓ１１１４）において取り扱われる表示座標情報Ｒが更新され、その結果、モニ
タ１０９上における子画面Ｄ２の表示位置が変更される。なお、第１及び第２タイプの画
面表示の処理において、親画面用リサイズ処理部５及び子画面用リサイズ処理部６は、１
フィールド分の撮像データを読み込んでいる期間の途中においては、子画面Ｄ２の表示位
置を変更しないように制御を行うことで、映像の乱れを防止する。
【００６７】
（子画面の表示サイズ変更処理）
　また、このカメラ装置１００では、モニタ１０９上における子画面Ｄ２の表示サイズを
、操作キー１０１の操作に応じて変更することができる。以下、この機能を実現するため
の具体的な処理について説明する。
【００６８】
　操作キー１０１から所定の操作が入力されると、操作部７には、子画面Ｄ２のサイズを
何倍に拡大／縮小するかを示す倍率情報が与えられる。前述のように、操作部７は、予め
子画面Ｄ２の表示座標情報Ｒを記憶している。操作部７は、与えられた上記倍率情報に従
って、サイズ変更後の表示座標位置Ｒ２を計算し、この表示座標位置Ｒ２が親画面Ｄ１の
範囲内であれば、記憶していた表示座標情報（Ｒ１とする）を、計算結果の表示座標情報
Ｒ２に更新する。一方、表示座標位置Ｒ２が、親画面Ｄ１の範囲外となる場合は、範囲外
となる分の移動ベクトルを差し引いた残りの移動ベクトルを用いて、サイズ変更後の表示
座標位置Ｒ３を再計算し、記憶していた表示座標情報Ｒ１を、表示座標位置Ｒ３に更新す
る。
【００６９】
　これにより、前述の第１及び第２タイプの画面表示の処理（Ｓ９１２，Ｓ９１４，Ｓ１
１１２，Ｓ１１１４）において取り扱われる表示座標情報Ｒが更新され、その結果、モニ
タ１０９上における子画面Ｄ２の表示サイズが変更される。なお、第１及び第２タイプの
画面表示の処理において、親画面用リサイズ処理部５及び子画面用リサイズ処理部６は、
１フィールド分の撮像データを読み込んでいる期間の途中においては、子画面Ｄ２の表示
サイズを変更しないように制御を行うことで、映像の乱れを防止する。
【００７０】
（子画面を非表示とする処理）
　また、このカメラ装置１００では、操作キー１０１の操作に応じて、子画面Ｄ２を非表
示とすることができる。以下、この機能を実現するための具体的な処理について説明する
。
【００７１】
　操作キー１０１から所定の操作が入力されると、操作部７には、子画面Ｄ２表示の有無
を示す表示有無情報が与えられる。操作部７では、与えられた表示有無情報に従って、既
に記憶されている表示有無情報が更新される。ここで、表示有無情報が、”表示有り”か
ら”非表示”に更新された場合、ＣＰＵ１は、前述の「第１及び第２タイプの画面表示処
理」において、親画面用リサイズ処理部５によるフィールドバッファ空間２０３のマスク
制御（Ｓ９１２，Ｓ１１１２）をｏｆｆにするとともに、子画面用リサイズ処理部６によ
る処理（Ｓ９１４，Ｓ１１１４）を停止させる。以上のような処理により、子画面Ｄ２が
非表示とされる。
【００７２】
（第１タイプのガイド表示）
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　また、このカメラ装置１００では、図９に示すように、前述の第１タイプの画面表示に
おいて、撮像データａを表示する親画面Ｄ１上に、撮像領域Ｂの切り出し位置を示す矩形
枠のガイドＧ１を表示させることができる。また、このガイドＧ１の表示／非表示を、操
作キー１０１の操作により選択することもできる。このようなガイドＧ１の表示を、以下
「第１タイプのガイド表示」と称する。以下、この機能を実現するための具体的な処理に
ついて説明する。
【００７３】
　操作キー１０１から所定の操作が入力されると、操作部７には、ガイドＧ１の表示の有
無を示すガイド表示有無情報が与えられる。操作部７では、与えられたガイド表示有無情
報に従って、既に記憶されているガイド表示有無情報が更新される。
【００７４】
　このガイド表示有無情報が、”表示あり”を示す場合、前述の「第１タイプの画面表示
」処理において、親画面用リサイズ処理部５がフィールドバッファ空間２０３に撮像デー
タａを書き込む際（Ｓ９１２）に、撮像領域Ｂの座標情報Ｐｂに基づいてガイドＧ１を表
示する領域を求め、この領域のデータを、ガイドＧ１用の画像データに置き換える。なお
、上記ガイド表示有無情報が、”非表示”を示す場合には、上記画像データへの置き換え
を行わない。このような処理により、上記ガイドＧ１を表示させることができ、また、ガ
イドＧ１の表示／非表示を選択することができる。このようなガイド表示機能により、カ
メラ装置１００のユーザは、撮像領域Ｂの切り出し位置を、モニタ１０９で容易に確認す
ることができる。
【００７５】
（第２タイプのガイド表示）
　また、このカメラ装置１００では、図１１に示すように、前述の第２タイプの画面表示
において、撮像データａを表示する子画面Ｄ２上に、撮像領域Ｂの切り出し位置を示す矩
形枠のガイドＧ２を表示させることができる。また、このガイドＧ２の表示／非表示を、
操作キー１０１の操作により選択することもできる。このようなガイドＧ２の表示を、以
下「第２タイプのガイド表示」と称する。以下、この機能を実現するための具体的な処理
について説明する。
【００７６】
　操作キー１０１から所定の操作が入力されると、操作部７には、ガイドＧ２の表示の有
無を示すガイド表示有無情報が与えられる。操作部７では、与えられたガイド表示有無情
報に従って、既に記憶されているガイド表示有無情報が更新される。
【００７７】
　このガイド表示有無情報が、”表示あり”を示す場合、前述の「第２タイプの画面表示
」処理において、子画面用リサイズ処理部６がフィールドバッファ空間２０３に撮像デー
タａを書き込む際（Ｓ１１１４）に、撮像領域Ｂの座標情報Ｐｂに基づいてガイドＧ２を
表示する領域を求め、この領域のデータを、ガイドＧ２用の画像データに置き換える。な
お、上記ガイド表示有無情報が、”非表示”を示す場合には、上記画像データへの置き換
えを行わない。このような処理により、上記ガイドＧ２を表示させることができ、また、
ガイドＧ２の表示／非表示を選択することができる。
【００７８】
（第１タイプの合成撮像データ録画）
　また、このカメラ装置１００では、図９に示すような「第１タイプの画面表示」の状態
で、撮像領域Ａ，Ｂの画面が合成された合成画面の合成撮像データを録画することができ
る。このような録画を、以下「第１タイプの合成撮像データ録画」と称する。以下、この
機能を実現するための具体的な処理について説明する。
【００７９】
　図４及び図１３に示すように、カメラ部１０７で得られた撮像データは、データ入力部
１１に入力される（Ｓ１２０２）。データ入力部１１は、データ処理部１２が画像処理で
きる単位となるようにデータの順番等を入れ替えた上で、撮像データをデータ処理部１２
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に転送する（Ｓ１２０４）。データ処理部１２は受け取った撮像データに対して、各種ノ
イズ除去やセンサーの画素配列に応じたデモザイキング処理といった画像処理を施す。更
にデータ処理部１２は、最大広角撮像データｃを生成し、当該最大広角撮像データｃを、
メモリ２上のフィールドバッファ空間２１１に書き込んでいく（Ｓ１２０６）。
【００８０】
　次に、第１録画用ズーム処理部３は、上記フィールドバッファ空間２１１に書き込まれ
た最大広角撮像データｃの一部を、撮像データａとして読み出す（Ｓ１２０８：第１の撮
像データ取得ステップ）。なお、上記読み出し処理では、操作部７に格納された座標情報
Ｐａに基づいて、撮像データａを得るために必要十分な該当部分のデータが読み出される
。そして、第１録画用ズーム処理部３は、この撮像データａに対して、指定された画像フ
ォーマットに合わせた画素補完や間引き等を含むズーム処理を行い、処理後のデータを、
メモリ２上のフィールドバッファ空間２１２に書き込んでいく（Ｓ１２１０）。このデー
タ書き込みの処理において、第１録画用ズーム処理部３は、フィールドバッファ空間２１
２のうち子画面Ｄ２の表示座標情報Ｒで示される部分には、子画面Ｄ２用の撮像データｂ
を書き込むために、マスクして書き壊さないようにする。
【００８１】
　また、上述の処理Ｓ１２０８～Ｓ１２１０に並行して、第２録画用ズーム処理部４は、
上記フィールドバッファ空間２１１に書き込まれた最大広角撮像データｃの一部を、撮像
データｂとして読み出す（Ｓ１２１８：第２の撮像データ取得ステップ）。なお、上記読
み出し処理では、座標情報Ｐｂに基づいて、撮像領域Ｂをリサイズ又はズームするために
必要十分な該当部分のデータが読み出される。そして、第２録画用ズーム処理部４は、こ
の撮像データｂに対して、子画面Ｄ２の表示座標情報Ｒに基づく画像フォーマットに合わ
せた画素補完や間引き等を含むリサイズ処理又はズーム処理を行う。その後、第２録画用
ズーム処理部４は、フィールドバッファ空間２１２のうち表示座標情報Ｒで示される部分
に対して、処理後の撮像データｂを書き込んでいく（Ｓ１２２０）。
【００８２】
　上記処理Ｓ１２１０，Ｓ１２２０により、フィールドバッファ空間２１２には、撮像デ
ータａと撮像データｂとが合成された合成撮像データｄが、フィールド単位のデータとし
て完成する（合成撮像データ取得ステップ）。この合成撮像データｄは、撮像データａが
示す撮像領域Ａの画面と撮像データｂが示す撮像領域Ｂの画面とが合成されてなる合成画
面を示すデータである。この合成撮像データｄは、フィールドバッファ空間２１２から第
１コーデック部１３に読み込まれる。そして、第１コーデック部１３は、合成撮像データ
ｄに、Encode処理を施した後、記録制御部８を介しＨＤＤ１９に書き込む（Ｓ１２３０）
。以上のような処理により、撮像データａを親画面Ｄ１とし、撮像データｂを子画面Ｄ２
として合成された合成画面を示す合成撮像データｄが、ＨＤＤ１９に保存され、第１タイ
プの合成撮像データ録画が達成される。
【００８３】
（第２タイプの合成撮像データ録画）
　また、このカメラ装置１００では、図１１に示すような「第２タイプの画面表示」の状
態で、撮像領域Ａ，Ｂの画面が合成された合成画面の合成撮像データを録画することもで
きる。このような録画を、以下「第２タイプの合成撮像データ録画」と称する。
【００８４】
　この機能を実現するための具体的な処理は、以下のとおりである。すなわち、前述の「
第１タイプの合成撮像データ録画」の処理において、第１録画用ズーム処理部が、座標情
報Ｐｂに基づいて、最大広角撮像データの一部を撮像データｂとして読み出し、第２録画
用ズーム処理部が、座標情報Ｐａに基づいて、最大広角撮像データの一部を撮像データａ
として読み出すこととする。それ以外の処理は、前述の「第１タイプの合成撮像データ録
画」の処理と同様であるので、詳細な説明を省略する。このような処理により、撮像デー
タｂを親画面Ｄ１とし、撮像データａを子画面Ｄ２として合成された合成画面を示す合成
撮像データｄが、ＨＤＤ１９に保存され、第２タイプの合成撮像データ録画が達成される
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。
【００８５】
（合成撮像データ録画のタイプの切り替え処理）
　また、このカメラ装置１００では、「第１又は第２タイプの合成撮像データ録画」の処
理中において、合成撮像データ録画のタイプを、第１から第２へ或いは第２から第１へ、
変更することができる。以下、この機能を実現するための具体的な処理について説明する
。
【００８６】
　上記「第１又は第２タイプの合成撮像データ録画」の処理中において、操作キー１０１
が操作された場合を考える。操作キー１０１の操作に応じて、ＣＰＵ１は、前述の「第１
又は第２タイプの合成撮像データ録画」のうちの何れの画面表示処理を行うかを、第１録
画用ズーム処理部３及び第２録画用ズーム処理部４に対して指示する。この指示に従い、
第１録画用ズーム処理部３及び第２録画用ズーム処理部４は、適切なタイミングで、合成
撮像データ録画処理のタイプを、第１から第２へ、又は第２から第１へ、切り替える。以
上のような処理により、上記機能が実現される。なお、この適切なタイミングとは、フィ
ールドバッファ空間２１１内の最大広角撮像データｃに対する読み出しが、フィールドデ
ータの途中で切り替わってしまうことがないようなタイミングであることを示す。
【００８７】
（合成撮像データ録画における子画面の挿入位置変更処理）
　また、このカメラ装置１００では、「第１又は第２タイプの合成撮像データ録画」の処
理中において、合成撮像データｄにおける子画面Ｄ２の位置を、操作キー１０１の操作に
応じて変更することができる。以下、この機能を実現するための具体的な処理について説
明する。
【００８８】
　操作キー１０１から所定の操作が入力されると、操作部７には、子画面Ｄ２の移動ベク
トル情報が与えられる。前述のように、操作部７は、子画面Ｄ２の表示座標情報Ｒを記憶
している。操作部７は、与えられた上記移動ベクトル情報に従って、移動後の表示座標位
置Ｒ２を計算し、この表示座標位置Ｒ２が親画面Ｄ１の範囲内であれば、記憶していた表
示座標情報（Ｒ１とする）を、計算結果の表示座標情報Ｒ２に更新する。一方、表示座標
位置Ｒ２が、親画面Ｄ１の範囲外となる場合は、範囲外となる分の移動ベクトルを差し引
いた残りの移動ベクトルを用いて、移動後の表示座標位置Ｒ３を再計算し、記憶していた
表示座標情報Ｒ１を、表示座標位置Ｒ３に更新する。これにより、前述の第１及び第２タ
イプの合成撮像データ録画処理において取り扱われる表示座標情報Ｒが更新され、その結
果、合成撮像データｄにおける子画面Ｄ２の挿入位置が変更される。
【００８９】
（合成撮像データ録画における子画面のサイズ変更処理）
　また、このカメラ装置１００では、「第１又は第２タイプの合成撮像データ録画」の処
理中において、合成撮像データｄにおける子画面Ｄ２のサイズを、操作キー１０１の操作
に応じて変更することができる。以下、この機能を実現するための具体的な処理について
説明する。
【００９０】
　操作キー１０１から所定の操作が入力されると、子画面Ｄ２のサイズを何倍に拡大／縮
小するかを示す倍率情報が与えられる。前述のように、操作部７は、予め子画面Ｄ２の表
示座標情報Ｒを記憶している。操作部７は、与えられた上記倍率情報に従って、サイズ変
更後の表示座標位置Ｒ２を計算し、この表示座標位置Ｒ２が親画面Ｄ１の範囲内であれば
、記憶していた表示座標情報（Ｒ１とする）を、計算結果の表示座標情報Ｒ２に更新する
。一方、表示座標位置Ｒ２が、親画面Ｄ１の範囲外となる場合は、範囲外となる分の移動
ベクトルを差し引いた残りの移動ベクトルを用いて、サイズ変更後の表示座標位置Ｒ３を
再計算し、記憶していた表示座標情報Ｒ１を、表示座標位置Ｒ３に更新する。これにより
、前述の第１及び第２タイプの合成撮像データ録画処理において取り扱われる表示座標情
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報Ｒが更新され、その結果、合成撮像データｄにおける子画面Ｄ２のサイズが変更される
。
【００９１】
（合成撮像データ録画における子画面録画の停止処理）
　また、このカメラ装置１００では、「第１又は第２タイプの合成撮像データ録画」の処
理中において、操作キー１０１の操作に応じて、合成撮像データｄに挿入される子画面Ｄ
２の録画のみを停止することができる。そして、その後は親画面Ｄ１単独の録画のみが継
続される。以下、この機能を実現するための具体的な処理について説明する。
【００９２】
　操作キー１０１から所定の操作が入力されると、操作部７には、子画面Ｄ２の録画の有
無を示す子画面有無情報が与えられる。そして、操作部７は、既に記憶されている子画面
有無情報を、与えられた情報に更新する。いま、この子画面有無情報が、”子画面録画あ
り”から”子画面録画なし”に更新された場合を考える。この場合、第１及び第２タイプ
の合成撮像データ録画処理中においては、第１録画用ズーム処理部３が行う書き込みマス
ク制御（Ｓ１２１０）をｏｆｆとし、第２録画用ズーム処理部４の処理（Ｓ１２１８，Ｓ
１２２０）を停止させる。
【００９３】
（合成撮像データ録画における親画面録画の停止処理）
　また、このカメラ装置１００では、「第１又は第２タイプの合成撮像データ録画」の処
理中において、操作キー１０１の操作に応じて、合成撮像データｄ中の親画面Ｄ１の録画
のみを停止することもできる。そして、その後は子画面Ｄ２として録画されていた撮像デ
ータａ又はｂが、親画面Ｄ１として単独で録画継続される。以下、この機能を実現するた
めの具体的な処理について説明する。
【００９４】
　操作キー１０１から所定の操作が入力されると、操作部７には、親画面Ｄ１の録画の有
無を示す親画面有無情報が与えられる。そして、操作部７は、既に記憶されている親画面
有無情報を、与えられた情報に更新する。いま、この親画面有無情報が、”親画面録画あ
り”から”親画面録画なし”に更新された場合を考える。この場合、第１及び第２タイプ
の合成撮像データ録画処理中においては、適切なタイミングで、第１録画用ズーム処理部
３及び第１コーデック部１３が行う処理を、２画面同時録画処理（図５）において示した
処理Ｓ４０８～Ｓ４１２に切り替える。このような処理により、合成撮像データｄ中の親
画面Ｄ１の録画のみを停止し、その後は子画面Ｄ２として録画されていた撮像データを、
親画面Ｄ１として単独で録画継続することができる。
【００９５】
　以上のように、このカメラ装置１００及びその撮像方法によれば、例えば、子供の学芸
会で我が子のアップを撮影しながら、同時に学芸会の舞台全体を撮影することができるよ
うになり、再生時の映像から得られる感動や楽しさが広がる。また、ズーム撮影の撮像対
象（例えば、自分の子供）が移動した場合においても、当該撮像対象の移動範囲が広角撮
影における画角範囲内（撮像領域Ａ内）であれば、前述の撮像領域Ｂの切り出し位置変更
処理によって、カメラ装置１００のレンズの向きを変える事無く、安定した状態で、ズー
ムした画角で追随できる。すなわち、操作性が向上し、手振れ防止の効果が得られる。
【００９６】
　また、このカメラ装置１００及びその撮像方法によれば、異なる２画角を親画面Ｄ１、
子画面Ｄ２として合成して録画できるため、録画データのバリエーションが広がる。また
、従来、このような録画映像を得ようとすれば、１本の広角な録画データから画角の異な
る２画面を切り出して編集することが必要であった。これに対し、カメラ装置１００及び
その撮像方法によれば、編集能力や編集時間を必要とせず、撮像者の撮影意図を反映した
構図での表示を視聴者に提供することができる。更に、上述したように、子画面の挿入位
置／サイズ変更、合成撮像データ録画のタイプの切り替え、親画面又は子画面のみ録画停
止といったような各機能を用いて、録画される合成画面の構図の設定を、撮影者が録画中
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【００９７】
　なお、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではない。例えば、上述の実施形態
では、撮像領域Ｂが撮像領域Ａの範囲内に含まれることとしたが、撮像領域Ａ，Ｂは、撮
像領域Ｃの範囲内でそれぞれ独立に切り出されてもよい。また、上述の実施形態において
ＨＤＤ１９に保存される撮像データが外部記憶媒体２０に保存されてもよく、外部記憶媒
体２０に保存される撮像データがＨＤＤ１９に保存されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明に係る撮像装置の一実施形態であるカメラ装置の外観を示す斜視図である
。
【図２】図１のカメラ装置の物理的な構成を示すブロック図である。
【図３】図１のカメラ装置の撮像領域を示す図である。
【図４】図１のカメラ装置の機能的な構成を示すブロック図である。
【図５】２画面同時録画処理における撮像領域Ａの録画処理を示すフローチャートである
。
【図６】２画面同時録画処理における撮像領域Ｂの録画処理を示すフローチャートである
。
【図７】撮像領域内における被写体の移動を示す図である。
【図８】被写体に追従させた撮像領域の移動を示す図である。
【図９】第１タイプの画面表示におけるモニタ画面を示す図である。
【図１０】第１タイプの画面表示処理を示すフローチャートである。
【図１１】第２タイプの画面表示におけるモニタ画面を示す図である。
【図１２】第２タイプの画面表示処理を示すフローチャートである。
【図１３】合成撮像データ録画処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９９】
　３…第１録画用ズーム処理部、４…第２録画用ズーム処理部、５…親画面用リサイズ処
理部、６…子画面用リサイズ処理部、１３…第１コーデック部、１４…第２コーデック部
、１９…ＨＤＤ、２０…外部記憶媒体、１００…カメラ装置（撮像装置）、１０７…カメ
ラ部（撮像手段）、１０９…モニタ、Ａ…第１の撮像領域、Ｂ…第２の撮像領域、Ｃ…撮
像領域、Ｄ１…親画面、Ｄ２…子画面、Ｇ１，Ｇ２…ガイド。
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