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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を光電変換する撮像素子と、
　前記撮像素子からの出力を用いて第１の画像を生成する画像生成手段と、
　撮像光学系のフォーカス制御を行うフォーカス制御手段と、
　画像を表示する表示手段と、
　前記第１の画像のうち特定被写体を含む部分領域を拡大して第２の画像を生成する拡大
処理手段と、
　前記フォーカス制御によって前記特定被写体に対する合焦状態が得られたときに、前記
表示手段に前記第１の画像とともに前記第２の画像を表示させる表示制御手段とを有する
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記特定被写体は、人物の顔であり、
　前記第１の画像から前記顔を検出する顔検出手段を有す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】
　前記フォーカス制御を指示する第１の操作と、前記撮像素子を用いて生成された記録用
画像の記録を指示する第２の操作とが可能な操作手段を有し、
　前記表示制御手段は、前記第２の画像の表示を前記第１の操作がなされている間、継続
することを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
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【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記表示手段に、前記第２の画像を前記第１の画像に重ねて表示
させることを特徴とする請求項１から３のいずれか１つに記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記表示手段に、前記第２の画像を前記第１の画像とは別のウィ
ンドウ画像として表示させることを特徴とする請求項１から３のいずれか１つに記載の撮
像装置。
【請求項６】
　被写体像を光電変換する撮像素子及び画像を表示する表示手段を有する撮像装置の表示
制御方法であって、
　前記撮像素子からの出力を用いて第１の画像を生成するステップと、
　フォーカス制御を行うステップと、
　前記第１の画像のうち特定被写体を含む部分領域を拡大して第２の画像を生成するステ
ップと、
　前記フォーカス制御によって前記特定被写体に対する合焦状態が得られたときに、前記
表示手段に前記第１の画像とともに前記第２の画像を表示させるステップとを有すること
を特徴とする撮像装置の表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像素子を用いて得られた画像から被写体を検出する機能と、該画像のうち
被写体を含む領域を拡大して表示する機能とを有する撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の撮像装置を使用するユーザは、撮像装置の背面に設けられたディス
プレイに表示された画像を見ながら、構図やピント状態を確認することが多い。また、こ
のような撮像装置では、レリーズボタンの操作に応じてディスプレイに表示されているフ
ォーカス枠の表示色を変えることにより、合焦状態か否かをユーザに通知する機能を有す
るものもある。
【０００３】
　ただし、フォーカス枠の表示色を変えて合焦状態か否かをユーザに通知する方法では、
屋外でディスプレイの画面が見にくいような場合に、フォーカス枠の表示色を見分けられ
ないことが多い。
【０００４】
　さらに、最近では、撮像装置の小型化に伴ってその背面に設けられるディスプレイのサ
イズも制限されている。このため、ディスプレイに表示された小さな画像のみによって該
画像中の特定の被写体に対するピント状態を詳細に確認することが難しくなっている。
【０００５】
　このため、特許文献１，２には、ディスプレイに表示されている画像の一部を拡大して
表示することで、特定被写体に対するピント状態の確認を容易にした撮像装置が開示され
ている。
【特許文献１】特開２００３－２０７７１３号公報
【特許文献２】特開２００５－６２４６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された撮像装置では、ユーザによるピント確認の指示
操作に応じて拡大表示を行うため、ユーザがピント状態を確認したい場合にはピント確認
用のスイッチを操作しなければならない。
【０００７】



(3) JP 5173453 B2 2013.4.3

10

20

30

40

50

　また、特許文献２に開示された撮像装置では、レリーズボタンの操作によって被写体の
顔を拡大表示するので、被写体が人物でない場合はピント状態を確認しにくい。
【０００８】
　そこで、本発明は、ユーザが合焦状態か否かを判別しやすく、しかも合焦判定がなされ
た状態での実際のピント状態を簡単に確認することができる撮像装置及び該撮像装置の表
示制御方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面としての撮像装置は、被写体像を光電変換する撮像素子と、撮像素子か
らの出力を用いて第１の画像を生成する画像生成手段と、撮像光学系のフォーカス制御を
行うフォーカス制御手段と、画像を表示する表示手段と、第１の画像のうち特定被写体を
含む部分領域を拡大して第２の画像を生成する拡大処理手段と、フォーカス制御によって
特定被写体に対する合焦状態が得られたときに、表示手段に第１の画像とともに第２の画
像を表示させる表示制御手段とを有することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の他の一側面としての撮像装置の表示制御方法は、撮像素子からの出力を
用いて第１の画像を生成するステップと、フォーカス制御を行うステップと、第１の画像
のうち特定被写体を含む部分領域を拡大して第２の画像を生成するステップと、フォーカ
ス制御によって特定被写体に対する合焦状態が得られたときに、表示手段に第１の画像と
ともに第２の画像を表示させるステップとを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、フォーカス制御によって特定被写体に対する合焦状態が得られたこと
に応じて、該特定被写体を含む部分領域が拡大表示される。このため、フォーカス枠の表
示色を変えて合焦状態を通知する従来の撮像装置に比べて合焦状態が得られたか否かをユ
ーザが判別しやすい。しかも、合焦状態が得られたことに応じて自動的に拡大表示が行わ
れるので、ピント確認用スイッチの操作が必要である従来の撮像装置に比べて、簡単にフ
ォーカス制御により得られた合焦状態での実際の（詳細な）ピント状態を確認することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の好ましい実施例について図面を参照しながら説明する。
【００１３】
　図１には、それぞれ本発明の実施例である撮像装置としてのデジタルカメラの構成を示
す。
【００１４】
　図１において、１００はデジタルカメラ（以下、カメラという）である。カメラ１００
において、１０は撮像光学系としての撮像レンズ、１２は絞り機能を備えたシャッタであ
る。１４は光学像（被写体像）を光電変換して電気信号を出力するＣＣＤセンサやＣＭＯ
Ｓセンサ等の撮像素子である。１６は撮像素子１４からのアナログ信号出力をデジタル信
号に変換するＡ／Ｄ変換器である。
【００１５】
 １８はタイミング発生部であり、撮像素子１４、 Ａ／Ｄ変換器１６及びＤ／Ａ変換器２
６にクロック信号を供給する。該タイミング発生部１８は、メモリ制御部２２及び後述す
るシステム制御部５０により制御される。
【００１６】
 ２０は画像処理部（画像生成手段）であり、Ａ／Ｄ変換器１６又はメモリ制御部２２か
らのデジタル撮像信号に対して、画素補間処理、色変換処理、ＡＷＢ（オートホワイトバ
ランス）処理等の各種画像処理を行う。これにより、画像データが生成される。
【００１７】
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　また、画像処理部２０は、生成した画像データを用いて所定の演算処理を行う。システ
ム制御部５０は、その演算結果に基づいて、露光制御部４０、フォーカス制御部４２及び
フラッシュ４８を制御する。これにより、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（フラッシュ発光）処理が行われる
。また、画像処理部２０は、生成した画像データを用いて所定の演算処理を行い、その演
算結果に基づいて、ＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理を行う。
【００１８】
　メモリ制御部２２は、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生部１８、画像処理部２０、画
像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０及び圧縮・伸長部３２を制御する。
【００１９】
　画像処理部２０からの画像データ又はＡ／Ｄ変換器１６からのデジタル撮像信号は、メ
モリ制御部２２を介して画像表示メモリ２４又はメモリ３０に書き込まれる。
【００２０】
 ２８はＬＣＤ等により構成される画像表示部（表示手段）である。画像表示メモリ２４
に書き込まれた表示用画像データ（以下、ＥＶＦ画像という）は、Ｄ／Ａ変換器２６を介
して画像表示部２８に送られる。ＥＶＦ画像が画像表示部２８で表示されることにより、
電子ファインダ（ＥＶＦ）機能が実現される。
【００２１】
　なお、画像処理部２０で撮像素子１４からの出力に基づいて生成される画像データ及び
該画像データに対応する画像表示部２８に表示されるＥＶＦ画像が、第１の画像に相当す
る。
【００２２】
　メモリ３０は、生成された静止画像や動画像を格納する。また、メモリ３０は、システ
ム制御部５０の作業領域としても使用される。
【００２３】
 ３２は適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データを圧縮伸長する圧縮・伸
長部であり、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再びメモリ３０に書き込む。
【００２４】
　４０はシャッタ１２を制御する露光制御部であり、フラッシュ４８と連携したフラッシ
ュ調光機能も有する。
【００２５】
　４２はフォーカス制御部であり、システム制御部５０とともに撮像レンズ１０のオート
フォーカス制御（ＡＦ処理）を行う。ＡＦ処理の詳細については後述する。ＡＦ処理によ
り、合焦目標となる被写体に対する撮像レンズ１０の合焦状態が得られる。
【００２６】
　４４は撮像レンズ１０のズーミングを制御するズーム制御部である。
【００２７】
　４６はレンズバリア１０２の動作を制御するバリア制御部である。フラッシュ４８は、
被写体に対して照明光を照射し、ＡＦ補助光の投光機能や前述したフラッシュ調光機能も
有している。
【００２８】
　露光制御部４０及びフォーカス制御部４２はＴＴＬ方式を用いて制御されている。すな
わち、システム制御部５０は、画像処理部２０において生成された画像データを用いた演
算結果に基づいて、露光制御部４０及びフォーカス制御部４２を制御する。システム制御
部５０は、フォーカス制御部４２とともに、フォーカス制御手段を構成する。また、シス
テム制御部５０は、露光制御部４０及びフォーカス制御部４２のほか、カメラ１００全体
の動作を制御する。
【００２９】
　また、システム制御部５０は、画像処理部２０とともに顔検出手段（被写体検出手段）
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としても機能し、画像処理部２０で生成された画像データから被写体（人物）の顔の部分
を顔領域として検出する顔検出処理を行う。そして、画像データから顔領域を検出すると
、該顔領域の位置やサイズ、顔の確からしさ等の顔情報を生成する。
【００３０】
　さらに、システム制御部５０は、表示制御手段としても機能し、画像表示部２８でのＥ
ＶＦ画像の表示や、後述する拡大画像の表示を制御する。
【００３１】
　５２はシステム制御部５０の動作用の定数、変数、コンピュータプログラム等のデータ
を記憶するメモリである。
【００３２】
　５４は情報表示部であり、文字、画像、音声等を用いてカメラ１００の動作状態やメッ
セージ等を示す情報を出力する。情報表示部５４は、液晶表示素子やスピーカ等により構
成されている。情報表示部５４は、一部の情報を光学ファインダ１０４を介してファイン
ダ画面内に表示する。
【００３３】
　５６は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、ＥＥＰＲＯＭ等が用いられる
。
【００３４】
  ６０はモードダイアルであり、撮像モード（静止画撮像モードや動画撮像モード）、再
生モード等の各機能を切り替え設定するために操作される。
【００３５】
　６２は撮像準備スイッチ（ＳＷ１）であり、操作手段としてのシャッタボタン（図２参
照）の第１ストローク操作（半押し操作：第１の操作）によりＯＮとなり、測光結果に基
づくＡＥ処理や、ＡＦ処理等の撮像準備動作を開始させる。
【００３６】
 ６４は撮像記録スイッチ（ＳＷ２）であり、シャッタボタンの第２ストローク操作（全
押し操作：第２の操作）によりＯＮとなり、撮像記録動作を開始させる。ここにいう撮像
記録動作は、シャッタ１２の開閉動作、撮像素子１４からの撮像信号に基づいて画像処理
部２０にて画像データを生成する動作、画像データをメモリ制御部２２を介してメモリ３
０に書き込む動作を含む。また、メモリ３０から画像データを読み出して、圧縮・伸長部
３２で圧縮し、記録媒体２００又は２１０に記録する動作も含む。これら一連の撮像記録
動作は、記録用画像の取得動作ということもできる。
【００３７】
　６６は傾斜センサにより構成される姿勢検知部で、カメラ１００の姿勢（横位置や縦位
置）を検出する。
【００３８】
　７０は各種ボタンやタッチパネル等を含む操作部であり、カメラ１００の機能選択や各
種設定を行うためのメニュー画面を表示させたり、メニュー項目を決定したりするために
操作される。
【００３９】
 ８０は電源制御部であり、電池残量の検出を行う電池検出部、電池からの電源電圧を所
定の動作電圧に変換する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
部等を含む。
【００４０】
　８６は電池であり、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電
池等の二次電池が使用される。８２，８４は電池８６とカメラ１００との電気的接続を行
うためのコネクタである。
【００４１】
 ９０，９４はそれぞれ、記録媒体２００，２１０との通信を行うためのインタフェース
であり、９２，９６はそれぞれ、記録媒体２００，２１０に接続されるコネクタである。
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【００４２】
　９８はコネクタ９２，９６に記録媒体２００，２１０が装着されているか否かを検知す
る記録媒体着脱検知器である。
【００４３】
　１１０は通信部であり、ＲＳ２３２Ｃ、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、無線通信等の通信
機能を有する。
【００４４】
　１１２は通信部１１０を介してカメラ１００に他の機器を接続するコネクタであり、無
線通信を行う場合はアンテナが接続される。
記録媒体２００，２１０にはそれぞれ、カメラ１００との通信を行うためのインタフェー
ス２０４，２１４、及びカメラ１００とインタフェース２０４，２１４との電気的接続を
行うコネクタ２０６，２１６を有する。記録部２０２，２１２には、カメラ１００から出
力される圧縮画像データや音声データが書き込まれる。記録部２０２，２１２は、半導体
メモリや光ディスク等により構成される。
【００４５】
　図２には、上述した構成を有するカメラ１００の外観を背面側から見て示す。図２にお
いて、３００はカメラ１００の電源をＯＮ／ＯＦＦするための電源ボタンである。６０は
前述したモードダイアルであり、３０１は前述したシャッタボタンである。また、前述し
た画像表示部２８は、カメラ１００の背面に設けられている。
【００４６】
　３０２，３０３，３０４はそれぞれ、前述した操作部７０に含まれるセットボタン、メ
ニューボタン及び十字ボタンである。これらボタン３０２，３０３，３０４の操作によっ
て、カメラ１００の各種設定を変更したり、再生モードにおける静止画送りや動画再生の
開始、停止等を指示したりすることができる。
【００４７】
　次に、図３のフローチャートを用いて、カメラ１００の動作を説明する。電源ボタン３
００のＯＮ操作によりカメラ１００の電源が投入されると、システム制御部５０は、処理
を開始する。
【００４８】
　まず、ステップＳ１００では、システム制御部５０は、現在設定されているＡＦ枠モー
ドに応じて画像表示部２８に表示されているＥＶＦ画像（画像処理部２０で生成された画
像データ：第１の画像）から被写体を検出する。そして、検出した被写体の情報に基づい
てＡＦ処理やＡＥ処理等に使用するＡＦ枠を設定する。さらに、システム制御部５０は、
ＡＦ枠をＥＶＦ画像に重ねて表示するＡＦ枠設定処理を行う。
【００４９】
　ここで、ＡＦ枠モードは、メニューボタン３０３を操作することで画像表示部２８に表
示されるメニュー画面や、操作部７０に含まれる不図示のＡＦ枠モード設定ボタンを通じ
て、ユーザが任意に設定可能である。また、ＡＦ枠モードとしては、画面の中央に配置さ
れた１つの枠をＡＦ枠とする「中央モード」や、十字ボタン３０４の操作によってユーザ
が画面内の任意の位置に１つのＡＦ枠を移動可能な「アクティブモード」がある。また、
画面上に９つのＡＦ枠候補を設定して、被写体に応じて使用するＡＦ枠を自動的に切り替
える「ＡｉＡＦモード」や、被写体の顔を検出した場合に顔の位置にＡＦ枠を設定する「
顔優先モード」もある。
【００５０】
　図４のフローチャートを用いて、ステップＳ１００で行われるＡＦ枠設定処理について
より詳しく説明する。
【００５１】
　ＡＦ枠設定処理を開始すると、システム制御部５０は、ステップＳ２００にてＡＦ枠モ
ードが顔優先モードであるか否かを判定する。ＡＦ枠モードが顔優先モードであれば、シ
ステム制御部５０は、ステップＳ２０１にて、ＥＶＦ画像から被写体の顔を検出する顔検
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出処理を行う。顔検出処理では、システム制御部５０は、画像処理部２０からのＥＶＦ画
像から被写体の顔を検出し、検出した全ての顔について、顔の領域の位置やサイズ、顔の
確からしさ、顔の数等の顔情報を生成して、メモリ３０に記録する。
【００５２】
　次に、システム制御部５０は、ステップＳ２０２にて、検出した顔の中から主被写体と
する顔を選択して「主顔」とする主顔選択処理を行う。主顔選択処理では、システム制御
部５０は、メモリ３０に記録されている顔情報に基づいて、検出した顔の中から主被写体
とする顔を主顔として選択し、主顔の現在位置をメモリ３０に記録する。そして、システ
ム制御部５０は、ステップＳ２０３にて、図６の表示例に示すように、ステップＳ２０２
で選択した主顔の領域を示す顔枠４００を画像表示部２８に表示しているＥＶＦ画像４０
６に重ねて表示する顔枠表示処理を行う。顔枠４００は、顔優先モードでのＡＦ枠に相当
する。この後、ＡＦ枠設定処理を終了する。
【００５３】
　一方、ステップＳ２００においてＡＦ枠モードが顔優先モードではない場合は、システ
ム制御部５０は、ステップＳ２０４にてＡＦ枠モードが中央モードやアクティブモードの
ような一枠モードであるか否かを判定する。ＡＦ枠モードが一枠モードであれば、システ
ム制御部５０は、ステップＳ２０５にて、ＥＶＦ画像４０６の中央もしくはユーザが設定
した位置に、図７の表示例のようにＡＦ枠４０１を重ねて表示するＡＦ枠表示処理を行う
。そして、ＡＦ枠設定処理を終了する。
【００５４】
　また、ステップＳ２０４においてＡＦ枠モードが一枠モードではない場合、つまりＡＦ
枠モードがＡｉＡＦモードの場合は、システム制御部５０は、ステップＳ２０６にて、図
８の表示例に示すように、ＥＶＦ画像４０６上に複数のＡＦ枠４０２を設定する。ただし
、ＥＶＦ画像上に多くのＡＦ枠を重ねて表示するとＥＶＦ画像が見づらくなってしまうた
め、ＡＦ枠４０２は表示せずに（図８の点線は非表示状態のＡＦ枠４０２を示す）、ＡＦ
枠設定処理を終了する。
【００５５】
　このようなステップＳ１００でのＡＦ枠設定処理が終了すると、システム制御部５０は
、図３のステップＳ１０１にて、シャッタボタン３０１の第１ストローク操作によって撮
像準備スイッチＳＷ１がＯＮになっているか否かを判定する。撮像準備スイッチＳＷ１が
ＯＮであれば、システム制御部５０は、処理をステップＳ１０２へ進め、撮像準備スイッ
チＳＷ１がＯＦＦであれば、システム制御部５０は処理をステップＳ１００へ戻して、Ａ
Ｆ枠設定処理を繰り返す。
【００５６】
　ステップＳ１０２では、システム制御部５０は、ステップＳ１０２にて、露光制御部４
０と画像処理部２０を用いてＡＥ処理を行う。このとき、ステップＳ１００でＡＦ枠とし
て顔枠が設定された場合は、顔枠内の画像領域の輝度が適正になるように絞り値とシャッ
タスピードを決定する。ステップＳ１００でＡＦ枠として顔枠が設定されなかった場合は
、画像全体の輝度が適正になるように絞り値とシャッタスピードを決定する。
【００５７】
　ＡＥ処理が終了すると、システム制御部５０は、ステップＳ１０３にてＡＦ処理を行う
。ＡＦ処理では、システム制御部５０は、フォーカス制御部４２を通じて撮像レンズ１０
に含まれる不図示のフォーカスレンズを一定量ずつ駆動しながら順次、画像処理部２０で
生成された画像データを取得する。そして、取得した画像データのうちステップＳ１００
で設定したＡＦ枠内のデータに対してバンドパスフィルタ処理を行って、ＡＦ信号（ＡＦ
評価値信号ともいう）を生成し、生成したＡＦ信号が最も大きくなるフォーカスレンズ位
置（ピーク位置）を算出する。
【００５８】
　システム制御部５０は、こうして算出されたピーク位置を合焦位置と決定し、フォーカ
ス制御部４２を介してフォーカスレンズをその合焦位置に移動させる。また、ピーク位置
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を算出することができなかった場合は、フォーカスレンズを所定位置に移動させる。これ
により、ＡＦ処理が終了する。
 
【００５９】
　ＡＦ処理が終了すると、システム制御部５０は、ステップＳ１０４にてＡＦ処理の結果
、合焦状態が得られたか否かを画像表示部２８に表示する合焦表示処理を行う。
【００６０】
　ここで、図５のフローチャートを用いて合焦表示処理（表示制御方法）について説明す
る。合焦表示処理を開始すると、システム制御部５０は、ステップＳ３００にて、ステッ
プＳ１０３でのＡＦ処理の結果、合焦状態が得られたか否か（非合焦状態であるか）を判
定する。
【００６１】
　合焦状態が得られたとき（合焦判定がなされたとき）は、システム制御部５０は、ステ
ップＳ３０２にて、ＡＦ枠モードが顔優先モードであるか否かを判定する。ＡＦ枠モード
が顔優先モードであれば、拡大処理手段としてのシステム制御部５０は、ステップＳ３０
３にて、顔枠拡大表示処理を行う。
【００６２】
　顔枠拡大表示処理では、システム制御部５０は、図６に示す顔枠４００を含む所定の領
域、すなわちＥＶＦ画像のうち顔検出処理で検出された特定被写体としての顔（合焦状態
が得られた顔）を含む部分領域を拡大して顔拡大画像（第２の画像）を生成する。ここに
いう所定の領域（部分領域）は、顔枠４００と一致する領域であってもよいし、顔枠４０
０に対して若干大きい又は小さい領域であってもよい。このことは、後述するＡＦ枠を含
む所定の領域についても同様である。そして、図９の表示例に示すように、顔拡大画像を
画像表示部２８に表示しているＥＶＦ画像４０６に重ねて表示する。以上により、合焦表
示処理を終了する。
【００６３】
　一方、ステップＳ３０２でＡＦ枠モードが顔優先モードでない場合は、システム制御部
５０は、ステップＳ３０４にて、ＡＦ枠モードが前述した一枠モードであるか否かを判定
する。ＡＦ枠モードが一枠モードであれば、システム制御部５０は、ステップＳ３０５に
て、ＡＦ枠拡大表示処理を行う。
【００６４】
　ＡＦ枠拡大表示処理では、拡大処理手段としてのシステム制御部５０は、図７に示した
ＡＦ枠４０１を含む所定の領域、すなわちＥＶＦ画像のうち合焦状態が得られた特定被写
体を含む部分領域を拡大して被写体拡大画像（第２の画像）を生成する。そして、図１０
の表示例に示すように、被写体拡大画像を画像表示部２８に表示しているＥＶＦ画像４０
６に重ねて表示する。以上により、合焦表示処理を終了する。
【００６５】
　ステップＳ３０４でＡＦ枠モードが一枠モードではない場合、つまりＡＦ枠モードがＡ
ｉＡＦモードである場合は、システム制御部５０は、処理をステップＳ３０６に進める。
ステップＳ３０６では、システム制御部５０は、ステップＳ１０３でのＡＦ処理の結果か
ら、図８に示した９つあるＡＦ枠候補のうち合焦状態が得られたＡＦ枠を合焦枠として選
択する。
【００６６】
　次に、ステップＳ３０７にて、システム制御部５０は、ＡＦ枠拡大表示処理を行う。こ
こでのＡＦ枠拡大表示処理では、合焦枠を含む所定の領域、すなわちＥＶＦ画像のうち合
焦状態が得られた特定被写体を含む部分領域を拡大して、被写体拡大画像（第２の画像）
を生成する。そして、図１０の表示例に示すように、被写体拡大画像を画像表示部２８に
表示しているＥＶＦ画像４０６に重ねて表示する。以上により、合焦表示処理を終了する
。
【００６７】
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　以上説明した合焦表示処理により、ＡＦ結果が合焦状態である場合には、合焦状態にあ
るＡＦ枠を含む所定の領域（ＥＶＦ画像のうち合焦状態が得られた特定被写体を含む部分
領域）が拡大して表示される。これにより、ユーザに分かり易いかたちで合焦状態を知ら
せることができる。しかも、ＡＦ処理によって合焦状態が得られたことに応じて自動的に
拡大表示が行われる。このため、ユーザによる煩わしい操作を必要とすることなく、ＡＦ
処理によって合焦状態が得られた特定被写体に対する実際のピント状態（合焦又は若干の
ピントずれ）をユーザが確認し易くすることができる。
【００６８】
　合焦表示処理が終了すると、システム制御部５０は、ステップＳ１０５，Ｓ１０６にて
、撮像記録スイッチＳＷ２及び撮像準備スイッチＳＷ１の状態を判定する。
【００６９】
　ここで、シャッタボタン３０１の第１ストローク操作が保持されている間（スイッチＳ
Ｗ２がＯＦＦでスイッチＳＷ１がＯＮの状態が継続している間）は、ＥＶＦ画像上に顔拡
大画像又は被写体拡大画像を重ねて表示し続ける。これにより、ＡＦ処理によって合焦状
態が得られた特定被写体に対する実際のピント状態をユーザがより確認し易くなる。また
、顔優先モードが選択されている場合は、被写体の顔が拡大して表示され続けるので、ユ
ーザは顔の表情を確認しながら撮像タイミングを任意に選択することができる。
【００７０】
　ステップＳ１０５で、シャッタボタン３０１の第２ストローク操作によって撮像記録ス
イッチＳＷ２がＯＮになったときは、処理をステップＳ１０８に進める。また、ステップ
Ｓ１０６にて、シャッタボタン３０１の第１ストローク操作が解除され、撮像準備スイッ
チＳＷ１がＯＦＦになったときは、処理をステップＳ１０７に進める。ステップＳ１０７
では、システム制御部５０は、合焦表示を解除して、処理をＳ１００に戻す。これにより
、ＥＶＦ画像上での拡大表示は解除される。
【００７１】
　ステップＳ１０８では、システム制御部５０は、ステップＳ１０２でのＡＥ処理で決定
された絞り値及びシャッタスピードを用いて、ステップＳ１０３でのＡＦ処理で得られた
合焦状態にて撮像素子１４を露光し、画像処理部２０に記録用画像を生成させる。
【００７２】
　具体的には、システム制御部５０は、露光制御部４０を介してシャッタ１２を駆動し、
露光を行う。露光完了後、撮像素子１４から出力されたアナログ信号はＡ／Ｄ変換部１６
でデジタル信号に変換され、該デジタル信号から画像処理部２０にて画像データが生成さ
れる。画像データはメモリ制御部２２を介してメモリ３０に書き込まれる。さらに、メモ
リ制御部２２を介してメモリ３０に書き込まれた画像データが読み出され、画像処理部２
０にてホワイトバランス処理等の各種画像処理が行われた後、圧縮・伸張部３２で圧縮処
理が行われる。これらの処理が行われた画像データが、メモリ３０に最終的な記録用画像
として書き込まれる。
【００７３】
　次に、システム制御部５０は、ステップＳ１０９にて、ステップＳ１０８でメモリ３０
に書き込まれた画像データを画像表示部２８に所定のレビュー表示時間の間表示する処理
（レビュー表示処理）を開始する。
【００７４】
　続いてシステム制御部５０は、ステップＳ１１０にて、ステップＳ１０８でメモリ３０
に書き込まれた画像データを記録媒体２００又は２１０に書き込む画像記録処理を行う。
【００７５】
　次に、システム制御部５０は、ステップＳ１１１にて、撮像記録スイッチＳＷ２がＯＮ
であるか否かを判定する。撮像記録スイッチＳＷ２がＯＮであれば、システム制御部５０
は該判定を繰り返す。また、撮像記録スイッチＳＷ２がＯＦＦであれば、システム制御部
５０は、処理をステップＳ１１２へ進め、レビュー表示時間が経過したか否かを判定する
。
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【００７６】
　レビュー表示時間が経過した場合は、システム制御部５０は、処理をステップＳ１１３
に進めて、ＥＶＦ画像の画像表示部２８への表示を再開する。なお、ＥＶＦ画像の表示再
開時には、ＥＶＦ画像上での拡大表示は継続されている。一方、レビュー表示時間が経過
していない場合は、システム制御部５０は、該判定を繰り返す。以上により、シャッタボ
タン３０１の第２ストローク操作が行われている間は、レビュー表示が継続される。
【００７７】
　ステップＳ１１３でＥＶＦ画像の表示を再開した後、システム制御部５０は、ステップ
Ｓ１１４にて撮像準備スイッチＳＷ１がＯＦＦであるか否かを判定する。撮像準備スイッ
チＳＷ１がＯＮであれば、システム制御部５０は、処理をステップＳ１０５に戻す。一方
、撮像準備スイッチＳＷ１がＯＦＦであれば、システム制御部５０は処理をステップＳ１
０７に進めて拡大表示（合焦表示）を解除した後、処理をＳ１００に戻す。
【００７８】
　本実施例によれば、フォーカス制御により合焦状態が得られるまでは拡大画像を表示さ
せずにＥＶＦ画像を表示する。そして、合焦状態が得られたことに応じて、ＥＶＦ画像の
うち合焦状態が得られた特定被写体を含む部分領域の拡大画像を、ＥＶＦ画像とともに表
示する。すなわち、ＡＦ処理によって特定被写体に対する合焦状態が得られると、ＥＶＦ
画像中の該特定被写体を含む部分領域が自動的に拡大表示される。このため、ユーザが合
焦状態が得られたか否かを容易に判別することができるとともに、その特定被写体に対す
る実際のピントの状態を容易に確認することができる。なお、拡大画像をＥＶＦ画像とと
もに表示することで、拡大画像のみを表示する場合に比べて、ＥＶＦ画像のうちどの部分
領域が拡大表示されているかを認識し易い。すなわち、ＥＶＦ画像によって認識される撮
像範囲の構図が分からなくなることを回避できる。
【００７９】
　なお、本実施例では、拡大画像の表示方法として、図９及び図１０に示すようにＥＶＦ
画像に重ねて拡大画像を表示する場合について説明した。しかし、図１１に示すように、
ＥＶＦ画像４０６とは別のウィンドウ画像として拡大画像４０５を表示してもよい。この
場合、ＥＶＦ画像４０６上において合焦状態にある顔枠４０３の表示色を変更したり顔枠
４０３を点滅させたりしてもよい。
【００８０】
　また、上記実施例では、拡大画像を１つのみ表示する場合について説明したが、複数の
拡大画像を表示してもよい。
【００８１】
　さらに、上記実施例では、レンズ一体型の撮像装置について説明したが、本発明は、レ
ンズ交換型の一眼レフデジタルカメラ等の撮像装置にも適用することができる。
【００８２】
　以上説明した実施例は代表的な例にすぎず、本発明の実施に際しては、該実施例に対し
て種々の変形や変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の実施例であるデジタルカメラの構成を示すブロック図。
【図２】実施例のカメラの外観図。
【図３】実施例のカメラの動作を示すフローチャート。
【図４】実施例のカメラのＡＦ枠設定処理を示すフローチャート。
【図５】実施例のカメラの合焦表示処理を示すフローチャート。
【図６】実施例のカメラにおいてＥＶＦ画像上に表示された顔枠の例を示す図。
【図７】実施例のカメラにおいてＥＶＦ画像上に表示されたＡＦ枠の例を示す図。
【図８】実施例のカメラにおいてＥＶＦ画像上に設定されたＡＦ枠の例を示す図。
【図９】実施例のカメラにおいてＥＶＦ画像に顔拡大画像を重ねて表示する例を示す図。
【図１０】実施例のカメラにおいてＥＶＦ画像に被写体拡大画像を重ねて表示する例を示
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す図。
【図１１】実施例のカメラにおいてＥＶＦ画像とは別ウィンドウに被写体拡大画像を表示
する例を示す図。
【符号の説明】
【００８４】
　１０　撮像レンズ
　１２　シャッタ
　１４　撮像素子
　２０　画像処理部
　２８　画像表示部
　４２　フォーカス制御部
　５０　システム制御部
　６２　撮像準備スイッチＳＷ１
　６４　撮像記録スイッチＳＷ２
　１００　デジタルカメラ
　３０１　シャッタボタン
　４００、４０３　顔枠
　４０１、４０２　ＡＦ枠

【図５】 【図７】

【図９】
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【図８】

【図１０】
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