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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学系からの光を受光して、被写体の第１の画像を撮像する撮像手段と、
　前記第１の画像から、前記第１の画像とサイズの異なる画像であって、注目度の高い前
記被写体を含む第２の画像を抽出する抽出手段と、
　前記第１の画像に、前記被写体の位置が一致するように、前記抽出手段によって抽出さ
れた前記第２の画像を合成する合成手段と、
　前記第１の画像全体を表示可能な表示領域における前記第２の画像と同一サイズの所定
領域に、対応する部分の前記第１の画像を表示するとともに、前記第１の画像と合成され
た前記第２の画像を表示する表示手段と
　を備える撮像装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記表示領域において、前記第２の画像を強調して表示する
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記表示領域は、撮像モードが、アスペクト比が４：３である画像を撮像する標準モー
ドであるときに、前記第１の画像全体が表示される領域であり、
　前記表示領域における前記所定領域は、撮像モードが、アスペクト比が１６：９である
画像を撮像するパノラマモードであるときに、前記第１の画像の一部が表示される領域で
ある
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　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記所定領域の前記第１の画像を切出す切出し手段と、
　前記切出し手段によって切出された前記第１の画像、および、前記抽出手段によって抽
出された前記第２の画像を記録する記録手段とをさらに備える
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記合成手段は、前記切出し手段によって切出された前記第１の画像と、前記抽出手段
によって抽出された前記第２の画像とを合成し、
　前記記録手段は、前記合成手段によって合成された前記第１の画像および前記第２の画
像を記録する
　請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　光学系からの光を受光して、被写体の第１の画像を撮像する撮像ステップと、
　前記第１の画像から、前記第１の画像とサイズの異なる画像であって、注目度の高い前
記被写体を含む第２の画像を抽出する抽出ステップと、
　前記第１の画像に、前記被写体の位置が一致するように、前記抽出ステップによって抽
出された前記第２の画像を合成する合成ステップと、
　前記第１の画像全体を表示可能な表示領域における前記第２の画像と同一サイズの所定
領域に、対応する部分の前記第１の画像を表示するとともに、前記第１の画像と合成され
た前記第２の画像を表示する表示ステップと
　を含む撮像方法。
【請求項７】
　光学系からの光を受光して、被写体の第１の画像を撮像する撮像ステップと、
　前記第１の画像から、前記第１の画像とサイズの異なる画像であって、注目度の高い前
記被写体を含む第２の画像を抽出する抽出ステップと、
　前記第１の画像に、前記被写体の位置が一致するように、前記抽出ステップによって抽
出された前記第２の画像を合成する合成ステップと、
　前記第１の画像全体を表示可能な表示領域における前記第２の画像と同一サイズの所定
領域に、対応する部分の前記第１の画像を表示するとともに、前記第１の画像と合成され
た前記第２の画像を表示する表示ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、より簡単に構図を確
認することができるようにする撮像装置および方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の撮像装置において、２つの撮像系を備えるものがある。
【０００３】
　例えば、使用者の前方を撮像する前方カメラと、後方を撮像する後方カメラとを備える
撮像装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　しかしながら、上述した撮像装置では、ユーザは、２つの撮像系で同時に１つの被写体
を撮像することはできない。
【０００５】
　また、一般的なデジタルカメラにおいては、１つの撮像系において、標準モードと広角
モードとを切り替えることができるが、ユーザは、それぞれのモードでの構図を同時に確
認することはできない。
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【０００６】
　さらに、２つの撮像系に対して、それぞれの撮像系で撮像された画像をそれぞれ表示す
る２つの表示部を備えるカメラも提案されているが、表示部が２つあるので、ユーザは、
それぞれの画像に対してその構図を確認しなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－６０７２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のように、撮像の範囲の異なる２つの画像に対して、簡単に構図を確認することは
容易ではなかった。
【０００９】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、より簡単に構図を確認するこ
とができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面の撮像装置は、光学系からの光を受光して、被写体の第１の画像を撮像
する撮像手段と、前記第１の画像から、前記第１の画像とサイズの異なる画像であって、
注目度の高い前記被写体を含む第２の画像を抽出する抽出手段と、前記第１の画像に、前
記被写体の位置が一致するように、前記抽出手段によって抽出された前記第２の画像を合
成する合成手段と、前記第１の画像全体を表示可能な表示領域における前記第２の画像と
同一サイズの所定領域に、対応する部分の前記第１の画像を表示するとともに、前記第１
の画像と合成された前記第２の画像を表示する表示手段とを備える。
【００１２】
　前記表示手段には、前記表示領域において、前記第２の画像を強調して表示させること
ができる。
【００１３】
　前記表示領域は、撮像モードが、アスペクト比が４：３である画像を撮像する標準モー
ドであるときに、前記第１の画像全体が表示される領域であり、前記表示領域における前
記所定領域は、撮像モードが、アスペクト比が１６：９である画像を撮像するパノラマモ
ードであるときに、前記第１の画像の一部が表示される領域であるようにすることができ
る。
【００１４】
　前記撮像装置には、前記所定領域の前記第１の画像を切出す切出し手段と、前記切出し
手段によって切出された前記第１の画像、および、前記抽出手段によって抽出された前記
第２の画像を記録する記録手段とをさらに設けることができる。
【００１５】
　前記合成手段には、前記切出し手段によって切出された前記第１の画像と、前記抽出手
段によって抽出された前記第２の画像とを合成させ、前記記録手段には、前記合成手段に
よって合成された前記第１の画像および前記第２の画像を記録させることができる。
【００２６】
　本発明の一側面の撮像方法は、光学系からの光を受光して、被写体の第１の画像を撮像
する撮像ステップと、前記第１の画像から、前記第１の画像とサイズの異なる画像であっ
て、注目度の高い前記被写体を含む第２の画像を抽出する抽出ステップと、前記第１の画
像に、前記被写体の位置が一致するように、前記抽出ステップによって抽出された前記第
２の画像を合成する合成ステップと、前記第１の画像全体を表示可能な表示領域における
前記第２の画像と同一サイズの所定領域に、対応する部分の前記第１の画像を表示すると
ともに、前記第１の画像と合成された前記第２の画像を表示する表示ステップとを含む。
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【００２７】
　本発明の一側面のプログラムは、光学系からの光を受光して、被写体の第１の画像を撮
像する撮像ステップと、前記第１の画像から、前記第１の画像とサイズの異なる画像であ
って、注目度の高い前記被写体を含む第２の画像を抽出する抽出ステップと、前記第１の
画像に、前記被写体の位置が一致するように、前記抽出ステップによって抽出された前記
第２の画像を合成する合成ステップと、前記第１の画像全体を表示可能な表示領域におけ
る前記第２の画像と同一サイズの所定領域に、対応する部分の前記第１の画像を表示する
とともに、前記第１の画像と合成された前記第２の画像を表示する表示ステップとを含む
処理をコンピュータに実行させる。
【００２８】
　本発明の一側面においては、光学系からの光を受光して、被写体の第１の画像が撮像さ
れ、第１の画像から、第１の画像とサイズの異なる画像であって、注目度の高い被写体を
含む第２の画像が抽出され、第１の画像に、被写体の位置が一致するように、抽出された
第２の画像が合成され、第１の画像全体を表示可能な表示領域における第２の画像と同一
サイズの所定領域に、対応する部分の第１の画像が表示されるとともに、第１の画像と合
成された第２の画像が表示される。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の一側面によれば、より簡単に構図を確認することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明を適用した撮像装置の一実施の形態としてのデジタルカメラの外観の例を
示す図である。
【図２】デジタルカメラが撮像する撮像画像の表示例を示す図である。
【図３】デジタルカメラの機能構成例を示すブロック図である。
【図４】画像処理部の構成例を示すブロック図である。
【図５】画像処理部の構成例を示すブロック図である。
【図６】画像処理部の構成例を示すブロック図である。
【図７】画像処理部の構成例を示すブロック図である。
【図８】画像処理部の構成例を示すブロック図である。
【図９】画像処理部の構成例を示すブロック図である。
【図１０】図３のデジタルカメラの画像表示処理について説明するフローチャートである
。
【図１１】歪補正部の歪補正処理について説明する図である。
【図１２】歪補正部の歪補正処理について説明する図である。
【図１３】光軸補正部の光軸補正処理について説明する図である。
【図１４】合成部の合成処理におけるメイン画像とサブ画像の、画像の大きさの調整につ
いて説明する図である。
【図１５】デジタルカメラの他の構成例を示すブロック図である。
【図１６】物体検出部の構成例を示すブロック図である。
【図１７】物体検出部の構成例を示すブロック図である。
【図１８】画像処理部の構成例を示すブロック図である。
【図１９】図１５のデジタルカメラの画像表示処理について説明するフローチャートであ
る。
【図２０】物体検出処理の例を説明するフローチャートである。
【図２１】物体検出処理の他の例を説明するフローチャートである。
【図２２】検出物体画像を強調表示させた合成画像の例を示す図である。
【図２３】デジタルカメラのさらに他の構成例を示すブロック図である。
【図２４】図２３のデジタルカメラの画像表示処理について説明するフローチャートであ
る。
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【図２５】推奨構図の例を示す図である。
【図２６】推奨構図を表示させた合成画像の例を示す図である。
【図２７】撮像素子のアスペクト比について説明する図である。
【図２８】デジタルカメラのさらに他の構成例を示すブロック図である。
【図２９】図２８のデジタルカメラの画像表示処理について説明するフローチャートであ
る。
【図３０】切出し画像について説明する図である。
【図３１】抽出画像について説明する図である。
【図３２】表示部に表示される合成画像の例について説明する図である。
【図３３】図２８のデジタルカメラの画像記録処理について説明するフローチャートであ
る。
【図３４】記録部に記録される合成画像の例について説明する図である。
【図３５】コンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。なお、説明は以下の順序で
行う。
　１．第１の実施の形態
　２．第２の実施の形態
　３．第３の実施の形態
　４．第４の実施の形態
【００３２】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［撮像装置の外観と撮像画像］
　図１は、本発明を適用した撮像装置の一実施の形態としてのデジタルカメラの外観の例
を示している。
【００３３】
　図１のデジタルカメラ１１は、メインレンズ３１およびサブレンズ３２の２つの光学系
を備えている。メインレンズ３１は、いわゆる標準レンズである。サブレンズ３２は、広
角レンズ（例えば、魚眼レンズ等）であり、その画角は、メインレンズ３１と比較して十
分広い。
【００３４】
　図２は、デジタルカメラ１１が撮像する撮像画像の表示例を示している。
【００３５】
　図２に示されるように、デジタルカメラ１１は、サブレンズ３２を介して撮像した画像
（サブ画像）に対して、歪補正等の補正処理を行い、所定の画像処理（画像をぼかす、輝
度や彩度を下げる等）を施す。また、デジタルカメラ１１は、メインレンズ３１を介して
撮像した画像（メイン画像）に対して、所定の画像処理（輝度や彩度を上げる等）を施す
。そして、デジタルカメラ１１は、メイン画像およびサブ画像の位置および画角を調整し
、メイン画像とサブ画像とを合成した画像（合成画像）を、デジタルカメラ１１の背面に
設けられた、図示せぬ表示部に、例えば、図２に示されるように表示する。ユーザは、こ
の図示せぬ表示部の表示内容を確認することで、撮像しようとする画角を認識することが
できる。
【００３６】
　図２に示される合成画像は、所定の補正と画像処理が施されたサブ画像（広角画像）と
、メイン画像（標準画像）とが、それぞれの画像における被写体の位置が一致するように
合成されている。
【００３７】
　［デジタルカメラの機能構成例］
　次に、図３のブロック図を参照して、デジタルカメラ１１の機能構成例について説明す
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る。
【００３８】
　図３のデジタルカメラ１１は、メインレンズ３１、サブレンズ３２、撮像部５１、歪補
正部５２、光軸補正部５３、画像処理部５４、撮像部５５、画像処理部５６、合成部５７
、および表示部５８から構成される。
【００３９】
　メインレンズ３１およびサブレンズ３２は、図１を参照して説明したものと同一である
ので、その説明は省略する。
【００４０】
　撮像部５１は、撮像素子やA/D(Analog/Digital)変換部を含むように構成される。撮像
部５１は、サブレンズ３２からの光を受光して光電変換することにより被写体を撮像し、
得られたアナログの画像信号をA/D変換する。撮像部５１は、A/D変換の結果得られたデジ
タルの画像データ（広角画像）を歪補正部５２に供給する。
【００４１】
　歪補正部５２は、撮像部５１からの広角画像（サブ画像）におけるサブレンズ３２の歪
を補正し、補正したサブ画像を光軸補正部５３に供給する。
【００４２】
　光軸補正部５３は、サブレンズ３２の光軸をメインレンズ３１の光軸に合わせて、歪補
正部５２からのサブ画像において、サブ画像に合成されるメイン画像の位置を決定し、そ
の位置を示す位置情報とともに、サブ画像を画像処理部５４に供給する。
【００４３】
　画像処理部５４は、光軸補正部５３からのサブ画像に対して、メイン画像より画質を下
げるように所定の画像処理（ピクチャ、明るさ、色の濃さ、色合い、シャープネス等の調
整）を施し、位置情報とともに、合成部５７に供給する。
【００４４】
　ここで、図４乃至図６のブロック図を参照して、３種類の画像処理部５４の構成例につ
いて説明する。
【００４５】
　図４は、第１の構成例であり、サブ画像にぼかし処理を施す画像処理部５４の構成例を
示している。
【００４６】
　図４の画像処理部５４は、RGB/YUV変換部６１，LPF（Low Pass Filter）６２、およびY
UV/RGB変換部６３から構成される。
【００４７】
　RGB/YUV変換部６１は、光軸補正部５３から供給されたサブ画像としてのRGB信号を、以
下の式（１）に基づいてYUV信号に変換する。
【００４８】
【数１】

【００４９】
　RGB/YUV変換部６１は、変換したYUV信号のうちのＹ信号（輝度信号）をLPF６２に供給
するとともに、Ｕ，Ｖ信号（色差信号）をYUV/RGB変換部６３に供給する。
【００５０】
　LPF６２は、RGB/YUV変換部６１から供給されたＹ信号を平滑化処理することにより、高
周波成分を除去し、YUV/RGB変換部６３に供給する。
【００５１】



(7) JP 5413002 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

　YUV/RGB変換部６３は、LPF６２からのＹ信号（Y'）、および、RGB/YUV変換部６１から
のＵ，Ｖ信号を、以下の式（２）に基づいてRGB信号に変換する。
【００５２】
【数２】

【００５３】
　YUV/RGB変換部６３は、変換したRGB信号（R’，G’，B’）をサブ画像として合成部５
７に供給する。
【００５４】
　以上の構成により、画像処理部５４は、サブ画像にぼかし処理を施すことができる。
【００５５】
　図５は、第２の構成例であり、サブ画像の彩度を下げる画像処理部５４の構成例を示し
ている。
【００５６】
　図５の画像処理部５４は、RGB/HSV変換部７１，彩度調整部（Ｓ調整部）７２、およびH
SV/RGB変換部７３から構成される。
【００５７】
　RGB/HSV変換部７１は、光軸補正部５３から供給されたサブ画像としてのRGB信号を、以
下の式（３）に基づいてHSV信号に変換する。
【００５８】
【数３】

【００５９】
　式（３）において、MAXは、R，G，Bのうちの最大値を、MINは、R，G，Bのうちの最小値
をそれぞれ示している。RGB/HSV変換部７１は、変換したHSV信号のうちのＳ信号（彩度信
号）をＳ調整部７２に供給するとともに、Ｈ信号（色相信号）およびＶ信号（明度信号）
をHSV/RGB変換部７３に供給する。
【００６０】
　Ｓ調整部７２は、RGB/HSV変換部７１から供給されたＳ信号に、所定の係数α（０＜α
＜１）を乗じて、HSV/RGB変換部７３に供給する。
【００６１】
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　HSV/RGB変換部７３は、Ｓ調整部７２からのＳ信号（S'=αS）、および、RGB/HSV変換部
７１からのＨ，Ｖ信号をRGB信号に変換する。
【００６２】
　すなわち、Hi=[H/60] mod 6（［x］：ｘ以下の最大の整数、A mod B：A/Bの剰余），f=
(H/60)-Hi，p=V(1-S)，q=V(1-fS)，t=V(1-(1-f)S)としたときに、HSV信号は、以下の式（
４）に基づいて、RGB信号に変換される。
【００６３】
【数４】

【００６４】
　HSV/RGB変換部７３は、変換したRGB信号（R’，G’，B’）をサブ画像として合成部５
７に供給する。
【００６５】
　以上の構成により、画像処理部５４は、サブ画像の彩度を下げることができる。
【００６６】
　図６は、第３の構成例であり、サブ画像の明度を下げる画像処理部５４の構成例を示し
ている。
【００６７】
　図６の画像処理部５４は、RGB/HSV変換部８１，明度調整部（Ｖ調整部）８２、およびH
SV/RGB変換部８３から構成される。
【００６８】
　RGB/HSV変換部８１は、光軸補正部５３から供給されたサブ画像としてのRGB信号を、上
述した式（３）に基づいてHSV信号に変換し、変換したHSV信号のうちのＶ信号をＶ調整部
８２に供給するとともに、Ｈ信号およびＳ信号をHSV/RGB変換部８３に供給する。
【００６９】
　Ｖ調整部８２は、RGB/HSV変換部８１から供給されたＶ信号に、所定の係数β（０＜β
＜１）を乗じて、HSV/RGB変換部８３に供給する。
【００７０】
　HSV/RGB変換部８３は、Ｖ調整部８２からのＶ信号（V'=βV）、および、RGB/HSV変換部
８１からのＨ，Ｓ信号を上述した式（４）に基づいてRGB信号に変換し、変換したRGB信号
（R’，G’，B’）をサブ画像として合成部５７に供給する。
【００７１】
　以上の構成により、画像処理部５４は、サブ画像の明度を下げることができる。
【００７２】
　このようにして、図４乃至図６を参照して説明してきた３種類の画像処理部５４は、い
ずれにおいても、サブ画像の画質をメイン画像の画質より下げることができる。
【００７３】
　図３の説明に戻り、撮像部５５は、撮像素子やA/D変換部を含むように構成される。撮
像部５５は、メインレンズ３１からの光を受光して光電変換することにより被写体を撮像
し、得られたアナログの画像信号をA/D変換する。撮像部５５は、A/D変換の結果得られた
デジタルの画像データ（標準画像）を画像処理部５６に供給する。
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【００７４】
　画像処理部５６は、撮像部５５からのメイン画像（標準画像）に対して、サブ画像より
画質を上げるように所定の画像処理（ピクチャ、明るさ、色の濃さ、色合い、シャープネ
ス等の調整）を施し、合成部５７に供給する。
【００７５】
　ここで、図７乃至図９のブロック図を参照して、３種類の画像処理部５６の構成例につ
いて説明する。
【００７６】
　図７は、第１の構成例であり、メイン画像の形や輪郭を強調する強調処理を施す画像処
理部５６の構成例を示している。
【００７７】
　図７の画像処理部５６は、RGB/YUV変換部９１，HPF（High Pass Filter）９２、増幅器
９３、加算器９４、およびYUV/RGB変換部９５から構成される。
【００７８】
　RGB/YUV変換部９１は、撮像部５５からのメイン画像としてのRGB信号を、上述した式（
１）に基づいてYUV信号に変換し、変換したYUV信号のうちのＹ信号をHPF９２および加算
器９４に供給するとともに、Ｕ，Ｖ信号をYUV/RGB変換部９５に供給する。
【００７９】
　HPF９２は、RGB/YUV変換部９１から供給されたＹ信号の高周波成分を取り出し、増幅器
９３に供給する。増幅器９３は、HPF９２からのＹ信号の高周波成分をＡ（Ａ＞１）倍に
増幅し、加算器９４に供給する。加算器９４は、RGB/YUV変換部９１からのＹ信号に、増
幅器９３からの増幅されたＹ信号の高周波成分を加算して、YUV/RGB変換部９５に供給す
る。
【００８０】
　YUV/RGB変換部９５は、加算器９４からのＹ信号（Y'）、および、RGB/YUV変換部９１か
らのＵ，Ｖ信号を、上述した式（２）に基づいてRGB信号に変換し、変換したRGB信号（R
’，G’，B’）をメイン画像として合成部５７に供給する。
【００８１】
　以上の構成により、画像処理部５６は、メイン画像に強調処理を施すことができる。
【００８２】
　図８は、第２の構成例であり、メイン画像の彩度を上げる画像処理部５６の構成例を示
している。
【００８３】
　図８の画像処理部５６は、RGB/HSV変換部１０１，彩度調整部（Ｓ調整部）１０２、お
よびHSV/RGB変換部１０３から構成される。なお、RGB/HSV変換部１０１およびHSV/RGB変
換部１０３は、図５の画像処理部５４に設けられたRGB/HSV変換部７１およびHSV/RGB変換
部７３と同様の機能を備えるので、その説明は省略する。
【００８４】
　すなわち、Ｓ調整部１０２は、RGB/HSV変換部１０１から供給されたＳ信号に、所定の
係数α（α≧１）を乗じて、HSV/RGB変換部１０３に供給する。
【００８５】
　以上の構成により、画像処理部５６は、メイン画像の彩度を上げることができる。
【００８６】
　図９は、第３の構成例であり、サブ画像の明度を上げる画像処理部５６の構成例を示し
ている。
【００８７】
　図９の画像処理部５６は、RGB/HSV変換部１１１，明度調整部（Ｖ調整部）１１２、お
よびHSV/RGB変換部１１３から構成される。なお、RGB/HSV変換部１１１およびHSV/RGB変
換部１１３は、図６の画像処理部５４に設けられたRGB/HSV変換部８１およびHSV/RGB変換
部８３と同様の機能を備えるので、その説明は省略する。
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【００８８】
　すなわち、Ｖ調整部１１２は、RGB/HSV変換部１１１から供給されたＶ信号に、所定の
係数β（β≧１）を乗じて、HSV/RGB変換部１１３に供給する。
【００８９】
　以上の構成により、画像処理部５６は、メイン画像の明度を上げることができる。
【００９０】
　このようにして、図７乃至図９を参照して説明した３種類の画像処理部５６は、いずれ
においても、メイン画像の画質をサブ画像の画質より上げることができる。
【００９１】
　図３の説明に戻り、合成部５７は、画像処理部５４からの位置情報を基に、画像処理部
５６からのメイン画像と、画像処理部５４からのサブ画像と合成し、合成した合成画像を
表示部５８に供給する。
【００９２】
　表示部５８は、合成部５７からの合成画像を表示する。
【００９３】
　［デジタルカメラの画像表示処理］
　次に、図１０のフローチャートを参照して、図３のデジタルカメラ１１の画像表示処理
について説明する。
【００９４】
　ステップＳ１１において、歪補正部５２は、撮像部５１からの広角画像（サブ画像）に
おけるサブレンズ３２の歪を補正し、補正したサブ画像を光軸補正部５３に供給する。
【００９５】
　ここで、図１１および図１２を参照して、歪補正部５２の歪補正処理について説明する
。
【００９６】
　図１１は、歪補正によって得られる所定の大きさの補正画像における画素の画素位置(X
,Y)と、歪補正される前のサブ画像（円周魚眼画像）における画素の画素位置(x,y)との対
応を説明する図である。
【００９７】
　図１１に示されるように、円周魚眼画像の中心をxyz座標の原点として、円周魚眼画像
を直径での切断面とした半径Ｒの上半球を考える。なお、補正画像は、点(0,0,R)で上半
球に接しているものとする。
【００９８】
　xyz座標の原点と点(X,Y,R)とを結んだ直線と、上半球の球面との交点を(x,y,z)とし、x
yz座標の原点と交点(x,y,z)との距離をＲとした場合、以下の式（５）が成り立つ。
【００９９】
【数５】

【０１００】
　すなわち、歪補正部５２は、補正後の補正画像における点(X,Y)の画素値を、対応する
補正前の円周魚眼画像における点(x,y)の画素値とすることで、補正画像を生成する。
【０１０１】
　なお、図１２に示されるように、補正後の補正画像における点(X,Y)に対応する補正前
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の円周魚眼画像における点(x,y)が、画素の配置における格子点に位置しない場合、周囲
の画素（画素値）ａ乃至ｄを補間して、点(x,y)の画素値としてもよい。補間の手法とし
ては、バイリニア補間やバイキュービック補間等を用いる。図１２において、バイリニア
補間を用いた場合、点(x,y)における画素値ｐは、p=(1-t){(1-s)a+sb}+t{(1-s)c+sd}で求
められる。
【０１０２】
　図１０のフローチャートに戻り、ステップＳ１２において、光軸補正部５３は、サブレ
ンズ３２の光軸をメインレンズ３１の光軸に合わせて、歪補正部５２からのサブ画像にお
いて、サブ画像に合成されるメイン画像の位置を決定する。光軸補正部５３は、その位置
を示す位置情報と、サブ画像とを画像処理部５４に供給する。
【０１０３】
　ここで、図１３を参照して、光軸補正部５３の光軸補正処理について説明する。
【０１０４】
　図１３は、メインレンズ３１の光軸の座標系（メインレンズ座標系）と、サブレンズ３
２の光軸の座標系（サブレンズ座標系）との関係を説明する図である。
【０１０５】
　図１３において、ベクトルｈは、デジタルカメラ１１に配置されているメインレンズ３
１とサブレンズ３２との、x-y平面における物理的な配置の差を表しており、回転量Ｒは
、メインレンズ３１の光軸と、サブレンズ３２の光軸とのｚ軸を基準とした回転ずれ量を
表している。すなわち、サブレンズ座標系におけるベクトルv'=(x',y',z')は、メインレ
ンズ座標系におけるベクトルv=(x,y,z)を用いて、v'=Rv+hで表される。すなわち、サブレ
ンズ座標系におけるベクトルｖ'は、ベクトルｖを回転量Ｒだけ回転して、ベクトルｈだ
け平行移動したベクトルである。光軸補正部５３は、この関係を用いて、サブレンズ３２
の光軸（座標）をメインレンズ３１の光軸（座標）に合わせることができる。
【０１０６】
　さらに、光軸補正部５３は、歪補正部５２からのサブ画像の中心付近の領域内の画像と
、その領域に対応する、撮像部５５からのメイン画像とのマッチングを行うことで、サブ
画像に合成されるメイン画像の位置を決定する。
【０１０７】
　図１０のフローチャートに戻り、ステップＳ１３において、画像処理部５４は、光軸補
正部５３からのサブ画像に対して、メイン画像より画質を下げるように所定の画像処理を
施す。より具体的には、画像処理部５４は、サブ画像の輝度、彩度、または明度を下げる
。画像処理部５４は、画質を下げたサブ画像を、光軸補正部５３からの位置情報とともに
、合成部５７に供給する。ここで、画像処理部５４は、サブ画像の輝度信号だけを抽出し
て、白黒画像を合成部５７に供給するようにもできる。
【０１０８】
　ステップＳ１４において、画像処理部５６は、撮像部５５からのメイン画像に対して、
サブ画像より画質を上げるように所定の画像処理を施す。より具体的には、画像処理部５
６は、メイン画像の輝度、彩度、または明度を上げる。画像処理部５６は、画質を上げた
メイン画像を、合成部５７に供給する。ここで、画像処理部５６は、メイン画像の周囲に
所定の色や線種の枠を付加して、合成部５７に供給するようにもできる。
【０１０９】
　ステップＳ１５において、合成部５７は、画像処理部５４からの位置情報を基に、画像
処理部５６からのメイン画像と、画像処理部５４からのサブ画像と合成し、合成した合成
画像を表示部５８に供給する。
【０１１０】
　このとき、メイン画像は、サブ画像よりその大きさが小さい必要があるが、これは、撮
像部５１および撮像部５５のそれぞれに備えられている撮像素子の大きさによる。
【０１１１】
　例えば、撮像部５１および撮像部５５それぞれに備えられている撮像素子の大きさが同
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一であった場合、異なる範囲の画像が同一の大きさの画像として生成されてしまう。した
がって、メイン画像とサブ画像とを合成するためには、いずれかの画像の大きさを調整す
る必要がある。
【０１１２】
　ここで、図１４を参照して、合成部５７の合成処理におけるメイン画像とサブ画像の、
画像の大きさの調整について説明する。
【０１１３】
　図１４Ａに示されるように、xyz座標の原点をメインレンズ３１の位置としたときの、
原点と、メイン画像Imを写すための撮像部５５の撮像素子との距離（ｚ軸方向）をfmとす
る。
【０１１４】
　また、図１４Ｂに示されるように、xyz座標の原点をサブレンズ３２の位置としたとき
の、原点と、サブ画像Isを写すための撮像部５１の撮像素子との距離（ｚ軸方向）をfsと
する。
【０１１５】
　そして、ある被写体距離Ｚを考えたとき、図１４Ｃに示されるように、メイン画像Imの
撮像部５５の撮像素子に写る範囲をlmとし、サブ画像Isの撮像部５１に写る範囲をlsとす
る。また、撮像部５１および撮像部５５それぞれの撮像素子の大きさをlとする。
【０１１６】
　このとき、図１４Ｃの関係から、以下の式（６）が得られる。
【０１１７】

【数６】

【０１１８】
　また、式（６）の関係から、メイン画像Imの大きさとサブ画像Isの大きさの比lm/lsは
、以下の式（７）で求められる。
【０１１９】
【数７】

【０１２０】
　このとき、合成部５７は、メイン画像Imの大きさをfs/fm倍することで、メイン画像I'm
を生成し、サブ画像Isと合成する。
【０１２１】
　このようにして、図１４Ｄに示されるように、メイン画像I'mがサブ画像Isよりその大
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きさが小さい合成画像が生成される。
【０１２２】
　なお、撮像部５１および撮像部５５の撮像素子の大きさが、同一であった場合に限らず
、メイン画像Imとサブ画像Isの大きさの関係が、図１４Ｄのようにならない場合には、メ
イン画像Imの大きさを所定数倍することで、メイン画像の大きさを調整することができる
。
【０１２３】
　図１０のフローチャートに戻り、ステップＳ１６において、表示部５８は、合成部５７
からの合成画像を表示する。
【０１２４】
　以上の処理によれば、図２で示したような、画質を下げた広角画像の中央に、撮影した
い画角の標準画像が合成された合成画像が表示されるので、ユーザは、２つの構図の画像
を同時に、簡単に確認することができる。
【０１２５】
　また、ユーザは、撮影したい画角の以外の構図を広角画像において確認することができ
るので、よりよい構図を探索することもできる。
【０１２６】
　以上においては、撮影したい画角以外の画像は、その画質を下げて、構図のみを確認さ
せる構成について説明したが、撮影したい画角以外の画像に含まれる物体を強調して表示
させるようにしてもよい。
【０１２７】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［デジタルカメラの構成例］
　図１５は、撮影したい画角以外の画像における物体を表示させるようにしたデジタルカ
メラの構成例を示している。なお、図１５のデジタルカメラ１２１において、図３のデジ
タルカメラ１１に設けられたものと同様の機能を備える構成については、同一名称および
同一符号を付するものとし、その説明は、適宜省略するものとする。
【０１２８】
　すなわち、図１５のデジタルカメラ１２１において、図３のデジタルカメラ１１と異な
るのは、物体検出部１５１および画像処理部１５２を新たに設け、合成部５７に代えて、
合成部１５３を設けた点である。
【０１２９】
　図１５の光軸補正部５３は、光軸補正したサブ画像、および、サブ画像におけるメイン
画像が合成される位置を示す位置情報を、画像処理部５４に供給する他、光軸補正したサ
ブ画像を、物体検出部１５１に供給する。
【０１３０】
　物体検出部１５１は、光軸補正部５３からのサブ画像において、物体を検出し、検出し
た物体を含む領域の画像（検出物体画像）を、サブ画像における位置を表す位置情報とと
もに、画像処理部１５２に供給する。
【０１３１】
　ここで、図１６および図１７を参照して、２種類の物体検出部１５１の構成例について
説明する。
【０１３２】
　図１６は、物体検出部１５１の第１の構成例を示している。
【０１３３】
　図１６の物体検出部１５１は、フレームバッファ１６１、フレーム間差分算出部１６２
、閾値処理部１６３、およびラベリング部１６４から構成されている。
【０１３４】
　フレームバッファ１６１は、光軸補正部５３からのサブ画像をフレーム毎に記憶する。
【０１３５】
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　フレーム間差分算出部１６２は、フレームバッファ１６１に記憶されている１フレーム
前のサブ画像It-1を読み出し、そのサブ画像It-1と、光軸補正部５３からの現フレームの
サブ画像Itとから、画素毎に、画素値の差であるフレーム間差分値を算出する。フレーム
間差分算出部１６２は、算出結果を閾値処理部１６３に供給する。
【０１３６】
　閾値処理部１６３は、フレーム間差分算出部１６２からのフレーム間差分値に基づいて
、所定の閾値以上の差分値がある画素を１とし、所定の閾値に満たない差分値の画素を０
として２値化する。また、閾値処理部１６３は、２値化画像を所定のブロックに分割し、
ブロック毎に、ブロック内の画素値が１の画素をカウントし、そのカウント数に基づいて
、所定の閾値以上のカウント数があるブロックを動きブロックとして検出する。そして、
閾値処理部１６３は、その検出結果（動きブロック）をラベリング部１６４に供給する。
【０１３７】
　ラベリング部１６４は、閾値処理部１６３より供給された動きブロックに基づいて、ラ
ベリング処理を行う。さらに、ラベリング部１６４は、ラベリングされた各ブロックを外
側から囲む矩形（外接枠）を検出し、その検出結果を、検出物体画像として、画像処理部
１５２に供給する。
【０１３８】
　以上の構成により、物体検出部１５１は、サブ画像において、動きのある物体を検出す
ることができる。
【０１３９】
　図１７は、物体検出部１５１の第２の構成例を示している。
【０１４０】
　図１７の物体検出部１５１は、顔検出部１７１から構成されている。
【０１４１】
　顔検出部１７１は、光軸補正部５３からのサブ画像Itから顔を検出し、顔を検出する領
域である顔検出領域の位置および大きさに基づいて顔画像を抽出して、検出物体画像とし
て、画像処理部１５２に供給する。例えば、顔検出部１７１は、様々な方向を向いている
顔の顔画像を学習し、サブ画像Itにおいて、その顔検出領域内と同じ大きさの領域の画像
と、学習した顔画像とを比較し、顔であるか否かを評価することで、顔を検出する。
【０１４２】
　以上の構成により、物体検出部１５１は、サブ画像において、人の顔を検出することが
できる。
【０１４３】
　なお、上述の説明においては、物体検出部１５１は、動きのある物体、または、人（顔
）を検出する構成としたが、これに限らず、所定のオブジェクト（自動車、建造物等）を
検出するようにしてもよい。
【０１４４】
　図１５の説明に戻り、画像処理部１５２は、物体検出部１５１からの検出物体画像に対
して、サブ画像より画質を上げるように所定の画像処理（ピクチャ、明るさ、色の濃さ、
色合い、シャープネス等の調整）を施し、位置情報とともに、合成部１５３に供給する。
【０１４５】
　ここで、図１８のブロック図を参照して、画像処理部１５２の構成例について説明する
。
【０１４６】
　図１８は、検出物体画像に強調処理を施す画像処理部１５２の構成例を示している。
【０１４７】
　図１８の画像処理部１５２は、RGB/YUV変換部１８１，HPF１８２、増幅器１８３、加算
器１８４、およびYUV/RGB変換部１８５から構成される。なお、RGB/YUV変換部１８１，HP
F１８２、増幅器１８３、加算器１８４、およびYUV/RGB変換部１８５は、図７の画像処理
部５６に設けられたRGB/YUV変換部９１，HPF９２、増幅器９３、加算器９４、およびYUV/
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RGB変換部９５と同様の機能を備えるので、その説明は省略する。
【０１４８】
　以上の構成により、画像処理部１５２は、検出物体画像に強調処理を施すことができる
。
【０１４９】
　図１５の説明に戻り、合成部１５３は、画像処理部５４からの位置情報を基に、画像処
理部５６からのメイン画像と、画像処理部５４からのサブ画像とを合成する。さらに、合
成部１５３は、画像処理部１５２からの位置情報を基に、合成した合成画像のサブ画像に
対応する領域に、物体検出部１５１からの検出物体画像を合成し、その合成画像を表示部
５８に供給する。
【０１５０】
　［デジタルカメラの画像表示処理］
　次に、図１９のフローチャートを参照して、図１５のデジタルカメラ１２１の画像表示
処理について説明する。なお、図１９のフローチャートにおけるステップＳ３１乃至Ｓ３
３，Ｓ３６の処理は、図１０のフローチャートを参照して説明したステップＳ１１乃至Ｓ
１４の処理と同様であるので、その説明は省略するものとする。
【０１５１】
　すなわち、ステップＳ３４において、物体検出部１５１は、光軸補正部５３からのサブ
画像において、物体を検出する物体検出処理を行う。物体検出部１５１は、検出した物体
を含む領域の画像（検出物体画像）を、サブ画像における位置を表す位置情報とともに、
画像処理部１５２に供給する。
【０１５２】
　ここで、図２０のフローチャートを参照して、ステップＳ３４の物体検出処理に対応す
る、動きのある物体を検出する物体検出処理の例を説明する。
【０１５３】
　ステップＳ５１において、フレーム間差分算出部１６２は、フレームバッファ１６１に
記憶されている１フレーム前のサブ画像It-1を読み出し、そのサブ画像It-1と、光軸補正
部５３からの現フレームのサブ画像Itとから、画素毎に、フレーム間差分値を算出する。
フレーム間差分算出部１６２は、算出結果を閾値処理部１６３に供給する。
【０１５４】
　ステップＳ５２において、閾値処理部１６３は、フレーム間差分算出部１６２からのフ
レーム間差分値に基づいて、所定の閾値以上の差分値がある画素を１とし、所定の閾値に
満たない差分値の画素を０として２値化する。また、閾値処理部１６３は、２値化画像を
所定のブロックに分割し、ブロック毎に、ブロック内の画素値が１の画素をカウントし、
そのカウント数に基づいて、所定の閾値以上のカウント数があるブロックを動きブロック
として検出する。そして、閾値処理部１６３は、その検出結果（動きブロック）をラベリ
ング部１６４に供給する。
【０１５５】
　ステップＳ５３において、ラベリング部１６４は、閾値処理部１６３より供給された動
きブロックに基づいて、ラベリング処理を行う。さらに、ラベリング部１６４は、ラベリ
ングされた各ブロックを外側から囲む矩形（外接枠）を検出し、その検出結果を、検出物
体画像として、画像処理部１５２に供給する。
【０１５６】
　以上の処理によれば、サブ画像において、動きのある物体を検出することができる。
【０１５７】
　また、ステップＳ３４の物体検出処理においては、人の顔を検出するようにしてもよい
。
【０１５８】
　ここで、図２１のフローチャートを参照して、人の顔を検出する物体検出処理の例を説
明する。



(16) JP 5413002 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

【０１５９】
　ステップＳ６１において、顔検出部１７１は、光軸補正部５３からのサブ画像Itから顔
を検出し、顔を検出する領域である顔検出領域の位置および大きさに基づいて顔画像を抽
出して、検出物体画像として、画像処理部１５２に供給する。
【０１６０】
　以上の処理によれば、サブ画像において、人の顔を検出することができる。
【０１６１】
　なお、図２０，２１のフローチャートを参照して説明した物体検出処理は、デジタルカ
メラ１２１の物体検出部１５１を、図１６，１７で説明した構成を併せ持つようにするこ
とで、並列に実行するようにできる。
【０１６２】
　図１９のフローチャートに戻り、ステップＳ３５において、画像処理部１５２は、物体
検出部１５１からの検出物体画像に対して、サブ画像より画質を上げるように所定の画像
処理を施し、位置情報とともに、合成部１５３に供給する。より具体的には、画像処理部
１５２は、検出物体画像の輝度、彩度、または明度を上げる。画像処理部１５２は、画質
を上げた検出物体画像を、合成部１５３に供給する。ここで、画像処理部１５２は、検出
物体画像の周囲に所定の色の枠を付加して、合成部１５３に供給するようにもできる。
【０１６３】
　そして、ステップＳ３７において、合成部１５３は、画像処理部５４からの位置情報を
基に、画像処理部５６からのメイン画像と、画像処理部５４からのサブ画像とを合成する
。さらに、合成部１５３は、画像処理部１５２からの位置情報を基に、合成した合成画像
のサブ画像に対応する領域に、物体検出部１５１からの検出物体画像を、例えば、図２２
で示されるように合成し、その合成画像を表示部５８に供給する。
【０１６４】
　図２２は、検出物体画像を強調表示させた合成画像の例を示している。
【０１６５】
　図２２においては、図２で示された合成画像に加え、合成画像のサブ画像に対応する領
域に、検出物体画像２０１および検出物体画像２０２が表示されている。
【０１６６】
　図２２において、検出物体画像２０１は、動きのある物体としての犬の画像であり、図
１６の物体検出部１５１が、物体（犬）を検出し、画像処理部１５２が、検出物体画像２
０１の画質を上げることで、合成画像において強調表示される。
【０１６７】
　また、検出物体画像２０２は、人の画像であり、図１７の物体検出部１５１が、人の顔
を検出し、画像処理部１５２が、検出物体画像２０２の画質を上げることで、合成画像に
おいて強調表示される。
【０１６８】
　このようにして、合成画像に、撮影したい画角（メイン画像）以外の画像に含まれる物
体が強調された画像が強調表示されるので、予め焦点位置を固定した状態で静止画像を取
り込む、いわゆる「置きピン」の撮影を行う場合に、メイン画像に、所望の被写体以外の
物体がフレームインすることがあっても、その物体を合成画像上で確認できるので、シャ
ッタのタイミングが計りやすくなる。
【０１６９】
　以上の処理によれば、画質を下げた広角画像の中央に、撮影したい画角の標準画像が合
成されるとともに、撮影したい画角以外の画像に含まれる物体が強調された画像が合成さ
れた合成画像が表示される。したがって、ユーザは、２つの構図の画像を同時に、簡単に
確認することができるとともに、撮影したい画角以外の画像に含まれる物体を確認するこ
とができる。
【０１７０】
　なお、上述した説明においては、サブ画像のみにおいて、物体を検出する構成としたが
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、メイン画像においても、物体を検出する構成としてもよい。このような構成とすること
で、サブ画像とメイン画像とでまたがって表示されるような物体を検出することができる
ので、例えば、その物体を、サブ画像内では強調し、メイン画像内では画質を下げるよう
にすることが可能となる。これにより、メイン画像に、所望の被写体以外の物体がフレー
ムインした場合であっても、その物体の表示を目立たなくさせることができる。
【０１７１】
　以上においては、ユーザが撮影したい画角を中心とした合成画像を表示する構成につい
て説明したが、より適切な構図で撮影させる画角を合成画像に表示させるようにしてもよ
い。
【０１７２】
　＜３．第３の実施の形態＞
　［デジタルカメラの構成例］
　図２３は、ユーザに、より適切な構図で撮影させる画角を合成画像に表示させるように
したデジタルカメラの構成例を示している。なお、図２３のデジタルカメラ２２１におい
て、図１５のデジタルカメラ１２１に設けられたものと同様の機能を備える構成について
は、同一名称および同一符号を付するものとし、その説明は、適宜省略するものとする。
【０１７３】
　すなわち、図２３のデジタルカメラ２２１において、図１５のデジタルカメラ１２１と
異なるのは、構図解析部２５１、推奨構図抽出部２５２を新たに設け、画像処理部１５２
および合成部１５３に代えて、画像処理部２５３および合成部２５４を設けた点である。
【０１７４】
　図２３の物体検出部１５１は、光軸補正部５３からのサブ画像において、物体を検出し
、検出した物体の、サブ画像における位置を表す位置情報と、サブ画像とを、構図解析部
２５１に供給する。
【０１７５】
　構図解析部２５１は、物体検出部１５１からのサブ画像と、サブ画像内の物体の位置情
報とに基づいて、サブ画像内の物体の配置に対応した構図を解析し、決定する。例えば、
構図解析部２５１は、複数の構図パターンを予め記憶しており、パターンマッチングによ
り、その構図パターンの中から、サブ画像内の物体の配置に最も近い構図パターンを選択
し、サブ画像に対応した構図（推奨構図）とする。構図解析部２５１は、決定した構図を
示す構図情報（例えば、構図の輪郭である矩形の左上の位置および右下の位置）を、サブ
画像とともに、推奨構図抽出部２５２に供給する。
【０１７６】
　推奨構図抽出部２５２は、構図解析部２５１からの構図情報とサブ画像とに基づいて、
サブ画像から推奨構図の画像（推奨構図画像）を抽出し、構図情報とともに、画像処理部
２５３に供給する。
【０１７７】
　画像処理部２５３は、画像処理部５６と同様の機能を備えており、推奨構図抽出部２５
２からの推奨構図画像に対して、サブ画像より画質を上げるように所定の画像処理（ピク
チャ、明るさ、色の濃さ、色合い、シャープネス等の調整）を施し、構図情報とともに、
合成部２５４に供給する。
【０１７８】
　合成部２５４は、画像処理部５４からの位置情報を基に、画像処理部５６からのメイン
画像と、画像処理部５４からのサブ画像と合成する。さらに、合成部２５４は、画像処理
部２５３からの構図情報を基に、合成した合成画像のサブ画像に対応する領域に、画像処
理部２５３からの推奨構図画像を合成し、その合成画像を表示部５８に供給する。
【０１７９】
　［デジタルカメラの画像表示処理］
　次に、図２４のフローチャートを参照して、図２３のデジタルカメラ２２１の画像表示
処理について説明する。なお、図２４のフローチャートにおけるステップＳ７１乃至Ｓ７
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４，Ｓ７８の処理は、図１０のフローチャートを参照して説明したステップＳ３１乃至Ｓ
３４，Ｓ３６の処理と同様であるので、その説明は省略するものとする。
【０１８０】
　ステップＳ７５において、構図解析部２５１は、物体検出部１５１からのサブ画像と、
サブ画像内の物体の位置情報とに基づいて、サブ画像内の物体の配置に対応した構図を解
析し、推奨構図を決定する。例えば、構図解析部２５１は、複数の構図パターンを予め記
憶しており、パターンマッチングにより、その構図パターンの中から、サブ画像内の物体
の配置に最も近い構図パターンを選択し、サブ画像に対応した推奨構図とする。構図解析
部２５１は、決定した構図を示す構図情報を、サブ画像とともに、推奨構図抽出部２５２
に供給する。
【０１８１】
　図２５は、構図解析部２５１によって決定される推奨構図の例を示している。
【０１８２】
　図２５に示される構図は、３分割構図と呼ばれる構図で、垂直線と水平線との交点（図
中、塗りつぶしの丸印）のいずれかの位置に物体（被写体）をおくことで、バランスのと
れた画像（写真）となることが知られている。なお、構図解析部２５１によって決定され
る構図（構図パターン）は、３分割構図に限らず、左右の広がりを持たせたいときに用い
られる水平線構図、垂直方向を強調したいときに用いられる垂直線構図、同じものや似て
いるものが２つ並んでいるときに用いられる対比構図等、複数用意されているものとする
。
【０１８３】
　図２４のフローチャートに戻り、ステップＳ７６において、推奨構図抽出部２５２は、
構図解析部２５１からの構図情報とサブ画像とに基づいて、サブ画像から推奨構図画像を
抽出し、構図情報とともに、画像処理部２５３に供給する。
【０１８４】
　ステップＳ７７において、画像処理部２５３は、推奨構図抽出部２５２からの推奨構図
画像に対して、サブ画像より画質を上げるように所定の画像処理を施し、構図情報ととも
に、合成部２５４に供給する。ここで、画像処理部２５３は、推奨構図画像の周囲に所定
の色や線種の枠を付加して、合成部２５４に供給するようにもできる。
【０１８５】
　そして、ステップＳ７９において、合成部２５４は、画像処理部５４からの位置情報を
基に、画像処理部５６からのメイン画像と、画像処理部５４からのサブ画像とを合成する
。さらに、合成部２５４は、画像処理部２５３からの構図情報を基に、合成した合成画像
のサブ画像に対応する領域に、画像処理部２５３からの推奨構図画像を、例えば、図２６
で示されるように合成し、その合成画像を表示部５８に供給する。
【０１８６】
　図２６は、推奨構図を表示させた合成画像の例を示している。
【０１８７】
　図２６においては、図２で示された合成画像に加え、その合成画像上に、推奨構図が、
その輪郭を表す破線によって示されている。
【０１８８】
　上述した説明では、推奨構図内の画像の画質は、サブ画像の画質より高くされるものと
したが、メイン画像（現在の画角）の一部と推奨構図の一部とが重なる場合、これらの区
別がつかなく恐れがある。そこで、図２６に示されるように、推奨構図として、単に、そ
の輪郭（画角）を表示するのみとしてもよい。
【０１８９】
　以上の処理によれば、合成画像に推奨構図を表示させることができる。
【０１９０】
　このようにして、合成画像に、推奨構図を表示するようにしたので、ユーザは、撮影（
記録）しようとしている構図より適切な構図を確認することが可能となる。
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【０１９１】
　以上においては、より適切な構図を表示するようにした、２つの撮像系を備えるデジタ
ルカメラについて説明してきたが、１つのみの撮像系を備えるデジタルカメラにおいても
、より適切な構図を表示させるようにすることができる。
【０１９２】
　ところで、近年、ハイビジョンテレビジョン受像機の普及に伴い、デジタルカメラ等の
撮像装置によりアスペクト比（横縦比）が１６：９である画像を撮像、記録して、ハイビ
ジョンテレビジョン受像機で鑑賞したいという要求が高まっている。
【０１９３】
　そのため、図２７に示されるような、アスペクト比が４：３（または３：２）である固
体撮像素子（以下、単に撮像素子という）３０１を有する一般的な撮像装置には、アスペ
クト比が４：３（または３：２）である画像を撮像する標準モードと、アスペクト比が１
６：９である画像を撮像するパノラマモードとを備えるものがある。標準モードにおいて
は、撮像素子３０１全体を使用してアスペクト比が４：３（または３：２）である画像が
撮像、表示、記録される。一方、パノラマモードにおいては、図２７の撮像素子３０１に
おける上側の領域３１１および下側の領域３１２の撮像素子を使用せずに、アスペクト比
が１６：９となる矩形領域３１３の撮像素子を使用してアスペクト比が１６：９である画
像が撮像、表示、記録される。
【０１９４】
　上述のような撮像装置において、いわゆるスルー画を表示するための表示部の表示領域
は、図２７の撮像素子３０１全体に対応した画像を表示するように構成されている。した
がって、パノラマモードでユーザが被写体を撮影する場合、スルー画が表示部に表示され
る表示領域は、図２７の撮像素子３０１全体のうちの矩形領域３１３に対応した領域とな
る。
【０１９５】
　そこで、以降においては、上述したような撮像装置におけるパノラマモードで、ユーザ
が撮影しようとしている構図より適切な構図を表示するようにした、１つのみの撮像系を
備えるデジタルカメラについて説明する。
【０１９６】
　＜４．第４の実施の形態＞
　［デジタルカメラの機能構成例］
　図２８は、１つのみの撮像系を備えるデジタルカメラの構成例を示している。
【０１９７】
　図２８のデジタルカメラ４１１は、レンズ４３１、撮像部４３２、画像処理部４３３、
切出し部４３４、抽出部４３５、合成部４３６、表示制御部４３７、表示部４３８、操作
入力部４３９、記録制御部４４０、および記録部４４１から構成される。
【０１９８】
　レンズ４３１は、図１のデジタルカメラのメインレンズ３１と同様、いわゆる標準レン
ズである。
【０１９９】
　撮像部４３２は、アスペクト比が４：３である、例えばCCD(Charge Coupled Device)等
の撮像素子やA/D変換部を含むように構成される。撮像部４３２は、レンズ４３１からの
光を受光して光電変換することにより被写体を撮像し、得られたアナログの画像信号をA/
D変換する。撮像部４３２は、A/D変換の結果得られたデジタルの画像データ（以下、撮像
画像という）を画像処理部４３３に供給する。
【０２００】
　画像処理部４３３は、撮像部４３２からの撮像画像に対して、所定の画像処理を施す。
画像処理部４３３は、撮像モードが、アスペクト比が４：３である画像を撮像する標準モ
ードである場合、画像処理を施した撮像画像を、表示制御部４３７および記録制御部４４
０に供給する。また、画像処理部４３３は、撮像モードが、アスペクト比が１６：９であ
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る画像を撮像するパノラマモードである場合、画像処理を施した撮像画像を、切出し部４
３４および抽出部４３５に供給する。
【０２０１】
　切出し部４３４は、画像処理部４３３から撮像画像が供給されると、その撮像画像から
、撮像画像とサイズの異なる、アスペクト比が１６：９となる画像を切出す。切出し部４
３４は、切出した画像（切出し画像）を、必要に応じて、合成部４３６、表示制御部４３
７、または記録制御部４４０に供給する。
【０２０２】
　抽出部４３５は、画像処理部４３３から撮像画像が供給されると、その撮像画像におい
て、注目度の高い被写体を検出し、その被写体を含み、撮像画像とサイズの異なる、アス
ペクト比が１６：９となる領域の画像を抽出する。抽出部４３５は、抽出した画像（抽出
画像）を、必要に応じて、合成部４３６または記録制御部４４０に供給する。
【０２０３】
　合成部４３６は、切出し部４３４からの切出し画像と、抽出部４３５からの抽出画像と
を合成し、合成した合成画像を表示制御部４３７に供給する。
【０２０４】
　表示制御部４３７は、表示部４３８を制御し、各種の画像を表示部４３８に表示させる
。例えば、表示制御部４３７は、撮像モードが標準モードである場合、画像処理部４３３
から供給された撮像画像を、表示部４３８に表示させる。また、表示制御部４３７は、撮
像モードがパノラマモードである場合、切出し部４３４から供給された切出し画像、また
は、合成部４３６から供給された合成画像を、表示部４３８に表示させる。
【０２０５】
　表示部４３８は、表示制御部４３７の制御の下、適宜、各種の画像を表示する。
【０２０６】
　操作入力部４３９は、デジタルカメラ４１１に対する指示を入力するためにユーザに操
作される。操作入力部４３９は、例えば、各種の操作ボタン、リモコン、タッチパネル、
マイクロホン等から構成され、ユーザからの操作を受け付け、その操作内容を示す信号（
情報）を、デジタルカメラ４１１の各ブロックに供給する。
【０２０７】
　記録制御部４４０は、記録部４４１を制御する。例えば、記録制御部４４０は、撮像モ
ードが標準モードである場合、操作入力部４３９からの信号に基づいて、画像処理部４３
３からの撮像画像を、記録部４４１に記録させる。また、記録制御部４４０は、撮像モー
ドがパノラマモードである場合、操作入力部４３９からの信号に基づいて、切出し部４３
４からの切出し画像および抽出部４３５からの抽出画像を、記録部４４１に記録させる。
さらに、記録制御部４４０は、操作入力部４３９からの信号に基づいて、記録部４４１か
ら画像を読み出して、表示制御部４３７に供給する。
【０２０８】
　記録部４４１は、記録制御部４４０の制御の下、適宜、各種の画像を記録する。
【０２０９】
　［デジタルカメラの画像表示処理］
　次に、図２９のフローチャートを参照して、図２８のデジタルカメラ４１１の画像表示
処理について説明する。なお、図２９の画像表示処理は、ユーザによって、操作入力部４
３９が、撮像モードとしてパノラマモードを選択する旨の操作を受け付けた場合に開始さ
れる。
【０２１０】
　ステップＳ１１１において、撮像部４３２は、被写体を撮像する。より具体的には、撮
像部４３２は、レンズ４３１からの光を受光して光電変換することにより被写体を撮像し
、得られたアナログの画像信号をA/D変換し、得られた撮像画像を画像処理部４３３に供
給する。
【０２１１】
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　ステップＳ１１２において、画像処理部４３３は、撮像部４３２からの撮像画像に対し
て、デモザイク処理、ホワイトバランス調整処理、ガンマ補正処理等の画像処理を施し、
切出し部４３４および抽出部４３５に供給する。
【０２１２】
　ステップＳ１１３において、切出し部４３４は、画像処理部４３３から供給された撮像
画像から、アスペクト比が１６：９となる画像を切出し、その結果得られた切出し画像を
合成部４３６に供給する。より具体的には、切出し部４３４は、画像処理部４３３からの
、アスペクト比が４：３である撮像画像において、図２７で説明した撮像素子３０１にお
ける矩形領域３１３に対応する部分の画像を切出す。
【０２１３】
　例えば、図３０の左側に示されるように、被写体が猫である撮像画像５１１（アスペク
ト比４：３）が得られた場合、切出し部４３４は、撮像画像５１１において、一点鎖線で
示される領域の画像を切出し、図３０の右側に示される切出し画像５１２を得る。図３０
に示されるように、アスペクト比が１６：９である切出し画像５１２においては、被写体
である猫は、全体的に上の方に位置しており、耳を含む頭頂部が欠けてしまっている。こ
の切出し画像５１２は、パノラマモードで撮影、表示される画像として、決してよい構図
の画像とは言えない。
【０２１４】
　上述したように、従来の、アスペクト比４：３である撮像素子を備えるデジタルカメラ
において、ユーザがパノラマモードで被写体を撮影する場合、表示部に表示される画像は
、撮像素子全体により撮像される撮像画像５１１に対して、図３０の一点鎖線で示される
領域の画像となる。このようなデジタルカメラを、その操作に慣れないユーザがパノラマ
モードで使用した場合、表示部には、図３０の切出し画像５１２のような画像が表示され
、記録されてしまう可能性がある。
【０２１５】
　図２９のフローチャートに戻り、ステップＳ１１４において、抽出部４３５は、画像処
理部４３３から供給された撮像画像において、注目度の高い被写体を検出する。抽出部４
３５は、その被写体を含む、アスペクト比が１６：９となる領域の画像を抽出し、その結
果得られた抽出画像を合成部４３６に供給する。
【０２１６】
　より具体的には、抽出部４３５は、撮像画像の各領域における、輝度に関する情報を示
す輝度情報マップ、色に関する情報を示す色情報マップ、エッジに関する情報を示すエッ
ジ情報マップ、動きに関する情報を示す動き情報マップを生成する。
【０２１７】
　ここで、輝度情報マップ乃至動き情報マップのそれぞれを個々に区別する必要のない場
合、単に情報マップと称するものとすると、これらの情報マップに含まれる情報は、被写
体の含まれる領域により多く含まれる特徴の特徴量を示す情報とされる。そして、その情
報が撮像画像の各領域に対応させて並べられたものが情報マップとされる。つまり、情報
マップは、撮像画像の各領域における特徴量を示す情報であるといえる。
【０２１８】
　したがって、各情報マップにおける、より情報量の多い領域、つまり特徴量の多い領域
に対応する撮像画像上の領域は、より被写体が含まれる可能性の高い領域となり、各情報
マップにより撮像画像における被写体の含まれる領域を特定することができる。
【０２１９】
　そして、抽出部４３５は、輝度情報マップ、色情報マップ、エッジ情報マップ、および
動き情報マップに基づいて、撮像画像において被写体の含まれる、アスペクト比が１６：
９となる領域を特定し、その領域の画像を抽出画像として抽出する。
【０２２０】
　例えば、図３１の左側に示されるように、撮像画像５１１（アスペクト比４：３）が得
られた場合、抽出部４３５は、撮像画像５１１において、被写体である猫を注目度の高い
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物体として検出し、その被写体を含むように、破線で示される領域（アスペクト比１６：
９）の画像を抽出して、図３１の右側に示される抽出画像５１３を得る。図３１に示され
るように、被写体である猫は、アスペクト比が１６：９である抽出画像５１３において、
略中心に位置している。この抽出画像５１３は、パノラマモードで撮影、表示される画像
として、よい構図の画像と言える。
【０２２１】
　なお、撮像画像から輝度、色、エッジなどの情報を抽出する方法は、例えば「Laurent 
Itti, Christof Koch, and Ernst Niebur, “A Model of Saliency-Based Visual Attent
ion for Rapid Scene Analysis”」に詳細に記載されている。
【０２２２】
　図２９のフローチャートに戻り、ステップＳ１１５において、合成部４３６は、被写体
の位置が一致するように、切出し部４３４からの切出し画像と、抽出部４３５からの抽出
画像とを合成し、合成した合成画像を表示制御部４３７に供給する。
【０２２３】
　ステップＳ１１６において、表示制御部４３７は、合成部４３６から供給された合成画
像を、表示部４３８に表示させる。
【０２２４】
　図３２は、表示部４３８に表示される合成画像の例を示している。
【０２２５】
　図３２において、デジタルカメラ４１１の表示部４３８の表示領域は、アスペクト比４
：３である。表示制御部４３７は、パノラマモードにおいては、表示部４３８の表示領域
の上側の領域と下側の領域には黒い画像（いわゆる黒帯）を表示させることで、アスペク
ト比１６：９の表示領域を形成する。
【０２２６】
　図３２に示されるように、表示制御部４３７は、表示部４３８におけるアスペクト比１
６：９の表示領域に、合成画像のうちの切出し画像に対応する部分を表示させる。また、
表示制御部４３７は、表示部４３８に、合成画像のうちの抽出画像に対応する部分を強調
するように、図中破線で示される枠を表示させる。このとき、合成画像のうちの抽出画像
に対応する部分のうちの、表示部４３８の表示領域の黒帯（上側）にかかる部分は、輝度
の低い合成画像として表示される。なお、表示部４３８において表示される抽出画像は、
図３２のように枠によって強調される他、ユーザが抽出画像の表示範囲を確認できるよう
に表示されればよい。
【０２２７】
　以上の処理によれば、１つのみの撮像系を備えるデジタルカメラのパノラマモードで、
ユーザが撮影しようとしている構図の画像と、注目度の高い被写体が中央に位置する構図
の画像とを併せて表示させることができるので、ユーザは、撮影（記録）しようとしてい
る構図より適切な構図を確認することが可能となる。
【０２２８】
　なお、上述した処理においては、表示部４３８に、切出し画像と抽出画像とを併せて表
示させるようにしたが、撮像画像と抽出画像とを併せて表示させるようにして、表示部４
３８の表示領域の黒帯にかかる部分の輝度を低くするようにしてもよい。
【０２２９】
　以上においては、パノラマモードで、ユーザが撮影しようとしている構図の画像と、注
目度の高い被写体が中央に位置する構図の画像とを併せて表示させる処理について説明し
たが、パノラマモードで、ユーザが撮影しようとしている構図の画像と、注目度の高い被
写体が中央に位置する構図の画像とを記録させるようにしてもよい。
【０２３０】
　［デジタルカメラの画像記録処理］
　ここで、図３３のフローチャートを参照して、図２８のデジタルカメラ４１１の画像記
録処理について説明する。なお、図３３の画像記録処理は、ユーザによって、操作入力部
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４３９が、撮像モードとしてパノラマモードを選択する旨の操作を受け付けた場合に開始
される。
【０２３１】
　なお、図３３のフローチャートにおけるステップＳ２１１乃至Ｓ２１４の処理は、ステ
ップＳ２１３において、切出し画像が表示制御部４３７および記録制御部４４０に供給さ
れる点と、ステップＳ２１４において、抽出画像が記録制御部４４０に供給される点を除
いて、図２９のフローチャートにおけるステップＳ１１１乃至Ｓ１１４の処理と基本的に
同様であるので、その説明は省略する。
【０２３２】
　ステップＳ２１５において、表示制御部４３７は、切出し部４３４から供給された切出
し画像を、表示部４３８に表示させる。より具体的には、表示制御部４３７は、図３２で
説明したような、表示部４３８におけるアスペクト比１６：９の表示領域に切出し画像を
表示させる。このとき、表示部４３８の表示領域において、上側の領域と下側の領域には
、黒帯が表示される。
【０２３３】
　ステップＳ２１６において、記録制御部４４０は、操作入力部４３９としてのシャッタ
ボタンが押されたか否かを判定する。
【０２３４】
　ステップＳ２１６において、シャッタボタンが押されていないと判定された場合、処理
はステップＳ２１１に戻り、これ以降の処理が繰り返される。
【０２３５】
　一方、ステップＳ２１６において、シャッタボタンが押されたと判定された場合、すな
わち、操作入力部４４０からシャッタボタンが押された旨の信号が、記録制御部４４０に
供給された場合、処理はステップＳ２１７に進む。
【０２３６】
　ステップＳ２１７において、記録制御部４４０は、操作入力部４４０からの信号に基づ
いて、切出し部４３４からの切出し画像および抽出部４３５からの抽出画像を、記録部４
４１に記録させる。例えば、記録部４４１には、図３０で説明した切出し画像５１２と、
図３１で説明した抽出画像５１３とが記録される。
【０２３７】
　従来のデジタルカメラにおいては、パノラマモードで、図３０で説明した切出し画像５
１２のような画像が、撮影に慣れないユーザが撮影しようとしている構図の画像であった
場合、記録される画像も、図３０で説明した切出し画像５１２のような画像となる。この
場合、記録された画像に含まれない（欠けてしまっている）被写体の部分を生成して、よ
りよい構図の画像を得ることはできない。
【０２３８】
　以上の処理によれば、パノラマモードで、切出し画像と抽出画像とを記録させることが
できるので、撮影に慣れないユーザが撮影した構図の画像と、ユーザにとって撮影した構
図より適切な構図の画像とを記録することが可能となる。
【０２３９】
　また、ユーザが撮影した構図の画像と、ユーザが撮影した構図より適切な構図の画像と
が記録されるので、ユーザは２つの画像を比較することができ、ユーザが撮影技術の向上
を図る一助となる。
【０２４０】
　上述した処理においては、切出し画像と抽出画像のそれぞれを記録部４４１に記録させ
るようにしたが、図２９のフローチャートで説明した、切出し画像と抽出画像とを合成し
た合成画像を記録部４４１に記録させるようにしてもよい。
【０２４１】
　図３４は、記録部４４１に記録される合成画像の例を示している。
【０２４２】
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　図３４の合成画像６０１においては、一点鎖線で示される部分が切出し画像に対応し、
破線で示される部分が抽出画像に対応する。ここで、合成画像６０１を、３つの領域６１
１乃至６１３に分けて考える。このとき、領域６１１は、切出し画像に存在せず、抽出画
像に存在する部分であり、領域６１２は、切出し画像および抽出画像の両方に存在する部
分であり、領域６１３は、切出し画像に存在し、抽出画像に存在しない部分である。
【０２４３】
　そこで、ユーザの操作により、操作入力部４３９から、切出し画像の再生（表示）を指
示する旨の信号が供給された場合、記録制御部４４０は、合成画像６０１における領域６
１２および領域６１３を読み出して表示制御部４３７に供給すればよい。また、ユーザの
操作により、操作入力部４３９から、抽出画像の再生を指示する旨の信号が供給された場
合、記録制御部４４０は、合成画像６０１における領域６１１および領域６１２を読み出
して表示制御部４３７に供給すればよい。
【０２４４】
　このように、切出し画像と抽出画像とをそれぞれ再生（表示）させることを考慮した場
合、切出し画像と抽出画像のそれぞれを記録部４４１に記録させなくとも、合成画像１枚
を記録させるだけでよいので、記録部４４１の記録容量を削減することができる。
【０２４５】
　なお、合成画像６０１を生成しない場合には、領域６１１に対応する画像と切出し画像
とを併せて記録するようにしてもよいし、抽出画像と領域６１３に対応する画像とを併せ
て記録するようにしてもよい。
【０２４６】
　また、上述した処理においては、操作入力部４３９としてのシャッタボタンが操作され
たときに、抽出画像を記録するようにしたが、例えば、抽出画像の構図が、予め用意され
た３分割構図や水平線構図、放射線構図等の構図パターンとマッチングしたときに、抽出
画像を記録するようにしてもよい。
【０２４７】
　これにより、ユーザがシャッタボタンを操作しなくても、よりよい構図の画像を記録す
ることができる。
【０２４８】
　さらに、上述した処理においては、画像処理部４３３は、撮像部４３２の撮像素子全体
から得られた画像データに対して、所定の画像処理を施すようにしたが、操作入力部４３
９としてのシャッタボタンが操作されるまでは、図２７の撮像素子３０１の領域３１３に
対応する撮像素子から得られた画像データに対して画像処理を施すようにして、シャッタ
ボタンが操作されたときに、撮像素子全体から得られた画像データに対して画像処理を施
すようにしてもよい。
【０２４９】
　これにより、シャッタボタンが操作されるまでの画像処理部４３３の処理の負荷を低減
させることができる。
【０２５０】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソ
フトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュー
タ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが
可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータ等に、プログラム記録媒体からインストー
ルされる。
【０２５１】
　図ｘｘは、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェ
アの構成例を示すブロック図である。
【０２５２】
　コンピュータにおいて、CPU（Central Processing Unit）９０１，ROM（Read Only Mem
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ている。
【０２５３】
　バス９０４には、さらに、入出力インタフェース９０５が接続されている。入出力イン
タフェース９０５には、キーボード、マウス、マイクロホン等よりなる入力部９０６、デ
ィスプレイ、スピーカ等よりなる出力部９０７、ハードディスクや不揮発性のメモリ等よ
りなる記憶部９０８、ネットワークインタフェース等よりなる通信部９０９、磁気ディス
ク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリ等のリムーバブルメディア９１１
を駆動するドライブ９１０が接続されている。
【０２５４】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU９０１が、例えば、記憶部９０８に記
憶されているプログラムを、入出力インタフェース９０５およびバス９０４を介して、RA
M９０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０２５５】
　コンピュータ（CPU９０１）が実行するプログラムは、例えば、磁気ディスク（フレキ
シブルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(Di
gital Versatile Disc)等）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリ等よりなるパッケ
ージメディアであるリムーバブルメディア９１１に記録して、あるいは、ローカルエリア
ネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体
を介して提供される。
【０２５６】
　そして、プログラムは、リムーバブルメディア９１１をドライブ９１０に装着すること
により、入出力インタフェース９０５を介して、記憶部９０８にインストールすることが
できる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部９０９で受信
し、記憶部９０８にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM９０２
や記憶部９０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０２５７】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０２５８】
　また、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０２５９】
　１１　デジタルカメラ，　３１　メインレンズ，　３２　サブレンズ，　５１　撮像部
，　５２　歪補正部，　５３　光軸補正部，　５４　画像処理部，　５５　撮像部，　５
６　画像処理部，　５７　合成部，　５８　表示部，　１２１　デジタルカメラ，　１５
１　物体検出部，　１５２　画像処理部，　１５３　合成部，　２２１　デジタルカメラ
，　２５１　構図解析部，　２５２　推奨構図抽出部，　２５３　画像処理部，　２５４
　合成部
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