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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズを介して被写体を撮像し、画像データを生成する撮像部と、
　ユーザーによる撮影対象の種類選択に応じて、推奨構図を案内するためのガイド表示を
決定するガイド部と、
　前記撮像部で撮像されたモニタ用の画像データおよび前記ガイド表示を表示する表示部
と、
　撮影画面内から焦点検出エリアを選択し、選択された焦点検出エリアの被写体に前記撮
影レンズを合焦させる焦点検出部と、
　前記ガイド表示に対応する画像領域と、前記選択された焦点検出エリアに対応する画像
領域に基づいて、主要被写体の画像領域を推定する推定手段と、
　前記推定手段による推定の結果決定される画像領域を、画像圧縮に使用するＲＯＩ領域
および／またはタイルに選定した上で、前記撮像部で撮像された記録用の画像データを画
像圧縮する圧縮処理部と、
　を備えたことを特徴とする電子カメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、
　前記表示部の表示画面上において領域入力を検出するタブレット部を更に備え、
　前記圧縮処理部は、前記撮像部で撮像された前記記録用の画像データが前記表示部に表
示された状態で前記タブレット部による領域入力が検出された場合は、前記推定手段の推
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定結果に拘わらず、前記タブレット部を介して領域入力された画像領域を、画像圧縮に使
用するＲＯＩ領域および／またはタイルに選定した上で、前記記録用の画像データを画像
圧縮する
　ことを特徴とする電子カメラ。
【請求項３】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、
　ユーザーからの操作入力に応じて、予め定めた領域区分により分割された複数の画像領
域から少なくとも一つを選択する領域選択部を更に備え、
　前記圧縮処理部は、前記撮像部で撮像された前記記録用の画像データが前記表示部に表
示された状態で前記領域選択部により画像領域が選択された場合は、前記推定手段の推定
結果に拘わらず、前記領域選択部により選択された画像領域を、画像圧縮に使用するＲＯ
Ｉ領域および／またはタイルに選定した上で、前記記録用の画像データを画像圧縮する
　ことを特徴とする電子カメラ。
【請求項４】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、
　前記表示部は、前記画像データに対して、その部分である画像領域の範囲および／また
は位置を示す指標を表示可能であり、
　ユーザーからの操作入力に応じて、前記指標の表示位置を移動することにより、前記画
像領域を指定する領域指定部を更に備え、
　前記圧縮処理部は、前記撮像部で撮像された前記記録用の画像データが前記表示部に表
示された状態で前記領域指定部により画像領域が指定された場合は、前記推定手段の推定
結果に拘わらず、前記領域指定部により指定された画像領域を、画像圧縮に使用するＲＯ
Ｉ領域および／またはタイルに選定した上で、前記記録用の画像データを画像圧縮する
　ことを特徴とする電子カメラ。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の電子カメラにおいて、前記圧縮処理部
は、ＪＰＥＧ２０００に準拠した画像圧縮を実施する
　ことを特徴とする電子カメラ。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像圧縮を実施する電子カメラにおいて、ＲＯＩ領域および／またはタイルを
適宜に領域設定する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
１９９９年１２月、ＪＰＥＧ２０００の画像圧縮アルゴリズムの委員会案（ＣＤ：Commit
tee Draft）が作成され、核となる主要な技術内容が凍結された。
以下、このＪＰＥＧ２０００の画像圧縮処理について概略説明する。
【０００３】
▲１▼色座標変換
入力画像は、必要に応じて色座標変換が施される。
【０００４】
▲２▼タイル分割
入力画像は、必要に応じて複数の矩形領域（以下『タイル』という）に分割される。各タ
イルには、以降の符号化処理が独立に施される。
【０００５】
▲３▼ウェーブレット変換
入力画像は、縦横２方向に離散ウェーブレット変換が施され、複数のサブバンド（１ＬＬ
，１ＬＨ，１ＨＬ，１ＨＨ）に周波数分解される。この内、直流成分を含む１ＬＬには、
更に離散ウェーブレット変換が施され、複数のサブバンド（２ＬＬ，２ＬＨ，２ＨＬ，２
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ＨＨ）に周波数分解される。
このように離散ウェーブレット変換を再帰的に繰り返すことにより、画像データはサブバ
ンドに分解される。
【０００６】
▲４▼量子化
ウェーブレット変換係数は、サブバンドごとに定められた量子化ステップ幅により量子化
される。なお、ロッシー／ロスレスの統一処理においては、量子化ステップが「１」に設
定される。この場合、ロッシー圧縮では、後工程において下位Ｎビットプレーンの廃棄が
行われる。この廃棄処理は、量子化ステップ「２のＮ乗」と等価な処理となる。
【０００７】
▲５▼ビットモデリング
量子化後のウェーブレット変換係数を各サブバンド内で固定サイズ（例えば６４×６４）
の符号化ブロックに分割する。各符号ブロック内の変換係数は、サインビットと絶対値に
分けられた後、絶対値は、自然２進数のビットプレーンに振り分けられる。このように構
築されたビットプレーンは、上位ビットプレーンから順に、３通りの符号化パス（Signif
icance pass，Refinement pass，Cleanup pass）を通して符号化される。なお、サインビ
ットについては、対応する絶対値の最上位ビットがビットプレーンに現れた直後に符号化
が行われる。
【０００８】
▲６▼ＲＯＩ（Region Of Interest）符号化
画像上の部分的な選択領域（以下、ＲＯＩ領域という）に優先的に情報量を割り当て、Ｒ
ＯＩ領域の復号化画質を高める機能である。具体的には、ＲＯＩ領域に位置する量子化後
の変換係数をＳビットだけシフトアップする。その結果、ＲＯＩ領域は、上位のビットプ
レーンにシフトされ、非ＲＯＩ領域のどのビットよりも優先的に符号化がなされる。
なお、マックスシフト法では、ビットシフト数Ｓを非ＲＯＩ領域の最上位ビットの桁数よ
りも大きく設定する。そのため、ＲＯＩ領域の非ゼロの変換係数は、必ず「２のＳ乗」以
上の値をとる。そこで、復号化時は、「２のＳ乗」以上の量子化値を選択的にシフトダウ
ンすることにより、ＲＯＩ領域の変換係数を容易に復元することができる。
【０００９】
▲７▼算術符号化
符号化データには、さらにＭＱコーダーによる算術符号化が施される。
【００１０】
▲８▼ビットストリーム形成
入力画像の符号化データを所定順（ＳＮＲプログレッシブなど）にまとめ、ビットストリ
ームを形成する。
【００１１】
その他、ＪＰＥＧ２０００については、下記の特許文献１が知られている。
この特許文献１には、ＲＯＩ領域の面積を調整することによって、非ＲＯＩ領域の画質劣
化を適正範囲に設定する技術が記載されている。
【特許文献１】
特開２００２－１７６６５０公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述したＲＯＩ領域およびタイルの領域設定に当たっては、画面内の重要な箇
所を包含するように適切に設定することが好ましい。
【００１３】
しかしながら、電子カメラでは、ユーザーは撮影に専念しなければならない。そのため、
電子カメラにおいて、ＲＯＩ領域やタイルの領域設定に関するユーザー操作は、なるべく
簡単かつ迅速にできることが好ましい。
そこで、本発明では、ＲＯＩ領域および／またはタイルの領域設定を、電子カメラにおい
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て適切かつ簡易に実施することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
以下、本発明について説明する。
【００１５】
《請求項１》
　請求項１の電子カメラは、下記のような撮像部、ガイド部、表示部、焦点検出部、推定
手段および圧縮処理部を備える。すなわち、撮像部は、被写体を撮像して画像データを生
成する。ガイド部は、ユーザーによる撮影対象の種類選択に応じて、推奨構図を案内する
ためのガイド表示を決定する。表示部は、撮像部で撮像されたモニタ用の画像データおよ
び前記ガイド表示を表示する。焦点検出部は、撮影画面内から焦点検出エリアを選択し、
選択された焦点検出エリアの被写体に撮影レンズを合焦させる。推定手段は、ガイド表示
に対応する画像領域と、選択された焦点検出エリアに対応する画像領域に基づいて、主要
被写体の画像領域を推定する。圧縮処理部は、推定手段による推定の結果決定される画像
領域を、画像圧縮に使用するＲＯＩ領域および／またはタイルに選定した上で、撮像部で
撮像された記録用の画像データを画像圧縮する。
　通常、ユーザーは、このガイド表示に合わせて、主要被写体を画面内配置する。また、
選択使用された焦点検出ユリアには、主要被写体が存在する確率が高い。そのため、ガイ
ド表示および選択使用された焦点検出エリアから主要被写体の位置や範囲を推定し、この
主要被写体の位置や範囲に合わせてＲＯＩ領域および／タイルを選定することが可能にな
る。この場合、主要被写体の圧縮劣化をより確実に改善できる。
　さらに、請求項１の電子カメラでは、撮影シーンに応じてガイド表示や焦点検出エリア
を選択するというユーザー操作に従って、ＲＯＩ領域やタイルの領域設定を設定すること
ができる。また例えば、電子カメラが被写界の状況判断に応じて焦点検出エリアを自動選
択するケースでは、その焦点検出エリアの選択結果を流用して、ＲＯＩ領域やタイルを自
動選定することも可能になる。そのため、ユーザーはＲＯＩ領域やタイルを新たに入力す
る必要が特になく、撮影行為に一段と専念できるようになる。
【００１６】
《請求項２》
　請求項２の電子カメラは、下記のようなタブレット部を更に備える。タブレット部は、
表示部の表示画面上において領域入力を検出する。圧縮処理部は、撮像部で撮像された記
録用の画像データが表示部に表示された状態でタブレット部による領域入力が検出された
場合は、推定手段の推定結果に拘わらず、タブレット部を介して領域入力された画像領域
を、画像圧縮に使用するＲＯＩ領域および／またはタイルに選定した上で、記録用の画像
データを画像圧縮する。
【００１７】
《請求項３》
　請求項３の電子カメラは、下記のような領域選択部を更に備える。領域選択部は、ユー
ザーからの操作入力に応じて、予め定めた領域区分により分割された複数の画像領域から
少なくとも一つを選択する。圧縮処理部は、撮像部で撮像された記録用の画像データが表
示部に表示された状態で領域選択部により画像領域が選択された場合は、推定手段の推定
結果に拘わらず、領域選択部により選択された画像領域を、画像圧縮に使用するＲＯＩ領
域および／またはタイルに選定した上で、記録用の画像データを画像圧縮する。
【００１８】
《請求項４》
　請求項４の電子カメラは、下記のような領域指定部を更に備える。表示部は、画像デー
タに対して、その部分である画像領域の範囲および／または位置を示す指標を表示可能で
あり、領域指定部は、ユーザーからの操作入力に応じて、前記指標の表示位置を移動する
ことにより、画像領域を指定する。圧縮処理部は、撮像部で撮像された記録用の画像デー
タが表示部に表示された状態で領域指定部により画像領域が指定された場合は、推定手段
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の推定結果に拘わらず、領域指定部により指定された画像領域を、画像圧縮に使用するＲ
ＯＩ領域および／またはタイルに選定した上で、記録用の画像データを画像圧縮する。
【００１９】
《請求項５》
　請求項５の電子カメラは、請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の電子カメラ
において、圧縮処理部は、ＪＰＥＧ２０００に準拠した画像圧縮を実施する。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明にかかる実施形態を説明する。
【００２２】
［電子カメラの構成説明］
図１は、本実施形態における電子カメラ１１の構成を示す図である。
図１において、電子カメラ１１には、撮影レンズ１２が装着される。この撮影レンズ１２
は、レンズ駆動機構１２ａによって焦点調節が行われる。この撮影レンズ１２の像空間に
は、撮像素子１３の受光面が配置される。この撮像素子１３の出力は、ＡＤ変換部１４お
よび信号処理部１５を介して処理された後、バッファメモリ１６に記録される。
【００２３】
このバッファメモリ１６のデータバスには、画像処理部１７および画像圧縮部１８がそれ
ぞれ接続される。
マイクロプロセッサ３９は、画像圧縮部１８を介して焦点検出エリアの画像データを取得
し、これら焦点検出エリアのコントラストを検出する。マイクロプロセッサ３９は、この
コントラストが高くなる方向にレンズ駆動機構１２ａを制御することにより、撮影レンズ
１２を焦点制御する。
【００２４】
この画像処理部１７で処理された『モニタ用の画像データ』は、表示部４０に与えられる
。表示部４０は、このモニタ用の画像データと、マイクロプロセッサ３９から与えられる
表示データとを合成して、電子カメラ１１の表示画面（不図示）に表示する。なお、この
表示画面には、指やペンなどでの接触位置を読み取るタブレット部４１が設置される。こ
のタブレット部４１で読み取られた位置データは、マイクロプロセッサ３９に与えられる
。
一方、画像処理部１７で処理された『記録用の画像データ』は、画像圧縮部１８に与えら
れる。
【００２５】
この画像圧縮部１８は、下記のような構成要件▲１▼～▲７▼を備える。
▲１▼タイル処理部２１
▲２▼ウェーブレット変換部２２
▲３▼量子化部２３
▲４▼ビットモデリング部２４
▲５▼算術符号化部２５
▲６▼ビットストリーム生成部２６
▲７▼ＲＯＩ設定部２７
なお、これら構成要件▲１▼～▲７▼の具体的な処理動作については、上述した従来例で
説明済みのため、ここでの説明を省略する。
【００２６】
このような画像圧縮部１８において生成された圧縮ファイルは、記録部３２に与えられる
。記録部３２は、この圧縮ファイルを、メモリカード３３に記録保存する。
さらに、電子カメラ１１の筐体には、レリーズ釦，十字キー，および設定釦などからなる
操作部３８が設けられる。操作部３８の出力信号は、マイクロプロセッサ３９に与えられ
る。このマイクロプロセッサ３９は、電子カメラ１１をシステム制御するためのマイクロ
プロセッサであり、画像処理部１７や画像圧縮部１８などと信号線を介して接続される。
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【００２７】
［発明との対応関係］
以下、発明と本実施形態との対応関係について説明する。なお、ここでの対応関係は、参
考のために一解釈を例示するものであり、本発明を徒らに限定するものではない。
請求項記載の撮像部は、撮像素子１３に対応する。
請求項記載のガイド部は、マイクロプロセッサ３９の『操作部３８を介して撮影対象の種
類選択を受け付け、この撮影対象に適合したガイド表示（推奨構図を案内するための表示
）を決定する機能』に対応する。
請求項記載の表示部は、表示部４０に対応する。
請求項記載の圧縮処理部は、画像圧縮部１８、およびマイクロプロセッサ３９の『ＲＯＩ
領域およびタイルを画像圧縮部１８に設定する機能』に対応する。
請求項記載のタブレット部は、タブレット部４１に対応する。
焦点制御部は、レンズ駆動機構１２ａ，およびマイクロプロセッサ３９に対応する。
操作部は、操作部３８，およびマイクロプロセッサ３９の『ＲＯＩ領域やタイルの指示入
力を受け付ける機能』に対応する。
【００２８】
［本実施形態の動作説明］
図２および図３は、本実施形態の動作を説明する流れ図である。以下、これら図に示すス
テップ番号に従って、本実施形態の動作を説明する。
【００２９】
ステップＳ１：　撮影前に、ユーザーは、操作部３８を操作して、撮影対象の種類選択を
電子カメラ１１に入力することができる。マイクロプロセッサ３９は、この撮影対象の種
類選択に対応して、予め定められたガイド表示を選択する。このガイド表示は、図４（Ａ
）に示すような推奨構図を案内するための表示パターンである。
【００３０】
ステップＳ２：　さらに、ユーザーは、操作部３８を操作して、焦点検出エリアの選択操
作を行うことができる。この選択結果は、後述する焦点制御時にデータ参照できるよう、
マイクロプロセッサ３９が記憶する。
【００３１】
ステップＳ３：　撮像素子１３は、ドラフトモード（水平ラインを間引いて高速フレーム
レートで読み出す撮像モード）で動作することにより、モニタ用の画像データを撮像する
。
【００３２】
ステップＳ４：　マイクロプロセッサ３９は、モニタ用の画像データから、現在選択中の
焦点検出エリアに該当する領域を抽出し、この抽出領域のコントラストを検出する。マイ
クロプロセッサ３９は、レンズ駆動機構１２ａを介して、このコントラストが高くなる方
向へ撮影レンズ１２を焦点制御する。
なお、画面内のコントラスト移動を検出することで、主要被写体の画面内移動を追跡し、
その追跡軌跡に合わせて選択中の焦点検出エリアを移動させてもよい。
【００３３】
ステップＳ５：　表示部４０は、画像処理部１７で処理されたモニタ用の画像データをモ
ニタ表示する。
なお、ステップＳ１においてガイド表示の選択操作が為された場合、表示部４０は、モニ
タ用の画像データにガイド表示を合成した上で、モニタ表示する。
通常、ユーザーは、このガイド表示に合わせて主要被写体の画面内位置を調整して、撮影
構図を決定する。
【００３４】
ステップＳ６：　ここで、マイクロプロセッサ３９は、レリーズ釦が全押しされたか否か
を判定する。
レリーズ釦が全押しされていない場合、マイクロプロセッサ３９はステップＳ１に動作を
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戻す。
一方、レリーズ釦が全押しされた場合、マイクロプロセッサ３９はステップＳ７に動作を
進める。
【００３５】
ステップＳ７：　撮像素子１３は、高解像度モード（高解像度で読み出す撮像モード）で
動作することにより、記録用の画像データを撮像する。
【００３６】
ステップＳ８：　マイクロプロセッサ３９は、電子カメラ１１の設定が単写モードか否か
を判定する。
ここで、単写モードの場合、マイクロプロセッサ３９は、ステップＳ９に動作を移す。
一方、連写モードの場合、マイクロプロセッサ３９は、後述するステップＳ１１に動作を
移す。
【００３７】
ステップＳ９：　画像処理部１７は、この記録用の画像データからクイックビュー用の画
像データを生成し、表示部４０に出力する。表示部４０は、このクイックビュー画像（静
止画）を撮影結果としてモニタ表示する。
【００３８】
ステップＳ１０：　このクイックビュー画像の表示中、マイクロプロセッサ３９は、タブ
レット部４１および十字キーの操作入力を監視する。
ここで、所定時間（操作入力の意志がないと判断できる時間）を経過しても操作入力が無
い場合、マイクロプロセッサ３９は、後述するステップＳ１１に動作を移行する。
一方、タブレット部４１の操作入力があった場合、マイクロプロセッサ３９は後述するス
テップＳ１７に動作を移行する。
また、十字キーの操作入力があった場合には、マイクロプロセッサ３９は後述するステッ
プＳ１８に動作を移行する。
【００３９】
ステップＳ１１：　マイクロプロセッサ３９は、『ガイド表示』と『現在選択中の焦点検
出エリア』との整合性を判断する。
例えば、『ガイド表示が推奨する主要被写体の配置位置』と『現在選択中の焦点検出エリ
ア』とが一致していれば、『整合する』と判断できる。この場合、ガイド表示の推奨する
範囲に主要被写体が位置している可能性が高い。
一方、『ガイド表示が推奨する主要被写体の配置位置』と、『現在選択中の焦点検出エリ
ア』とがずれている場合、『整合しない』と判断できる。この場合、ガイド表示とは異な
る位置に主要被写体が配置されている可能性が高い。
【００４０】
ステップＳ１２：　『整合する』という判定結果の場合、マイクロプロセッサ３９はステ
ップＳ１３に動作を移行する。
一方、『整合しない』という判定結果の場合、マイクロプロセッサ３９はステップＳ１４
に動作を移行する。
【００４１】
ステップＳ１３：　ここでは、ガイド表示と焦点検出エリアとが整合しているため、ガイ
ド表示が推奨する範囲内に主要被写体が配置されている可能性が高い。そこで、ガイド表
示が推奨する配置範囲を、主要被写体の画像領域として推定する。
例えば、図４（Ａ）に示す人型のガイド表示５０の場合には、人型の全体や、人型の顔部
分や、顔型の眼周辺などを、主要被写体の画像領域と推定する。
このような推定動作の後、マイクロプロセッサ３９は、後述するステップＳ１５に動作を
移行する。
【００４２】
ステップＳ１４：　ここでは、ガイド表示と焦点検出エリアとが整合していないため、ガ
イド表示とは無関係に主要被写体が配置されている可能性が高い。そこで、マイクロプロ
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セッサ３９は、現在選択中の焦点検出エリアを含むように所定範囲を設定し、その所定範
囲を主要被写体が存在する画像領域と推定する。
例えば、現在選択中の焦点検出エリアを含む範囲から、『コントラスト判定から判断され
る合焦範囲』や『エッジ（画面フレームも含む）に囲まれた領域』を選別して、主要被写
体の画像領域と推定してもよい。
【００４３】
ステップＳ１５：　マイクロプロセッサ３９は、推定した主要被写体の画像領域をマスク
する二値化ビットマップを生成し、ＲＯＩ領域としてＲＯＩ設定部２７に設定する。
図４（Ｂ）は、ガイド表示５０から生成されるＲＯＩ領域５１を示す図である。この場合
、ガイド表示５０の人型全体をＲＯＩ領域５１とする。
一方、図５（Ａ）は、現在選択中の焦点検出エリア６０から生成されるＲＯＩ領域６１を
示す図である。この場合、現在選択中の焦点検出エリア６０を含む所定領域をＲＯＩ領域
６１とする。
【００４４】
ステップＳ１６：　続いて、マイクロプロセッサ３９は、推定した主要被写体の画像領域
をタイル区分の境界が通過しないよう、タイル区分のサイズとオフセットを決定する。マ
イクロプロセッサ３９は、決定したタイル区分のサイズおよびオフセットを、タイル処理
部２１に設定する。
図４（Ｃ）は、ガイド表示５０から生成されるタイル５２を示す図である。この場合、ガ
イド表示５０の顔部分にタイル区分の境界が通過しないように、タイル５２を設定する。
一方、図５（Ｂ）は、現在選択中の焦点検出エリア６０から生成されるタイル６２を示す
図である。この場合、現在選択中の焦点検出エリア６０がタイルの略中心に位置するよう
に、タイル６２を設定している。
このようにＲＯＩ領域およびタイルの設定を完了した後、マイクロプロセッサ３９はステ
ップＳ２０に動作を移行する。
【００４５】
ステップＳ１７：　ここでは、タブレット操作を検知したため、マイクロプロセッサ３９
は、ユーザーが表示画面上を指などで触って、主要被写体の範囲指定を行っていると判断
する。そこで、マイクロプロセッサ３９は、タブレット部４１を介して、指などの接触軌
跡を読み取る。マイクロプロセッサ３９は、この接触軌跡に従って、ＲＯＩ領域およびタ
イルの設定を行う。
例えば、図６（Ａ）に示すように、接触軌跡がほぼ閉領域と判断できる場合、マイクロプ
ロセッサ３９は、この閉領域をＲＯＩ領域５３に設定する。また、タイル区分の境界がこ
の閉領域を通過しないように、マイクロプロセッサ３９は、タイル区分のサイズおよびオ
フセットを設定する。
また例えば、図６（Ｂ）に示すように接触軌跡がほぼ直線状である場合、マイクロプロセ
ッサ３９は、この接触軌跡を対角線とする矩形を求め、この矩形に内接する閉領域（人型
，楕円，矩形など）をＲＯＩ領域５４に設定する。また、タイル区分の境界がこの閉領域
を通過しないように、マイクロプロセッサ３９は、タイル区分のサイズおよびオフセット
を設定する。
なお、人型の入力について、図６（Ｃ）に示すように、接触軌跡を対角線とする矩形の縦
横比に応じて、人型のパターン数を適切に調整する。これにより、複数人数分の人型を迅
速かつ簡易に入力することが可能になる。
このようにＲＯＩ領域およびタイルの設定を完了した後、マイクロプロセッサ３９はステ
ップＳ２０に動作を移行する。
【００４６】
ステップＳ１８：　ここでは、十字キーの操作を検知したため、マイクロプロセッサ３９
は、ユーザーが十字キーを操作して、主要被写体の範囲指定を行うと判断する。そこで、
マイクロプロセッサ３９は、領域区分を示すグリッドの表示を表示部４０に指示する。表
示部４０は、図７（Ａ）や図７（Ｂ）に示すように、表示画面のクイックビュー表示に重
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ねてグリッドを表示する。
【００４７】
ステップＳ１９：　ユーザーは、十字キー６６の上下左右を押すことにより、グリッドの
区画に沿ってフォーカス（カーソル）を移動させる。このとき、ユーザーは、十字キー６
６の中央を押すことによって、現在フォーカスのある領域を選択する。この領域選択を一
回のみ受け付けることにより、図７（Ａ）に示すように、画面内の特定の区画（斜線ハッ
チングの領域）を迅速に選択することができる。
また、上述した領域選択を複数回繰り返すことにより、図７（Ｂ）に斜線ハッチングで示
すような複雑な形状の領域を入力することもできる。
マイクロプロセッサ３９は、このように選択された領域をＲＯＩ領域６７，６８に設定す
る。さらに、マイクロプロセッサ３９は、タイル区分の境界がこの領域を通過しないよう
に、タイル６９のサイズとオフセットを設定する。
なお、図８に示すように、ＲＯＩ領域７１の範囲や位置を示す指標７０を、十字キーの操
作により移動または拡大縮小することにより、ＲＯＩ領域７１の領域指定を行ってもよい
。この場合、マイクロプロセッサ３９は、タイル区分の境界がＲＯＩ領域７１を通過しな
いように、タイル７２のサイズとオフセットを設定する。
このようにＲＯＩ領域およびタイルの設定を完了した後、マイクロプロセッサ３９はステ
ップＳ２０に動作を移行する。
【００４８】
ステップＳ２０：　画像圧縮部１８は、設定されたＲＯＩ領域およびタイル区分に従って
、ＪＰＥＧ２０００に準拠した画像圧縮を実施する。
【００４９】
［本実施形態の効果など］
以上説明したように、本実施形態では、下記の判断材料を駆使して、ＲＯＩ領域およびタ
イル区分を設定することができる。
（１）ガイド表示
（２）現在選択中の焦点検出エリア
（３）タブレット部４１の領域入力
（４）十字キーによる領域指定
【００５０】
特に、本実施形態では、図２および図３の流れ図に示すように、これら複数の判断材料（
１）～（４）を操作状況に応じて使用することで、ユーザーの考えに沿った主要被写体を
従来よりも確実に選別することが可能になった。
その結果、より適切な主要被写体に合わせてＲＯＩ領域およびタイルを設定することが可
能になり、主要被写体の圧縮劣化を確実に回避することが可能になった。
【００５１】
［本実施形態の補足事項］
なお、上述した実施形態では、ＪＰＥＧ２０００に準拠した画像圧縮を行うケースについ
て説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されない。一般的には、ＲＯＩ符号化や
タイル単位に画像圧縮を行うものであれば本発明を適用できる。
【００５２】
また、上述した実施形態では、十字キーによる領域指定について説明した（図２のステッ
プＳ１９）。しかしながら、本発明の操作部は十字キーに限定されるものではない。例え
ば、電子カメラのズーム釦やレリーズ釦などの操作部を、領域指定の操作部に使用しても
よい。
【００５３】
なお、上述した実施形態において、ＲＯＩ領域（ここでは主要被写体と推定される画像領
域）を選択的にＲＡＷデータの形式で記録してもよい。
【００５４】
また、上述した実施形態において、被写体を撮像して得られた画像信号中から、特定の色
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成分（例えば、人物の肌色成分）を検出し、検出した特定色成分の領域を含むように、Ｒ
ＯＩ領域および／またはタイルを領域設定してもよい。このような動作では、主要被写体
の画面内位置を特定色成分によって検出して、ＲＯＩ領域やタイルを適切に設定すること
ができる。さらに、電子カメラが、特定色成分の検出によってＲＯＩ領域やタイルを自動
設定してもよい。この場合、ユーザーはＲＯＩ領域やタイルを別途入力する必要がなくな
り、撮影行為に専念することが可能になる。
【００５５】
【発明の効果】
《請求項１》
　請求項１の電子カメラでは、ガイド表示および撮影時に選択使用された焦点検出エリア
に基づいて、主要被写体の画像領域を推定し、推定結果に基づいて、ＲＯＩ領域および／
またはタイルを選定する。
　通常、ユーザーは、このガイド表示に合わせて、主要被写体を画面内配置する。また、
選択使用された焦点検出ユリアには、主要被写体が存在する確率が高い。そのため、ガイ
ド表示および選択使用された焦点検出エリアから主要被写体の位置や範囲を推定し、この
主要被写体の位置や範囲に合わせてＲＯＩ領域および／タイルを選定することが可能にな
る。この場合、主要被写体の圧縮劣化をより確実に改善できる。
　さらに、請求項１の電子カメラでは、撮影シーンに応じてガイド表示や焦点検出エリア
を選択するというユーザー操作に従って、ＲＯＩ領域やタイルの領域設定を設定すること
ができる。また例えば、電子カメラが被写界の状況判断に応じて焦点検出エリアを自動選
択するケースでは、その焦点検出エリアの選択結果を流用して、ＲＯＩ領域やタイルを自
動選定することも可能になる。そのため、ユーザーはＲＯＩ領域やタイルを新たに入力す
る必要が特になく、撮影行為に一段と専念できるようになる。
【００５６】
《請求項２》
　請求項２の電子カメラでは、記録用の画像データが表示された表示画面上のタブレット
入力に応じて、ＲＯＩ領域および／またはタイルを選定する。
　その結果、ユーザーは、電子カメラの表示画面の上で、直接的かつ直感的にＲＯＩ領域
および／またはタイルを指定できるようになる。
　特に、タブレット部から不定形状の領域入力を受け付けた場合には、複雑な形状のＲＯ
Ｉ領域を簡易に指定できるようになる。
【００５７】
《請求項３》
　請求項３の電子カメラでは、領域区分された記録用の画像データが表示された表示画面
を見ながら、操作部を使用してＲＯＩ領域および／またはタイルを直感的に指定すること
ができる。
　特に、複数の画像領域を選択可能にした場合には、これら画像領域の組み合わせによっ
て、複雑な形状のＲＯＩ領域を直接的かつ簡単に指定できる。
【００５８】
《請求項４》
　請求項４の電子カメラでは、記録用の画像データが表示された表示画面を見ながら、操
作部を使用して指標の表示位置を移動させることで、ＲＯＩ領域および／またはタイルを
直接的かつ簡単に指定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態における電子カメラ１１の構成を示す図である。
【図２】本実施形態の動作を説明する流れ図（１／２）である。
【図３】本実施形態の動作を説明する流れ図（２／２）である。
【図４】ガイド表示に基づいてＲＯＩ領域およびタイルを選定する様子を示す図である。
【図５】選択中の焦点検出エリアに基づいてＲＯＩ領域およびタイルを選定する様子を示
す図である。
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【図６】タブレット入力に基づいてＲＯＩ領域およびタイルを選定する様子を示す図であ
る。
【図７】十字キーの操作入力に基づいてＲＯＩ領域およびタイルを選定する様子を示す図
である。
【図８】十字キーの操作入力に基づいてＲＯＩ領域およびタイルを選定する様子を示す図
である。
【符号の説明】
１１　電子カメラ
１２　撮影レンズ
１２ａ　レンズ駆動機構
１３　撮像素子
１４　ＡＤ変換部
１５　信号処理部
１６　バッファメモリ
１７　画像処理部
１８　画像圧縮部
２１　タイル処理部
２２　ウェーブレット変換部
２３　量子化部
２４　ビットモデリング部
２５　算術符号化部
２６　ビットストリーム生成部
２７　ＲＯＩ設定部
３２　記録部
３３　メモリカード
３８　操作部
３９　マイクロプロセッサ
４０　表示部
４１　タブレット部
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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