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(57)【要約】
　縦向きに撮影して記録された映像を横長の表示領域（
１５０）に表示する際に、表示すべき映像（３０１）の
一部を含む切り出し画像（３０１ａ）を表示する。その
際、切り出し画像（３０１ａ）とともに、映像の回転情
報に基づいて回転処理された縦向きの全体の再生画像（
３００）を表示してもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像情報と、該映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報とが記録された
記録媒体から、前記映像情報を再生する映像再生装置であって、
　前記記録媒体から映像情報を読み出す読み出し部と、
　前記記録媒体から前記映像情報の回転情報を読み出す回転情報読み出し部と、
　前記読み出した映像情報及び回転情報に基づいて映像信号を生成する復号部とを有し、
　前記復号部は、前記回転情報が、前記映像情報が示す映像が縦長であることを示す場合
に、前記読み出した映像情報が示す映像の一部を含む切り出し映像が表示されるように前
記映像信号を生成する、ことを特徴とする映像再生装置。
【請求項２】
　前記復号部はさらに、前記回転情報が、前記映像情報が示す映像が縦長であることを示
す場合に、前記読み出した映像情報が示す映像の全体を含む全体映像を、前記切り出し映
像と同時に表示するように、前記映像信号を生成する、ことを特徴とする請求項１記載の
画像再生装置。
【請求項３】
　前記復号部はさらに、前記回転情報が、前記映像情報が示す映像が縦長であることを示
す場合に、前記読み出した映像情報が示す映像の全体を含む全体映像を、前記切り出し映
像と時間的にずらせて表示するように、前記映像信号を生成する、ことを特徴とする請求
項１記載の画像再生装置。
【請求項４】
　前記記録媒体には前記映像情報の切り出し領域に関する情報が格納されており、
　前記復号部は、前記記録媒体から前記切り出し映像の領域に関する情報を読み出し、そ
の情報にしたがい前記切り出し映像の領域を設定する、
ことを特徴とする請求項１記載の画像再生装置。
【請求項５】
　前記切り出し領域は、前記映像情報に含まれる肌色領域、顔領域、及び人が写っている
領域のうちの少なくとも１つを含む、ことを特徴とする請求項４記載の映像再生装置。
【請求項６】
　ユーザ操作にしたがい前記切り出し映像の領域の移動情報が入力される操作部と、
　前記操作部上での移動情報にしたがい前記切り出し映像の領域の移動を制御する表示領
域移動部と、
　ユーザ操作により決定された前記切り出し映像の領域に関する情報を前記記録媒体に格
納する記録部と
をさらに備えたことを特徴とする請求項４記載の画像再生装置。
【請求項７】
　前記映像情報は１６：９のアスペクト比を有することを特徴とする請求項１記載の映像
再生装置。
【請求項８】
　映像情報を入力する入力部と、
　前記映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報を検出する回転情報検出部
と、
　前記映像情報の一部の領域であって、前記映像情報が示す映像が縦向きである場合に再
生時に表示される領域である切り出し領域を設定する領域設定部と、
　前記映像情報と、前記回転情報と、前記切り出し領域に関する情報とをそれぞれ関連づ
けて記録媒体に記録する記録部と
を有する、ことを特徴とする映像記録装置。
【請求項９】
　映像情報と、該映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報とが記録された
記録媒体から、前記映像情報を再生する方法であって、
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　前記記録媒体から映像情報を読み出すステップと、
　前記記録媒体から前記映像情報の回転情報を読み出すステップと、
　前記読み出した映像情報及び回転情報に基づいて映像信号を生成するステップとを有し
、
　前記映像信号を生成するステップにおいて、前記回転情報が、前記映像情報が示す映像
が縦長であることを示す場合に、前記読み出した映像情報が示す映像の一部を含む切り出
し映像が表示されるように前記映像信号を生成する、
ことを特徴とする映像再生方法。
【請求項１０】
　映像情報を入力するステップと、
　前記映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報を検出するステップと、
　前記映像情報の一部の領域であって、前記映像情報が示す映像が縦向きである場合に再
生時に表示される領域である切り出し領域を設定するステップと、
　前記映像情報と、前記回転情報と、前記切り出し領域に関する情報とをそれぞれ関連づ
けて記録媒体に記録するステップと
を有する、ことを特徴とする映像記録方法。
【請求項１１】
　映像情報と、該映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報とが記録された
記録媒体から、前記映像情報を再生するための半導体集積回路であって、
　記録媒体から映像情報を読み出す読み出し部と、
　前記記録媒体から前記映像情報の回転情報を読み出す回転情報読み出し部と、
　前記読み出した映像情報及び回転情報に基づいて映像信号を生成する復号部とを有し、
　前記復号部は、前記回転情報が、前記映像情報が示す映像が縦長であることを示す場合
に、前記読み出した映像情報が示す映像の一部を含む切り出し映像が表示されるように前
記映像信号を生成する、ことを特徴とする映像再生用半導体集積回路。
【請求項１２】
　映像情報を入力する入力部と、
　前記映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報を検出する回転情報検出部
と、
　前記映像情報の一部の領域であって、前記映像情報が示す映像が縦向きである場合に再
生時に表示される領域である切り出し領域を設定する領域設定部と、
　前記映像情報と、前記回転情報と、前記切り出し領域に関する情報とをそれぞれ関連づ
けて記録媒体に記録する記録部と
を有する、ことを特徴とする映像記録用半導体集積回路。
【請求項１３】
　請求項９記載の映像再生方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１４】
　請求項１０記載の映像記録方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像を記録及び／または再生する装置（例えばデジタルスチルカメラやカム
コーダ）に関し、特に、映像撮影時に記録装置を回転させて撮影された映像の記録方法、
再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＤＶＤやＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）等の光ディスクや、ハードディスク等の磁
気ディスクや、半導体メモリ等の記録媒体に、撮影された映像および音声をデジタルデー
タとして書き込み、保存できるデジタル機器（カムコーダ、デジタルスチルカメラ、カメ
ラ付き携帯電話等）の普及が進んでいる。
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【０００３】
　また、デジタル放送や、家庭用ＴＶのハイビジョン化に伴い、撮影される動画像のアス
ペクト比は４：３から１６：９へシフトしている。また、デジタルスチルカメラにおいて
も、４：３だけではなく１６：９のアスペクト比を持つハイビジョンサイズで撮影可能な
デジタルスチルカメラが発売されている。
【０００４】
　これらの画像をハイビジョンデジタル放送対応の家庭用ＴＶに表示させる場合、フル画
面で１６：９の映像が表示される。
【０００５】
　ところで、例えばデジタルカメラで映像を撮影する場合、その使用態様として、カメラ
を横（通常の使用方向）に構える場合、または、カメラの右横側を上にして縦（９０度回
転）に構える場合、もしくはカメラの左横側を上にして縦（２７０度回転）に構える場合
がある。特に、カメラを縦に構えて撮影する場合、カメラの内蔵センサはユーザが縦にカ
メラを構えて撮影したことを検出し、撮影画像データとして記録されるＪＰＥＧファイル
のファイルヘッダ内に、カメラの傾きを示す９０度又は２７０度に相当する値をOrientat
ion情報として記録する。
【０００６】
　その後、デジタルカメラでＪＰＥＧファイルを再生する場合、記録されたＪＰＥＧファ
イルのファイルヘッダ内のOrientation情報が参照され、Orientation情報が示す傾きに応
じた方向で画像が表示される。例えば、Orientation情報に９０度の値が記録されていれ
ば、カメラ本体に取り付けられている液晶モニタ上に、図６（ａ）に示すように、アスペ
クト比１６：９の表示画面１５０において、アスペクト比１６：９の再生画像４００が縦
向きに表示される。デジタルカメラのアナログ信号出力を家庭用ＴＶに接続する場合も同
様の表示となる。一方、Orientation情報に０度の値が記録されていれば、液晶モニタ上
には、図６（ｂ）に示すように再生画像４００が横向きに表示される。
【０００７】
　なお、特許文献１には、関連技術としてアスペクト比１６：９のモニタ画面にアスペク
ト比４：３の静止画像を表示する例がある。
【特許文献１】特開２００５－１７３４７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図６（ａ）に示すように、縦にカメラを構えて撮影したアスペクト比１６：９の映像を
、アスペクト比１６：９のＴＶまたはアスペクト比１６：９の液晶モニタ等で再生する場
合、映像が著しく小さくなって、映像を確認しにくいという問題点があった。
【０００９】
　本発明は上記課題を解決すべくなされたものであり、その目的とするところは、デジタ
ルカメラを縦に構えて撮影した映像について再生時の視認性を向上できる映像再生装置及
び再生方法並びに映像記録装置及び記録方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様において、映像情報と、映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを
示す回転情報とが記録された記録媒体から、映像情報を再生する映像再生装置が提供され
る。その映像再生装置は、記録媒体から映像情報を読み出す読み出し部と、記録媒体から
映像情報の回転情報を読み出す回転情報読み出し部と、読み出した映像情報及び回転情報
に基づいて映像信号を生成する復号部とを有する。復号部は、回転情報が、映像情報が示
す映像が縦長であることを示す場合に、読み出した映像情報が示す映像の一部を含む切り
出し映像が表示されるように、映像信号を生成する。
【００１１】
　本発明の第２の態様において、映像情報を入力する入力部と、映像情報が示す映像が縦
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向きか横向きかを示す回転情報を検出する回転情報検出部と、映像情報の一部の領域であ
って、映像情報が示す映像が縦向きである場合に再生時に表示される領域である切り出し
領域を設定する領域設定部と、映像情報と、回転情報と、切り出し領域に関する情報とを
それぞれ関連づけて記録媒体に記録する記録部とを有する映像記録装置が提供される。
【００１２】
　本発明の第３の態様において、映像情報と、映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを
示す回転情報とが記録された記録媒体から、映像情報を再生する方法が提供される。その
映像再生方法は、記録媒体から映像情報を読み出すステップと、記録媒体から映像情報の
回転情報を読み出すステップと、読み出した映像情報及び回転情報に基づいて映像信号を
生成するステップとを有する。映像信号を生成するステップにおいて、回転情報が、映像
情報が示す映像が縦長であることを示す場合に、読み出した映像情報が示す映像の一部を
含む切り出し映像が表示されるように映像信号を生成する。
【００１３】
　本発明の第４の態様において、映像情報を入力するステップと、映像情報が示す映像が
縦向きか横向きかを示す回転情報を検出するステップと、映像情報の一部の領域であって
、映像情報が示す映像が縦向きである場合に再生時に表示される領域である切り出し領域
を設定するステップと、映像情報と、回転情報と、切り出し領域に関する情報とをそれぞ
れ関連づけて記録媒体に記録するステップとを有する映像記録方法が提供される。
【００１４】
　本発明の第５の態様において、映像情報と、映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを
示す回転情報とが記録された記録媒体から、映像情報を再生する映像再生用半導体装置が
提供される。その半導体装置は、記録媒体から映像情報を読み出す読み出し部と、記録媒
体から映像情報の回転情報を読み出す回転情報読み出し部と、読み出した映像情報及び回
転情報に基づいて映像信号を生成する復号部とを有する。復号部は、回転情報が、映像情
報が示す映像が縦長であることを示す場合に、読み出した映像情報が示す映像の一部を含
む切り出し映像が表示されるように、映像信号を生成する。
【００１５】
　本発明の第６の態様において、映像情報を入力する入力部と、映像情報が示す映像が縦
向きか横向きかを示す回転情報を検出する回転情報検出部と、映像情報の一部の領域であ
って、映像情報が示す映像が縦向きである場合に再生時に表示される領域である切り出し
領域を設定する領域設定部と、映像情報と、回転情報と、切り出し領域に関する情報とを
それぞれ関連づけて記録媒体に記録する記録部とを有する映像記録用半導体装置が提供さ
れる。
【００１６】
　本発明のさらなる別の態様において、上記再生方法、記録方法をコンピュータに実行さ
せるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、縦向きの映像の再生時に、その映像の一部を切り出した映像を表示する。こ
のようにして表示される切り出し映像は、映像全体を画面上収まるよう表示した場合に比
して、拡大された映像となるため、ユーザの視認性をより向上できる。
【００１８】
　さらに、切り出し映像に加えてさらに全体映像を表示させてもよく、これにより、映像
全体のイメージの把握がよりし易くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態１による映像データ処理装置のブロック図
【図２】実施の形態１におけるＤＣＦ基本ファイルのデータ構造を示す図
【図３Ａ】実施の形態１における縦向き画像を再生したときの表示例を示す図
【図３Ｂ】実施の形態１における、切り出し画像の移動を説明した図
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【図４】本発明の実施の形態２による映像データ処理装置のブロック図
【図５】本発明の実施の形態における別の例（ＭＰＥＧ対応）の映像データ処理装置のブ
ロック図
【図６】（ａ）ワイド画面上での縦向きの画像の表示例を示す図、（ｂ）ワイド画面上で
の横向きの画像の表示例を示す図
【符号の説明】
【００２０】
　１００　映像信号入力部
　１０１　映像圧縮部
　１０３　切り出し領域設定部
　１１１、１１１ｂ　映像伸張部
　１２０　記録部
　１２１　再生部
　１４０　光ディスク
　１５０　表示部の画面
　１６０　連続データ領域検出部
　１６１　記録制御部
　１６２　再生制御部
　１６３　論理ブロック管理部
　１６５　回転情報検出部
　１６６、１６８　注目領域検出部
　１６７　表示領域移動制御部
　１７０、１７０ｂ、１７０ｃ　ＪＰＥＧエンコーダ
　１７１、１７１ｂ、１７１ｃ　ＪＰＥＧデコーダ
　１７５　表示部
　１８０、１８０ｂ、１８０ｃ　システム制御部
　１９０　操作部
　２００、２００ｂ、２００ｃ　映像データ処理装置
　３００　全体画像
　３０１　切り出し画像
　３０２　注目領域
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、添付の図面を参照して、本発明に係る映像再生装置及び映像記録装置の実施の形
態を説明する。
【００２２】
（実施の形態１）
１．構成
１．１　映像データ処理装置の構成
　図１は、本発明の実施の形態１における映像データ処理装置の構成を示すブロック図で
ある。本実施の形態による映像データ処理装置２００は映像（動画、静止画を含む）の記
録及び再生機能を有し、例えばデジタルスチルカメラ、カムコーダ、カメラ付き携帯電話
である。なお、以下では、映像信号が静止画を示す場合の映像データ処理装置の処理につ
いて説明する。
【００２３】
　映像データ処理装置２００は、撮影された映像信号を入力する映像信号入力部１００と
、入力した映像信号を圧縮するＪＰＥＧエンコーダ１７０、圧縮された映像信号を再生表
示のために伸張するＪＰＥＧデコーダ１７１と、ＪＰＥＧデコーダ１７１からの映像信号
を表示する表示部１７５と、映像データ処理装置２００全体の動作を制御するシステム制
御部１８０と、ユーザが操作を行う操作部１９０とを有する。
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【００２４】
　映像信号入力部１００はレンズ、絞り等の光学系およびＣＣＤ等の撮像系の要素を含み
、被写体の光学情報から１６：９のアスペクト比を持つ映像信号を生成する。
【００２５】
　ＪＰＥＧエンコーダ１７０は、所定の画像の特徴を含む領域を検出する注目領域検出部
１６６と、映像信号をＪＰＥＧフォーマットにしたがい圧縮する映像圧縮部１０１とを含
む。映像圧縮部１０１は、映像信号が示す映像の一部の領域を設定する切り出し領域設定
部１０３を含む。
【００２６】
　ＪＰＥＧデコーダ１７１は、圧縮された映像信号に対して伸張処理を行う映像伸張部１
１１を含む。映像伸張部１１１は、再生する映像信号に関連する回転情報を読み出す回転
情報読み出し部１１２を含む。
【００２７】
　表示部１７５は例えば映像データ処理装置２００に取り付けられた液晶表示装置（ＬＣ
Ｄ）である。表示部１７５の画面のアスペクト比は例えば１６：９である。なお、映像デ
ータ処理装置２００は必ずしも表示部１７５を具備する必要はなく、ＪＰＥＧデコーダ１
７１からの映像信号を出力端子を介して外部機器に出力し、外部機器で映像信号を表示し
てもよい。
【００２８】
　操作部１９０は、ユーザが映像データ処理装置に対する操作を行うために必要なキーを
有する。例えば、操作部１９０は上下左右の各方向のキーまたは十字キー、決定キーを有
する。
【００２９】
　システム制御部１８０は、光ディスク１４０へ映像データの記録を実行する記録部１２
０と、データ記録時の動作を制御する記録制御部１６１と、記録媒体１４０に記録された
データの再生を実行する再生部１２１と、データ再生時の動作を制御する再生制御部１６
２とを含む。システム制御部１８０はさらに、連続データ領域検出部１６０と、論理ブロ
ック管理部１６３と、表示領域移動制御部１６７とを含む。連続データ領域検出部１６０
は光ディスク１４０における空き領域を検索する。論理ブロック管理部１６３は、光ディ
スク１４０上の論理ブロックを管理する。表示領域移動制御部１６７は、ユーザ操作にし
たがい、切り出して表示される画像の領域を制御する。
【００３０】
　映像情報の記録媒体である光ディスク１４０は、ＵＤＦファイルシステムでフォーマッ
トされているものとする。空き領域の管理単位であって、領域の割り付け単位でもある論
理ブロックは２ｋバイトとする。
【００３１】
２．動作
　以上のような構成を有する映像データ処理装置の動作について説明する。
【００３２】
２．１　撮影時の記録動作
　静止画映像の撮影時の記録動作について説明する。静止画映像の記録時はシステム制御
部１８０内の記録制御部１６１が主として制御を行う。
【００３３】
　映像信号入力部１００からＪＰＥＧエンコーダ１７０に映像信号が入力される。ＪＰＥ
Ｇエンコーダ１７０において、映像信号入力部１００から入力した映像信号は注目領域検
出部１６６を経由して映像圧縮部１０１に入力される。映像圧縮部１０１は入力映像信号
が示す静止画映像を圧縮符号化してＪＰＥＧストリーム（より厳密には、ＤＣＦ（Design
 rule for Camera File system）規格に準拠したＤＣＦ基本ファイルのストリーム）を生
成し出力する。記録部１２０及び光ピックアップ１４１によりそのＪＰＥＧストリームが
光ディスク１４０に記録される。より詳細には以下のとおりである。
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【００３４】
　ＪＰＥＧエンコーダ１７０において、映像圧縮部１０１は入力映像信号が示す静止画映
像を圧縮符号化してＪＰＥＧストリームを生成するが、その際、注目領域検出部１６６は
、入力映像信号が示す画像において所定の特徴を含む領域を注目領域として検出する。後
にその画像が再生される場合、この注目領域を中心とした領域が表示される。
【００３５】
　本実施形態では、注目領域として人の特徴を示す領域を検出する。すなわち、注目領域
検出部１６６は、入力した映像信号を解析して、肌色の検出、顔の形のパターン認識や、
人の体形のパターン認識を行い、所定の肌色、顔、体形が含まれる領域を注目領域として
検出し、その位置情報を映像圧縮部１０１に出力する。注目領域が検出されなかった場合
、画像の中心部の領域を示すデフォルト値が出力される。
【００３６】
　映像圧縮部１０１の切り出し領域設定部１０３は、注目領域検出部１６６から注目領域
の位置情報を受信し、注目領域が含まれるように画像の切り出し開始位置と切り出し終了
位置を設定する。切り出し開始位置および切り出し終了位置は、ＪＰＥＧ画像の左上角の
座標を（０，０）とする２次元座標（Ｘ，Ｙ）で表現される。切り出し開始位置及び切り
出し終了位置を示す情報を「切り出し位置情報」という。
【００３７】
　一方、回転情報検出部１６５は、映像データ処理装置２００に内蔵されたセンサの出力
に基づき、ユーザが映像データ処理装置２００を横に構えて撮影したのか、縦に構えて撮
影したのかを判定し、その判定結果を回転情報としてＪＰＥＧエンコーダ１７０に送信す
る。なお、以下の説明では、映像データ処理装置２００を横にして撮影した場合に生成さ
れ、横向きに表示されるのが適切な画像（映像）を「横向きの画像（映像）」といい、映
像データ処理装置を縦にして撮影した場合に生成され、縦向きに表示されるのが適切な画
像（映像）を「縦向きの画像（映像）」という。ＪＰＥＧエンコーダ１７０は回転情報検
出部１６５からの回転情報を受けると、映像圧縮部１０１がその回転情報にしたがいＪＰ
ＥＧストリーム内のOrientation情報の値を決定する。
【００３８】
　連続データ領域検出部１６０は、ＪＰＥＧストリームの記録の開始前に、光ディスク１
４０における空き領域を検索する。具体的には、連続データ領域検出部１６０は、論理ブ
ロック管理部１６３で管理される、あらかじめ光ディスク１４０から読出したスペースビ
ットマップを調べて、連続した空き領域を探索する。
【００３９】
　そして、記録部１２０は、光ディスク１４０上の探索された空き領域上にＪＰＥＧスト
リームを記録する。ＪＰＥＧストリームの書き込みが完了すると、ＵＤＦのファイル管理
情報を書き込み、ＤＣＦ基本ファイル（＊．ＪＰＧファイル）の書き込みを完了する。上
述した切り出し位置情報及び回転情報はＤＣＦ基本ファイルの管理情報に書き込まれる。
【００４０】
　ここで、ＤＣＦ基本ファイルのデータ構造について説明する。図２にＤＣＦ基本ファイ
ルのデータ構造を示す。ＤＣＦ基本ファイル５００は、ＳＯＩマーカ５１０、ＡＰＰ１マ
ーカセグメント５２０、ＤＣＦ基本主画像５３０、およびＥＯＩマーカ５４０から構成さ
れる。ＳＯＩマーカ２１０とＡＰＰ１マーカセグメント５２０はＪＰＥＧヘッダとも呼ば
れる。
【００４１】
　ＡＰＰ１マーカセグメント５２０には、０ｔｈＩＦＤタグ５２１、ＥｘｉｆＩＦＤタグ
５２３、Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙタグ５２５、１ｓｔＩＦＤタグ５２７、およ
びサムネイル画像５２９が含まれる。
【００４２】
　Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ情報５２２は、ＪＰＥＧヘッダ内のＡＰＰ１マーカセグメント
５２０内の０ｔｈＩＦＤタグ５２１内に記録される。Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ情報の値の
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「８」は、“ＪＰＥＧ画像の０番目の行が目で見たときの画像の左側、０番目の列が下と
なる”という定義であり、本実施形態では「９０度」の回転を意味する。また、Ｏｒｉｅ
ｎｔａｔｉｏｎ情報の値の「１」は、“ＪＰＥＧ画像の０番目の行が目で見たときの画像
の上（visual top)、０番目の列が左側（visual left-hand side）となる”という定義で
あり、本実施形態では「０度」の回転を意味する。
【００４３】
　切り出し位置情報は、ＥｘｉｆＩＦＤタグ５２３内のメーカノートタグ内に格納される
。
【００４４】
２．２　再生動作
　光ディスク１４０に記録された画像の再生時の動作について説明する。再生時はシステ
ム制御部１８０内の再生制御部１６２が主として制御を行う。
【００４５】
２．２．１　映像表示例
　図３Ａに、本実施形態の映像データ処理装置による、表示部１７５の画面１５０上での
静止画映像の表示例を示す。図３Ａは特に、映像データ処理装置２００を縦方向に構えて
、すなわち映像データ処理装置２００を９０度または２７０度回転させた状態で撮影され
た画像を再生した時の表示例を示す。
【００４６】
　同図に示すように、表示画面１５０上には、再生すべき画像全体を含む全体画像３００
と、再生映像の一部の範囲のみが含まれる画像（以下「切り出し画像」という。）３０１
ａとが表示されている。切り出し画像３０１ａは、全体画像３００の一部を実質的に拡大
した画像となる。同図において破線が示す領域３０１は、切り出し画像３０１ａを含む全
体画像の範囲を示す。このように、本実施形態では、縦方向の再生画像については、再生
画像全体を示す画像３００とともに、再生画像の一部を切り出した画像３０１ａを表示す
る。このようにして切り出された画像は、画像全体を画面内に収まるよう表示させた全体
画像３００に比して、拡大された画像を含む。故に、ユーザは切り出し画像３０１ａを参
照することで、より容易に画像を把握することができる。なお、図３Ａにおいて、破線Ｒ
で囲まれた領域が、注目領域検出部１６６により検出された注目領域に相当する。このよ
うに注目領域が表示の中心となるように切り出し画像３０１ａが表示される。
【００４７】
　画像の回転方向はＪＰＥＧヘッダ内に格納されるOrientation情報を参照することで判
断できる。再生画像が縦向きの画像である場合、アスペクト比１６：９を持つ全体の再生
画像３００とともに切り出し画像３０１ａを表示する。図３Ａの例では、切り出し画像の
アスペクト比は略１：１となっている。
【００４８】
　従来の映像記録装置によれば、縦向きの画像は図６（ａ）に示すように表示されていた
のに対して、本実施形態では図３Ａのように表示されるため、画像の認識性がより向上す
る。
【００４９】
２．２．２　再生動作
　再生時において、再生部１２１は光ディスク１４０に記録されている画像のＤＣＦ基本
ファイルの状況を把握し、最新の、すなわち、最後に記録されたＤＣＦ基本ファイルのフ
ァイル名を選択し、そのＤＣＦ基本ファイルのＪＰＥＧストリーム（データストリーム）
を光ディスク１４０から読み出す。映像伸張部１１１は、読み出されたＪＰＥＧストリー
ムを伸張し、表示部１７５へ出力する。
【００５０】
　具体的には、映像伸張部１１１は、回転情報読み出し部１１２により、ＪＰＥＧストリ
ーム中のＪＰＥＧヘッダからOrientation情報を読み出す。Orientation情報が「９０度」
または「２７０度」を示す場合、すなわち、再生画像が縦向きの場合、映像伸張部１１１
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は、ＪＰＥＧヘッダから切り出し位置情報を読み出し、読み出した切り出し位置情報に基
づき、図６（ａ）に示すような切り出し画像の切り出し位置を設定する。そして、映像伸
張部１１１は、図６（ａ）のように表示されるように、ＪＰＥＧストリームを９０度また
は２７０度回転させて表示用画像信号を生成する。一方、Orientation情報が「０度」を
示す場合、すなわち、再生画像が横向きの場合、映像伸張部１１１は、図６（ｂ）のよう
に表示されるように、ＪＰＥＧストリームを回転させずに表示用画像信号を生成する。
【００５１】
　以上のように、本実施形態では、静止画映像を再生する際、ＪＰＥＧデコーダ１７１は
、Orientation情報が０度の場合は、図６（ｂ）の様に表示を行い、９０度または２７０
度の場合は、図３Ａのように表示を行う。この処理により、縦向きの画像であっても、一
部が拡大されて表示されることから、画像の認識が容易となる。
【００５２】
　なお、画像表示時において、最初に切り出し画像が表示された後、切り出し画像を自動
的に一旦上方向にスクロールした後に下方向にスクロールし、その後再度上方向にスクロ
ールさせて、最初の表示状態へ復帰する様にしても良い。このような表示方法でも、ユー
ザは、拡大された画像により画像の全体を把握できるため、画像の認識が容易となる。
【００５３】
２．２．３　切り出し領域の移動
　本実施形態の映像データ処理装置は、図３Ａに示すように表示画面１５０上にＪＰＥＧ
ストリームが一旦表示された状態で、操作部１９０を介したユーザ操作により、切り出し
画像３０１ａを上下左右方向にスクロールまたは移動させることが可能である。この際、
画面移動の制御を行うのが表示領域移動制御部１６７である。
【００５４】
　表示画面１５０上に図３Ａに示すように全体画像３００及び切り出し画像３０１ａが表
示されている場合に、ユーザにより操作部１９０で上方向キーまたは下方向キーが押下さ
れると、切り出し画像３０１ａが、押下されたキーに応じた方向にスクロールされる（図
３Ｂ参照）。表示領域移動制御部１６７は、切り出し画像３０１ａが押下されたキーに応
じた方向にスクロール表示される様にＪＰＥＧデコーダ１７１に指示する。
【００５５】
　ユーザは、切り出し画像３０１ａが所望のものになったときに、その領域を新たに切り
出し領域に設定するために、操作部１９０上の決定ボタンを押下する。この操作を受け、
表示領域移動制御部１６７は、表示されている切り出し画像３０１ａの位置から、切り出
し位置情報を設定する。記録制御部１６１は、切り出し位置情報が、再生されている画像
のＤＣＦ基本ファイルのＥｘｉｆＩＦＤタグ５２３内のメーカノートタグ内に含まれるよ
うに、ＤＣＦ基本ファイルを書き換える。このように、ユーザにより新たに設定された切
り出し位置情報を保存しておき、次の再生時に参照することで、ユーザの好みに応じた切
り出し画像の自動表示が可能となる。
【００５６】
３．まとめ
　以上のように、本実施形態では、撮像装置を縦向きに構えて撮影された画像、すなわち
縦向きの画像について、それを再生する際には、その画像の一部を切り出して表示する。
これにより、従来では横長の画面上において比較的小さな画像として表示されていた縦向
きの画像を、一部ではあるが、より大きく表示することが可能となり、ユーザによる視認
性を向上することができる。
【００５７】
（実施の形態２）
　実施の形態１では、記録時に注目領域を抽出したが、本実施形態では、再生時に注目領
域を検出する。
【００５８】
　図４に本実施形態の映像データ処理装置の構成を示す。本実施形態の映像データ処理装
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置２００ｂは、注目領域検出部１６８をＪＰＥＧデコーダ１７１ｂ内に設け、映像伸張部
１１１ｂが切り出し領域設定部を含む点が実施の形態１のものと異なる。さらに、映像デ
ータ処理装置２００ｂは、システム制御部１８０ｂが表示領域移動制御部１６７を有して
いない点が実施の形態１のものと異なる。
【００５９】
　記録時の動作は、ＪＰＥＧエンコーダ１７０ｂにおいて注目領域を検出しない点以外は
基本的に実施の形態１の場合と同様である。
【００６０】
　再生時において、注目領域検出部１６８は映像伸張部１１１ｂから映像情報を受け取り
、注目領域の検出を行う。注目領域検出部１６８は、その検出結果を映像伸張部１１１ｂ
へ通知する。映像伸張部１１１ｂは、切り出し領域設定部１０３により注目領域検出部１
６８からの注目領域の情報に基づき切り出し領域を設定し、切り出し画像を表示するため
の映像信号を生成する。
【００６１】
　なお、注目領域検出部１６８は、再生画像が縦向きの画像である場合にのみ動作を開始
する。その他の構成、動作は実施の形態１の場合と同様である。
【００６２】
　本実施形態によれば、記録時に注目領域を検出する場合に比して、ＪＰＥＧストリーム
中に切り出し開始位置情報を持たないＤＣＦ基本ファイルに対応できるという利点がある
。
【００６３】
（変形例）
　上記の実施形態において以下の変形例が考えられる。
【００６４】
　（１）上記の実施の形態では、アスペクト比１６：９の映像を記録して、アスペクト比
１６：９のモニタで表示する場合を説明したが、アスペクト比はこの値に限らない。例え
ば、アスペクト比３：２の映像を記録して、１６：９のモニタで表示する場合であっても
良い。
【００６５】
　（２）上記実施の形態では、ＤＣＦ基本ファイルの記録例を説明しが、映像フォーマッ
トは他のフォーマットでもよい。例えば、Ｅｘｉｆ（Exchangeable Image File Format）
画像ファイルやＴＩＦＦ（Tagged Image File Format）画像ファイルでも良い。また、Ｍ
ＰＥＧシステムストリームやＱｕｉｃｋＴｉｍｅストリームを含む動画ストリームファイ
ルであっても良い。
【００６６】
　（３）上記実施の形態では、画素アスペクト比（Pixel Aspect Ratio）は、ＤＣＦに準
拠したため正方画素を前提としたが、長方画素であっても良い。
【００６７】
　（４）上記の実施の形態では、データストリーム等を格納する記録媒体は取り外し可能
な光ディスクとしたが、取り外し可能なメディアである必要は無い。非可換メディア、例
えば映像データ処理装置に内蔵されたハードディスク（ＨＤＤ）であってもよい。また、
映像を保存する記録媒体と映像データ処理装置がネットワーク接続されていても良い。
【００６８】
　（５）上記の実施の形態において、光ディスクには、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＭＯ、ＤＶＤ－
Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ、ＤＶＤ＋Ｒ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＢＤ－ＲＥ、Ｂ
Ｄ－Ｒ、ＨＤ－ＤＶＤ等の光ディスクが含まれる。また、記録媒体として光ディスクの代
わりに、メモリカード、フラッシュメモリ、ＦｅＲＡＭ、ＭＲＡＭ等の半導体メモリや、
ハードディスクを使用しても良い。
【００６９】
　（６）上記の実施の形態では、ＵＤＦファイルシステムを採用したが、ＵＤＦファイル
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システムのバージョンは１．５、２．０、２．０１、２．５、２．６のいずれであっても
良い。特に、バージョン２．６は追記型(write-once type)メディアにおいてファイル管
理データの書き込み処理を不要とするものであり有用である。ＵＤＦファイルシステムの
代わりに、同様な構成であれば異なるファイルシステムを採用しても良い。
【００７０】
　（７）図１、図４、５で示す各機能ブロックは半導体集積回路（Large Scale Integrat
ed Circuit；ＬＳＩ）のチップとして実現されてもよい。これらは個別に１チップ化され
てもよいし、一部または全ての機能ブロックを含むように１チップ化されてもよい。例え
ば、図１においては、ＪＰＥＧエンコーダ１７０とシステム制御部１８０とは別個の機能
ブロックとして示されている。これらをそれぞれ別個の半導体チップとして実装してもよ
いし、物理的に同一のチップ内に実現してもよい。また、システム制御部１８０、ＪＰＥ
Ｇエンコーダ１７０およびＪＰＥＧデコーダ１７１の機能を集積化して、１つのチップ回
路で実現してもよい。この場合、符号化（圧縮）または復号化（伸張）の対象となるデー
タを格納するメモリは集積化の対象から除外しても良い。
【００７１】
　上述の集積回路は集積度の違いにより、ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウル
トラＬＳＩと呼称されることもある。集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専
用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可
能なＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設
定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサ（reconfigurable processor）を利
用してもよい。
【００７２】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。例えば、
バイオテクノロジを利用したいわゆるバイオ素子として集積化を行ってもよい。
【００７３】
　（８）上述の映像データ処理装置の機能は、プログラムＲＯＭ等に格納されたコンピュ
ータプログラムをＣＰＵやＭＰＵが実行することによっても実現することができる。
【００７４】
　（９）上記実施の形態では、再生時に切り出し開始位置情報および切り出し終了位置情
報を参照するものとしたが、参照しないで、あらかじめ、切り出し位置を画像の中央部等
に決めておいても良いことは言うまでも無い。
【００７５】
　（１０）上記実施の形態では、全体画像３００と切り出し画像３０１ａの双方が同時に
表示されるものとしたが、一旦全体画像３００のみを表示後、所定時間経過後（例えば、
数秒後）に、切り出し画像３０１ａのみを表示するようにしても良い。表示順はその逆で
も良い。その後、全体画像３００と切り出し画像３０１ａを交互に表示させてもよいし、
全体画像３００と切り出し画像３０１ａを同時に表示させてもよい。
【００７６】
　（１１）上記の実施形態の場合、再生画像が縦向きの場合に、全体画像３００と一部が
切り出された切り出し画像３０１ａの双方が同時に表示されているが、切り出し画像３０
１ａのみが表示されてもよい。切り出し画像３０１ａは拡大された画像を含むことから、
切り出し画像３０１ａのみでも、画像の認識が容易となるからである。その場合、ユーザ
が切り出し領域を操作部１９０の十字キー操作によって新たに設定した場合は、新たに設
定された切り出し領域情報をＤＣＦ基本ファイル内のユーザノート内に保存しても良い。
【００７７】
　（１２）上記の実施の形態において、静止画データを含むＪＰＥＧストリームの記録、
再生の例を説明したが、ＭＰＥＧ－２ビデオストリーム、ＭＰＥＧ－４ビデオストリーム
やＭＰＥＧ－４ＡＶＣ（Ｈ．２６４）ストリーム等の動画を含むものであっても本発明の
思想は同様に適用できる。すなわち、図３Ａに示すように、再生する動画が縦向きである
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表す場合の映像データ処理装置の構成を示す。同図に示す映像データ処理装置は、図１に
示す構成においてＪＰＥＧエンコーダ及びＪＰＥＧデコーダの代わりに動画データの圧縮
、伸張が可能なＭＰＥＧエンコーダ１７０ｃ及びＭＰＥＧデコーダ１７１ｃを備えている
。さらに、動画の場合、注目領域に応じて切り出し画像を決定すると、切り出し画像が画
面内で顕著に変動する場合があるので、図５の構成では、注目領域検出部は備えていない
。
【００７８】
　（１３）上記の実施の形態では、切り出し画像の表示時に、ユーザ操作による切り出し
画像の移動を可能としていたが、さらに、切り出し画像の表示倍率を任意に変更できるよ
うにしてもよい。この場合、ユーザにより設定された倍率の情報を、ＤＣＦ基本ファイル
のＪＰＥＧヘッダ内に保持しておき、次の再生時に参照するようにしてもよい。これによ
り、ユーザの好みに応じた切り出し画像の自動表示が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、記録された縦向きの画像について、その再生時に、その画像の一部を切り出
した画像を表示可能とし、これにより、ワイド画面上に縦向きの画像を表示したときのユ
ーザの視認性を向上できることから、デジタルスチルカメラ、カムコーダ、カメラ付き携
帯電話のような、映像を撮影し記録媒体に記録可能な装置に有用である。
【００８０】
　本発明は、特定の実施形態について説明されてきたが、当業者にとっては他の多くの変
形例、修正、他の利用が明らかである。それゆえ、本発明は、ここでの特定の開示に限定
されず、添付の請求の範囲によってのみ限定され得る。なお、本出願は日本国特許出願、
特願２００５－３１０７５４号（２００５年１０月２６日提出）に関連し、それらの内容
は引用することにより本文中に組み入れられる。
【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】 【図５】



(15) JP WO2007/049449 A1 2007.5.3

【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成20年5月9日(2008.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像情報と、該映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報とが記録された
記録媒体から、前記映像情報を再生する映像再生装置であって、
　前記記録媒体から映像情報を読み出す読み出し部と、
　前記記録媒体から前記映像情報の回転情報を読み出す回転情報読み出し部と、
　前記読み出した映像情報及び回転情報に基づいて映像信号を生成する復号部とを有し、
　前記復号部は、前記回転情報が、前記映像情報が示す映像が縦長であることを示す場合
に、前記読み出した映像情報が示す映像の一部を含む切り出し映像が表示されるように前
記映像信号を生成する、ことを特徴とする映像再生装置。
【請求項２】
　前記復号部はさらに、前記回転情報が、前記映像情報が示す映像が縦長であることを示
す場合に、前記読み出した映像情報が示す映像の全体を含む全体映像を、前記切り出し映
像と同時に表示するように、前記映像信号を生成する、ことを特徴とする請求項１記載の
映像再生装置。
【請求項３】
　前記復号部はさらに、前記回転情報が、前記映像情報が示す映像が縦長であることを示
す場合に、前記読み出した映像情報が示す映像の全体を含む全体映像を、前記切り出し映
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像と時間的にずらせて表示するように、前記映像信号を生成する、ことを特徴とする請求
項１記載の映像再生装置。
【請求項４】
　前記記録媒体には前記映像情報の切り出し領域に関する情報が格納されており、
　前記復号部は、前記記録媒体から前記切り出し映像の領域に関する情報を読み出し、そ
の情報にしたがい前記切り出し映像の領域を設定する、
ことを特徴とする請求項１記載の映像再生装置。
【請求項５】
　前記切り出し領域は、前記映像情報に含まれる肌色領域、顔領域、及び人が写っている
領域のうちの少なくとも１つを含む、ことを特徴とする請求項４記載の映像再生装置。
【請求項６】
　ユーザ操作にしたがい前記切り出し映像の領域の移動情報が入力される操作部と、
　前記操作部上での移動情報にしたがい前記切り出し映像の領域の移動を制御する表示領
域移動部と、
　ユーザ操作により決定された前記切り出し映像の領域に関する情報を前記記録媒体に格
納する記録部と
をさらに備えたことを特徴とする請求項４記載の映像再生装置。
【請求項７】
　前記映像情報は１６：９のアスペクト比を有することを特徴とする請求項１記載の映像
再生装置。
【請求項８】
　映像情報を入力する入力部と、
　前記映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報を検出する回転情報検出部
と、
　前記映像情報の一部の領域であって、前記映像情報が示す映像が縦向きである場合に再
生時に表示される領域である切り出し領域を設定する領域設定部と、
　前記映像情報と、前記回転情報と、前記切り出し領域に関する情報とをそれぞれ関連づ
けて記録媒体に記録する記録部と
を有する、ことを特徴とする映像記録装置。
【請求項９】
　映像情報と、該映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報とが記録された
記録媒体から、前記映像情報を再生する方法であって、
　前記記録媒体から映像情報を読み出すステップと、
　前記記録媒体から前記映像情報の回転情報を読み出すステップと、
　前記読み出した映像情報及び回転情報に基づいて映像信号を生成するステップとを有し
、
　前記映像信号を生成するステップにおいて、前記回転情報が、前記映像情報が示す映像
が縦長であることを示す場合に、前記読み出した映像情報が示す映像の一部を含む切り出
し映像が表示されるように前記映像信号を生成する、
ことを特徴とする映像再生方法。
【請求項１０】
　映像情報を入力するステップと、
　前記映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報を検出するステップと、
　前記映像情報の一部の領域であって、前記映像情報が示す映像が縦向きである場合に再
生時に表示される領域である切り出し領域を設定するステップと、
　前記映像情報と、前記回転情報と、前記切り出し領域に関する情報とをそれぞれ関連づ
けて記録媒体に記録するステップと
を有する、ことを特徴とする映像記録方法。
【請求項１１】
　映像情報と、該映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報とが記録された
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記録媒体から、前記映像情報を再生するための半導体集積回路であって、
　記録媒体から映像情報を読み出す読み出し部と、
　前記記録媒体から前記映像情報の回転情報を読み出す回転情報読み出し部と、
　前記読み出した映像情報及び回転情報に基づいて映像信号を生成する復号部とを有し、
　前記復号部は、前記回転情報が、前記映像情報が示す映像が縦長であることを示す場合
に、前記読み出した映像情報が示す映像の一部を含む切り出し映像が表示されるように前
記映像信号を生成する、ことを特徴とする映像再生用半導体集積回路。
【請求項１２】
　映像情報を入力する入力部と、
　前記映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを示す回転情報を検出する回転情報検出部
と、
　前記映像情報の一部の領域であって、前記映像情報が示す映像が縦向きである場合に再
生時に表示される領域である切り出し領域を設定する領域設定部と、
　前記映像情報と、前記回転情報と、前記切り出し領域に関する情報とをそれぞれ関連づ
けて記録媒体に記録する記録部と
を有する、ことを特徴とする映像記録用半導体集積回路。
【請求項１３】
　請求項９記載の映像再生方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１４】
　請求項１０記載の映像記録方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像を記録及び／または再生する装置（例えばデジタルスチルカメラやカム
コーダ）に関し、特に、映像撮影時に記録装置を回転させて撮影された映像の記録方法、
再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＤＶＤやＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）等の光ディスクや、ハードディスク等の磁
気ディスクや、半導体メモリ等の記録媒体に、撮影された映像および音声をデジタルデー
タとして書き込み、保存できるデジタル機器（カムコーダ、デジタルスチルカメラ、カメ
ラ付き携帯電話等）の普及が進んでいる。
【０００３】
　また、デジタル放送や、家庭用ＴＶのハイビジョン化に伴い、撮影される動画像のアス
ペクト比は４：３から１６：９へシフトしている。また、デジタルスチルカメラにおいて
も、４：３だけではなく１６：９のアスペクト比を持つハイビジョンサイズで撮影可能な
デジタルスチルカメラが発売されている。
【０００４】
　これらの画像をハイビジョンデジタル放送対応の家庭用ＴＶに表示させる場合、フル画
面で１６：９の映像が表示される。
【０００５】
　ところで、例えばデジタルカメラで映像を撮影する場合、その使用態様として、カメラ
を横（通常の使用方向）に構える場合、または、カメラの右横側を上にして縦（９０度回
転）に構える場合、もしくはカメラの左横側を上にして縦（２７０度回転）に構える場合
がある。特に、カメラを縦に構えて撮影する場合、カメラの内蔵センサはユーザが縦にカ
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メラを構えて撮影したことを検出し、撮影画像データとして記録されるＪＰＥＧファイル
のファイルヘッダ内に、カメラの傾きを示す９０度又は２７０度に相当する値をOrientat
ion情報として記録する。
【０００６】
　その後、デジタルカメラでＪＰＥＧファイルを再生する場合、記録されたＪＰＥＧファ
イルのファイルヘッダ内のOrientation情報が参照され、Orientation情報が示す傾きに応
じた方向で画像が表示される。例えば、Orientation情報に９０度の値が記録されていれ
ば、カメラ本体に取り付けられている液晶モニタ上に、図６（ａ）に示すように、アスペ
クト比１６：９の表示画面１５０において、アスペクト比１６：９の再生画像４００が縦
向きに表示される。デジタルカメラのアナログ信号出力を家庭用ＴＶに接続する場合も同
様の表示となる。一方、Orientation情報に０度の値が記録されていれば、液晶モニタ上
には、図６（ｂ）に示すように再生画像４００が横向きに表示される。
【０００７】
　なお、特許文献１には、関連技術としてアスペクト比１６：９のモニタ画面にアスペク
ト比４：３の静止画像を表示する例がある。
【特許文献１】特開２００５－１７３４７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図６（ａ）に示すように、縦にカメラを構えて撮影したアスペクト比１６：９の映像を
、アスペクト比１６：９のＴＶまたはアスペクト比１６：９の液晶モニタ等で再生する場
合、映像が著しく小さくなって、映像を確認しにくいという問題点があった。
【０００９】
　本発明は上記課題を解決すべくなされたものであり、その目的とするところは、デジタ
ルカメラを縦に構えて撮影した映像について再生時の視認性を向上できる映像再生装置及
び再生方法並びに映像記録装置及び記録方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様において、映像情報と、映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを
示す回転情報とが記録された記録媒体から、映像情報を再生する映像再生装置が提供され
る。その映像再生装置は、記録媒体から映像情報を読み出す読み出し部と、記録媒体から
映像情報の回転情報を読み出す回転情報読み出し部と、読み出した映像情報及び回転情報
に基づいて映像信号を生成する復号部とを有する。復号部は、回転情報が、映像情報が示
す映像が縦長であることを示す場合に、読み出した映像情報が示す映像の一部を含む切り
出し映像が表示されるように、映像信号を生成する。
【００１１】
　本発明の第２の態様において、映像情報を入力する入力部と、映像情報が示す映像が縦
向きか横向きかを示す回転情報を検出する回転情報検出部と、映像情報の一部の領域であ
って、映像情報が示す映像が縦向きである場合に再生時に表示される領域である切り出し
領域を設定する領域設定部と、映像情報と、回転情報と、切り出し領域に関する情報とを
それぞれ関連づけて記録媒体に記録する記録部とを有する映像記録装置が提供される。
【００１２】
　本発明の第３の態様において、映像情報と、映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを
示す回転情報とが記録された記録媒体から、映像情報を再生する方法が提供される。その
映像再生方法は、記録媒体から映像情報を読み出すステップと、記録媒体から映像情報の
回転情報を読み出すステップと、読み出した映像情報及び回転情報に基づいて映像信号を
生成するステップとを有する。映像信号を生成するステップにおいて、回転情報が、映像
情報が示す映像が縦長であることを示す場合に、読み出した映像情報が示す映像の一部を
含む切り出し映像が表示されるように映像信号を生成する。
【００１３】
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　本発明の第４の態様において、映像情報を入力するステップと、映像情報が示す映像が
縦向きか横向きかを示す回転情報を検出するステップと、映像情報の一部の領域であって
、映像情報が示す映像が縦向きである場合に再生時に表示される領域である切り出し領域
を設定するステップと、映像情報と、回転情報と、切り出し領域に関する情報とをそれぞ
れ関連づけて記録媒体に記録するステップとを有する映像記録方法が提供される。
【００１４】
　本発明の第５の態様において、映像情報と、映像情報が示す映像が縦向きか横向きかを
示す回転情報とが記録された記録媒体から、映像情報を再生する映像再生用半導体装置が
提供される。その半導体装置は、記録媒体から映像情報を読み出す読み出し部と、記録媒
体から映像情報の回転情報を読み出す回転情報読み出し部と、読み出した映像情報及び回
転情報に基づいて映像信号を生成する復号部とを有する。復号部は、回転情報が、映像情
報が示す映像が縦長であることを示す場合に、読み出した映像情報が示す映像の一部を含
む切り出し映像が表示されるように、映像信号を生成する。
【００１５】
　本発明の第６の態様において、映像情報を入力する入力部と、映像情報が示す映像が縦
向きか横向きかを示す回転情報を検出する回転情報検出部と、映像情報の一部の領域であ
って、映像情報が示す映像が縦向きである場合に再生時に表示される領域である切り出し
領域を設定する領域設定部と、映像情報と、回転情報と、切り出し領域に関する情報とを
それぞれ関連づけて記録媒体に記録する記録部とを有する映像記録用半導体装置が提供さ
れる。
【００１６】
　本発明のさらなる別の態様において、上記再生方法、記録方法をコンピュータに実行さ
せるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、縦向きの映像の再生時に、その映像の一部を切り出した映像を表示する。こ
のようにして表示される切り出し映像は、映像全体を画面上収まるよう表示した場合に比
して、拡大された映像となるため、ユーザの視認性をより向上できる。
【００１８】
　さらに、切り出し映像に加えてさらに全体映像を表示させてもよく、これにより、映像
全体のイメージの把握がよりし易くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、添付の図面を参照して、本発明に係る映像再生装置及び映像記録装置の実施の形
態を説明する。
【００２０】
（実施の形態１）
１．構成
１．１　映像データ処理装置の構成
　図１は、本発明の実施の形態１における映像データ処理装置の構成を示すブロック図で
ある。本実施の形態による映像データ処理装置２００は映像（動画、静止画を含む）の記
録及び再生機能を有し、例えばデジタルスチルカメラ、カムコーダ、カメラ付き携帯電話
である。なお、以下では、映像信号が静止画を示す場合の映像データ処理装置の処理につ
いて説明する。
【００２１】
　映像データ処理装置２００は、撮影された映像信号を入力する映像信号入力部１００と
、入力した映像信号を圧縮するＪＰＥＧエンコーダ１７０、圧縮された映像信号を再生表
示のために伸張するＪＰＥＧデコーダ１７１と、ＪＰＥＧデコーダ１７１からの映像信号
を表示する表示部１７５と、映像データ処理装置２００全体の動作を制御するシステム制
御部１８０と、ユーザが操作を行う操作部１９０とを有する。
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【００２２】
　映像信号入力部１００はレンズ、絞り等の光学系およびＣＣＤ等の撮像系の要素を含み
、被写体の光学情報から１６：９のアスペクト比を持つ映像信号を生成する。
【００２３】
　ＪＰＥＧエンコーダ１７０は、所定の画像の特徴を含む領域を検出する注目領域検出部
１６６と、映像信号をＪＰＥＧフォーマットにしたがい圧縮する映像圧縮部１０１とを含
む。映像圧縮部１０１は、映像信号が示す映像の一部の領域を設定する切り出し領域設定
部１０３を含む。
【００２４】
　ＪＰＥＧデコーダ１７１は、圧縮された映像信号に対して伸張処理を行う映像伸張部１
１１を含む。映像伸張部１１１は、再生する映像信号に関連する回転情報を読み出す回転
情報読み出し部１１２を含む。
【００２５】
　表示部１７５は例えば映像データ処理装置２００に取り付けられた液晶表示装置（ＬＣ
Ｄ）である。表示部１７５の画面のアスペクト比は例えば１６：９である。なお、映像デ
ータ処理装置２００は必ずしも表示部１７５を具備する必要はなく、ＪＰＥＧデコーダ１
７１からの映像信号を出力端子を介して外部機器に出力し、外部機器で映像信号を表示し
てもよい。
【００２６】
　操作部１９０は、ユーザが映像データ処理装置に対する操作を行うために必要なキーを
有する。例えば、操作部１９０は上下左右の各方向のキーまたは十字キー、決定キーを有
する。
【００２７】
　システム制御部１８０は、光ディスク１４０へ映像データの記録を実行する記録部１２
０と、データ記録時の動作を制御する記録制御部１６１と、記録媒体１４０に記録された
データの再生を実行する再生部１２１と、データ再生時の動作を制御する再生制御部１６
２とを含む。システム制御部１８０はさらに、連続データ領域検出部１６０と、論理ブロ
ック管理部１６３と、表示領域移動制御部１６７とを含む。連続データ領域検出部１６０
は光ディスク１４０における空き領域を検索する。論理ブロック管理部１６３は、光ディ
スク１４０上の論理ブロックを管理する。表示領域移動制御部１６７は、ユーザ操作にし
たがい、切り出して表示される画像の領域を制御する。
【００２８】
　映像情報の記録媒体である光ディスク１４０は、ＵＤＦファイルシステムでフォーマッ
トされているものとする。空き領域の管理単位であって、領域の割り付け単位でもある論
理ブロックは２ｋバイトとする。
【００２９】
２．動作
　以上のような構成を有する映像データ処理装置の動作について説明する。
【００３０】
２．１　撮影時の記録動作
　静止画映像の撮影時の記録動作について説明する。静止画映像の記録時はシステム制御
部１８０内の記録制御部１６１が主として制御を行う。
【００３１】
　映像信号入力部１００からＪＰＥＧエンコーダ１７０に映像信号が入力される。ＪＰＥ
Ｇエンコーダ１７０において、映像信号入力部１００から入力した映像信号は注目領域検
出部１６６を経由して映像圧縮部１０１に入力される。映像圧縮部１０１は入力映像信号
が示す静止画映像を圧縮符号化してＪＰＥＧストリーム（より厳密には、ＤＣＦ（Design
 rule for Camera File system）規格に準拠したＤＣＦ基本ファイルのストリーム）を生
成し出力する。記録部１２０及び光ピックアップ１４１によりそのＪＰＥＧストリームが
光ディスク１４０に記録される。より詳細には以下のとおりである。
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【００３２】
　ＪＰＥＧエンコーダ１７０において、映像圧縮部１０１は入力映像信号が示す静止画映
像を圧縮符号化してＪＰＥＧストリームを生成するが、その際、注目領域検出部１６６は
、入力映像信号が示す画像において所定の特徴を含む領域を注目領域として検出する。後
にその画像が再生される場合、この注目領域を中心とした領域が表示される。
【００３３】
　本実施形態では、注目領域として人の特徴を示す領域を検出する。すなわち、注目領域
検出部１６６は、入力した映像信号を解析して、肌色の検出、顔の形のパターン認識や、
人の体形のパターン認識を行い、所定の肌色、顔、体形が含まれる領域を注目領域として
検出し、その位置情報を映像圧縮部１０１に出力する。注目領域が検出されなかった場合
、画像の中心部の領域を示すデフォルト値が出力される。
【００３４】
　映像圧縮部１０１の切り出し領域設定部１０３は、注目領域検出部１６６から注目領域
の位置情報を受信し、注目領域が含まれるように画像の切り出し開始位置と切り出し終了
位置を設定する。切り出し開始位置および切り出し終了位置は、ＪＰＥＧ画像の左上角の
座標を（０，０）とする２次元座標（Ｘ，Ｙ）で表現される。切り出し開始位置及び切り
出し終了位置を示す情報を「切り出し位置情報」という。
【００３５】
　一方、回転情報検出部１６５は、映像データ処理装置２００に内蔵されたセンサの出力
に基づき、ユーザが映像データ処理装置２００を横に構えて撮影したのか、縦に構えて撮
影したのかを判定し、その判定結果を回転情報としてＪＰＥＧエンコーダ１７０に送信す
る。なお、以下の説明では、映像データ処理装置２００を横にして撮影した場合に生成さ
れ、横向きに表示されるのが適切な画像（映像）を「横向きの画像（映像）」といい、映
像データ処理装置を縦にして撮影した場合に生成され、縦向きに表示されるのが適切な画
像（映像）を「縦向きの画像（映像）」という。ＪＰＥＧエンコーダ１７０は回転情報検
出部１６５からの回転情報を受けると、映像圧縮部１０１がその回転情報にしたがいＪＰ
ＥＧストリーム内のOrientation情報の値を決定する。
【００３６】
　連続データ領域検出部１６０は、ＪＰＥＧストリームの記録の開始前に、光ディスク１
４０における空き領域を検索する。具体的には、連続データ領域検出部１６０は、論理ブ
ロック管理部１６３で管理される、あらかじめ光ディスク１４０から読出したスペースビ
ットマップを調べて、連続した空き領域を探索する。
【００３７】
　そして、記録部１２０は、光ディスク１４０上の探索された空き領域上にＪＰＥＧスト
リームを記録する。ＪＰＥＧストリームの書き込みが完了すると、ＵＤＦのファイル管理
情報を書き込み、ＤＣＦ基本ファイル（＊．ＪＰＧファイル）の書き込みを完了する。上
述した切り出し位置情報及び回転情報はＤＣＦ基本ファイルの管理情報に書き込まれる。
【００３８】
　ここで、ＤＣＦ基本ファイルのデータ構造について説明する。図２にＤＣＦ基本ファイ
ルのデータ構造を示す。ＤＣＦ基本ファイル５００は、ＳＯＩマーカ５１０、ＡＰＰ１マ
ーカセグメント５２０、ＤＣＦ基本主画像５３０、およびＥＯＩマーカ５４０から構成さ
れる。ＳＯＩマーカ２１０とＡＰＰ１マーカセグメント５２０はＪＰＥＧヘッダとも呼ば
れる。
【００３９】
　ＡＰＰ１マーカセグメント５２０には、０ｔｈＩＦＤタグ５２１、ＥｘｉｆＩＦＤタグ
５２３、Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙタグ５２５、１ｓｔＩＦＤタグ５２７、およ
びサムネイル画像５２９が含まれる。
【００４０】
　Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ情報５２２は、ＪＰＥＧヘッダ内のＡＰＰ１マーカセグメント
５２０内の０ｔｈＩＦＤタグ５２１内に記録される。Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ情報の値の
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「８」は、“ＪＰＥＧ画像の０番目の行が目で見たときの画像の左側、０番目の列が下と
なる”という定義であり、本実施形態では「９０度」の回転を意味する。また、Ｏｒｉｅ
ｎｔａｔｉｏｎ情報の値の「１」は、“ＪＰＥＧ画像の０番目の行が目で見たときの画像
の上（visual top)、０番目の列が左側（visual left-hand side）となる”という定義で
あり、本実施形態では「０度」の回転を意味する。
【００４１】
　切り出し位置情報は、ＥｘｉｆＩＦＤタグ５２３内のメーカノートタグ内に格納される
。
【００４２】
２．２　再生動作
　光ディスク１４０に記録された画像の再生時の動作について説明する。再生時はシステ
ム制御部１８０内の再生制御部１６２が主として制御を行う。
【００４３】
２．２．１　映像表示例
　図３Ａに、本実施形態の映像データ処理装置による、表示部１７５の画面１５０上での
静止画映像の表示例を示す。図３Ａは特に、映像データ処理装置２００を縦方向に構えて
、すなわち映像データ処理装置２００を９０度または２７０度回転させた状態で撮影され
た画像を再生した時の表示例を示す。
【００４４】
　同図に示すように、表示画面１５０上には、再生すべき画像全体を含む全体画像３００
と、再生映像の一部の範囲のみが含まれる画像（以下「切り出し画像」という。）３０１
ａとが表示されている。切り出し画像３０１ａは、全体画像３００の一部を実質的に拡大
した画像となる。同図において破線が示す領域３０１は、切り出し画像３０１ａを含む全
体画像の範囲を示す。このように、本実施形態では、縦方向の再生画像については、再生
画像全体を示す画像３００とともに、再生画像の一部を切り出した画像３０１ａを表示す
る。このようにして切り出された画像は、画像全体を画面内に収まるよう表示させた全体
画像３００に比して、拡大された画像を含む。故に、ユーザは切り出し画像３０１ａを参
照することで、より容易に画像を把握することができる。なお、図３Ａにおいて、破線Ｒ
で囲まれた領域が、注目領域検出部１６６により検出された注目領域に相当する。このよ
うに注目領域が表示の中心となるように切り出し画像３０１ａが表示される。
【００４５】
　画像の回転方向はＪＰＥＧヘッダ内に格納されるOrientation情報を参照することで判
断できる。再生画像が縦向きの画像である場合、アスペクト比１６：９を持つ全体の再生
画像３００とともに切り出し画像３０１ａを表示する。図３Ａの例では、切り出し画像の
アスペクト比は略１：１となっている。
【００４６】
　従来の映像記録装置によれば、縦向きの画像は図６（ａ）に示すように表示されていた
のに対して、本実施形態では図３Ａのように表示されるため、画像の認識性がより向上す
る。
【００４７】
２．２．２　再生動作
　再生時において、再生部１２１は光ディスク１４０に記録されている画像のＤＣＦ基本
ファイルの状況を把握し、最新の、すなわち、最後に記録されたＤＣＦ基本ファイルのフ
ァイル名を選択し、そのＤＣＦ基本ファイルのＪＰＥＧストリーム（データストリーム）
を光ディスク１４０から読み出す。映像伸張部１１１は、読み出されたＪＰＥＧストリー
ムを伸張し、表示部１７５へ出力する。
【００４８】
　具体的には、映像伸張部１１１は、回転情報読み出し部１１２により、ＪＰＥＧストリ
ーム中のＪＰＥＧヘッダからOrientation情報を読み出す。Orientation情報が「９０度」
または「２７０度」を示す場合、すなわち、再生画像が縦向きの場合、映像伸張部１１１
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は、ＪＰＥＧヘッダから切り出し位置情報を読み出し、読み出した切り出し位置情報に基
づき、図６（ａ）に示すような切り出し画像の切り出し位置を設定する。そして、映像伸
張部１１１は、図６（ａ）のように表示されるように、ＪＰＥＧストリームを９０度また
は２７０度回転させて表示用画像信号を生成する。一方、Orientation情報が「０度」を
示す場合、すなわち、再生画像が横向きの場合、映像伸張部１１１は、図６（ｂ）のよう
に表示されるように、ＪＰＥＧストリームを回転させずに表示用画像信号を生成する。
【００４９】
　以上のように、本実施形態では、静止画映像を再生する際、ＪＰＥＧデコーダ１７１は
、Orientation情報が０度の場合は、図６（ｂ）の様に表示を行い、９０度または２７０
度の場合は、図３Ａのように表示を行う。この処理により、縦向きの画像であっても、一
部が拡大されて表示されることから、画像の認識が容易となる。
【００５０】
　なお、画像表示時において、最初に切り出し画像が表示された後、切り出し画像を自動
的に一旦上方向にスクロールした後に下方向にスクロールし、その後再度上方向にスクロ
ールさせて、最初の表示状態へ復帰する様にしても良い。このような表示方法でも、ユー
ザは、拡大された画像により画像の全体を把握できるため、画像の認識が容易となる。
【００５１】
２．２．３　切り出し領域の移動
　本実施形態の映像データ処理装置は、図３Ａに示すように表示画面１５０上にＪＰＥＧ
ストリームが一旦表示された状態で、操作部１９０を介したユーザ操作により、切り出し
画像３０１ａを上下左右方向にスクロールまたは移動させることが可能である。この際、
画面移動の制御を行うのが表示領域移動制御部１６７である。
【００５２】
　表示画面１５０上に図３Ａに示すように全体画像３００及び切り出し画像３０１ａが表
示されている場合に、ユーザにより操作部１９０で上方向キーまたは下方向キーが押下さ
れると、切り出し画像３０１ａが、押下されたキーに応じた方向にスクロールされる（図
３Ｂ参照）。表示領域移動制御部１６７は、切り出し画像３０１ａが押下されたキーに応
じた方向にスクロール表示される様にＪＰＥＧデコーダ１７１に指示する。
【００５３】
　ユーザは、切り出し画像３０１ａが所望のものになったときに、その領域を新たに切り
出し領域に設定するために、操作部１９０上の決定ボタンを押下する。この操作を受け、
表示領域移動制御部１６７は、表示されている切り出し画像３０１ａの位置から、切り出
し位置情報を設定する。記録制御部１６１は、切り出し位置情報が、再生されている画像
のＤＣＦ基本ファイルのＥｘｉｆＩＦＤタグ５２３内のメーカノートタグ内に含まれるよ
うに、ＤＣＦ基本ファイルを書き換える。このように、ユーザにより新たに設定された切
り出し位置情報を保存しておき、次の再生時に参照することで、ユーザの好みに応じた切
り出し画像の自動表示が可能となる。
【００５４】
３．まとめ
　以上のように、本実施形態では、撮像装置を縦向きに構えて撮影された画像、すなわち
縦向きの画像について、それを再生する際には、その画像の一部を切り出して表示する。
これにより、従来では横長の画面上において比較的小さな画像として表示されていた縦向
きの画像を、一部ではあるが、より大きく表示することが可能となり、ユーザによる視認
性を向上することができる。
【００５５】
（実施の形態２）
　実施の形態１では、記録時に注目領域を抽出したが、本実施形態では、再生時に注目領
域を検出する。
【００５６】
　図４に本実施形態の映像データ処理装置の構成を示す。本実施形態の映像データ処理装
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置２００ｂは、注目領域検出部１６８をＪＰＥＧデコーダ１７１ｂ内に設け、映像伸張部
１１１ｂが切り出し領域設定部を含む点が実施の形態１のものと異なる。さらに、映像デ
ータ処理装置２００ｂは、システム制御部１８０ｂが表示領域移動制御部１６７を有して
いない点が実施の形態１のものと異なる。
【００５７】
　記録時の動作は、ＪＰＥＧエンコーダ１７０ｂにおいて注目領域を検出しない点以外は
基本的に実施の形態１の場合と同様である。
【００５８】
　再生時において、注目領域検出部１６８は映像伸張部１１１ｂから映像情報を受け取り
、注目領域の検出を行う。注目領域検出部１６８は、その検出結果を映像伸張部１１１ｂ
へ通知する。映像伸張部１１１ｂは、切り出し領域設定部１０３により注目領域検出部１
６８からの注目領域の情報に基づき切り出し領域を設定し、切り出し画像を表示するため
の映像信号を生成する。
【００５９】
　なお、注目領域検出部１６８は、再生画像が縦向きの画像である場合にのみ動作を開始
する。その他の構成、動作は実施の形態１の場合と同様である。
【００６０】
　本実施形態によれば、記録時に注目領域を検出する場合に比して、ＪＰＥＧストリーム
中に切り出し開始位置情報を持たないＤＣＦ基本ファイルに対応できるという利点がある
。
【００６１】
（変形例）
　上記の実施形態において以下の変形例が考えられる。
【００６２】
　（１）上記の実施の形態では、アスペクト比１６：９の映像を記録して、アスペクト比
１６：９のモニタで表示する場合を説明したが、アスペクト比はこの値に限らない。例え
ば、アスペクト比３：２の映像を記録して、１６：９のモニタで表示する場合であっても
良い。
【００６３】
　（２）上記実施の形態では、ＤＣＦ基本ファイルの記録例を説明しが、映像フォーマッ
トは他のフォーマットでもよい。例えば、Ｅｘｉｆ（Exchangeable Image File Format）
画像ファイルやＴＩＦＦ（Tagged Image File Format）画像ファイルでも良い。また、Ｍ
ＰＥＧシステムストリームやＱｕｉｃｋＴｉｍｅストリームを含む動画ストリームファイ
ルであっても良い。
【００６４】
　（３）上記実施の形態では、画素アスペクト比（Pixel Aspect Ratio）は、ＤＣＦに準
拠したため正方画素を前提としたが、長方画素であっても良い。
【００６５】
　（４）上記の実施の形態では、データストリーム等を格納する記録媒体は取り外し可能
な光ディスクとしたが、取り外し可能なメディアである必要は無い。非可換メディア、例
えば映像データ処理装置に内蔵されたハードディスク（ＨＤＤ）であってもよい。また、
映像を保存する記録媒体と映像データ処理装置がネットワーク接続されていても良い。
【００６６】
　（５）上記の実施の形態において、光ディスクには、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＭＯ、ＤＶＤ－
Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ、ＤＶＤ＋Ｒ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＢＤ－ＲＥ、Ｂ
Ｄ－Ｒ、ＨＤ－ＤＶＤ等の光ディスクが含まれる。また、記録媒体として光ディスクの代
わりに、メモリカード、フラッシュメモリ、ＦｅＲＡＭ、ＭＲＡＭ等の半導体メモリや、
ハードディスクを使用しても良い。
【００６７】
　（６）上記の実施の形態では、ＵＤＦファイルシステムを採用したが、ＵＤＦファイル
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システムのバージョンは１．５、２．０、２．０１、２．５、２．６のいずれであっても
良い。特に、バージョン２．６は追記型(write-once type)メディアにおいてファイル管
理データの書き込み処理を不要とするものであり有用である。ＵＤＦファイルシステムの
代わりに、同様な構成であれば異なるファイルシステムを採用しても良い。
【００６８】
　（７）図１、図４、５で示す各機能ブロックは半導体集積回路（Large Scale Integrat
ed Circuit；ＬＳＩ）のチップとして実現されてもよい。これらは個別に１チップ化され
てもよいし、一部または全ての機能ブロックを含むように１チップ化されてもよい。例え
ば、図１においては、ＪＰＥＧエンコーダ１７０とシステム制御部１８０とは別個の機能
ブロックとして示されている。これらをそれぞれ別個の半導体チップとして実装してもよ
いし、物理的に同一のチップ内に実現してもよい。また、システム制御部１８０、ＪＰＥ
Ｇエンコーダ１７０およびＪＰＥＧデコーダ１７１の機能を集積化して、１つのチップ回
路で実現してもよい。この場合、符号化（圧縮）または復号化（伸張）の対象となるデー
タを格納するメモリは集積化の対象から除外しても良い。
【００６９】
　上述の集積回路は集積度の違いにより、ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウル
トラＬＳＩと呼称されることもある。集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専
用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可
能なＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設
定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサ（reconfigurable processor）を利
用してもよい。
【００７０】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。例えば、
バイオテクノロジを利用したいわゆるバイオ素子として集積化を行ってもよい。
【００７１】
　（８）上述の映像データ処理装置の機能は、プログラムＲＯＭ等に格納されたコンピュ
ータプログラムをＣＰＵやＭＰＵが実行することによっても実現することができる。
【００７２】
　（９）上記実施の形態では、再生時に切り出し開始位置情報および切り出し終了位置情
報を参照するものとしたが、参照しないで、あらかじめ、切り出し位置を画像の中央部等
に決めておいても良いことは言うまでも無い。
【００７３】
　（１０）上記実施の形態では、全体画像３００と切り出し画像３０１ａの双方が同時に
表示されるものとしたが、一旦全体画像３００のみを表示後、所定時間経過後（例えば、
数秒後）に、切り出し画像３０１ａのみを表示するようにしても良い。表示順はその逆で
も良い。その後、全体画像３００と切り出し画像３０１ａを交互に表示させてもよいし、
全体画像３００と切り出し画像３０１ａを同時に表示させてもよい。
【００７４】
　（１１）上記の実施形態の場合、再生画像が縦向きの場合に、全体画像３００と一部が
切り出された切り出し画像３０１ａの双方が同時に表示されているが、切り出し画像３０
１ａのみが表示されてもよい。切り出し画像３０１ａは拡大された画像を含むことから、
切り出し画像３０１ａのみでも、画像の認識が容易となるからである。その場合、ユーザ
が切り出し領域を操作部１９０の十字キー操作によって新たに設定した場合は、新たに設
定された切り出し領域情報をＤＣＦ基本ファイル内のユーザノート内に保存しても良い。
【００７５】
　（１２）上記の実施の形態において、静止画データを含むＪＰＥＧストリームの記録、
再生の例を説明したが、ＭＰＥＧ－２ビデオストリーム、ＭＰＥＧ－４ビデオストリーム
やＭＰＥＧ－４ＡＶＣ（Ｈ．２６４）ストリーム等の動画を含むものであっても本発明の
思想は同様に適用できる。すなわち、図３Ａに示すように、再生する動画が縦向きである
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場合に、画像の一部を切り出して表示するようにしてもよい。図５に、映像信号が動画を
表す場合の映像データ処理装置の構成を示す。同図に示す映像データ処理装置は、図１に
示す構成においてＪＰＥＧエンコーダ及びＪＰＥＧデコーダの代わりに動画データの圧縮
、伸張が可能なＭＰＥＧエンコーダ１７０ｃ及びＭＰＥＧデコーダ１７１ｃを備えている
。さらに、動画の場合、注目領域に応じて切り出し画像を決定すると、切り出し画像が画
面内で顕著に変動する場合があるので、図５の構成では、注目領域検出部は備えていない
。
【００７６】
　（１３）上記の実施の形態では、切り出し画像の表示時に、ユーザ操作による切り出し
画像の移動を可能としていたが、さらに、切り出し画像の表示倍率を任意に変更できるよ
うにしてもよい。この場合、ユーザにより設定された倍率の情報を、ＤＣＦ基本ファイル
のＪＰＥＧヘッダ内に保持しておき、次の再生時に参照するようにしてもよい。これによ
り、ユーザの好みに応じた切り出し画像の自動表示が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、記録された縦向きの画像について、その再生時に、その画像の一部を切り出
した画像を表示可能とし、これにより、ワイド画面上に縦向きの画像を表示したときのユ
ーザの視認性を向上できることから、デジタルスチルカメラ、カムコーダ、カメラ付き携
帯電話のような、映像を撮影し記録媒体に記録可能な装置に有用である。
【００７８】
　本発明は、特定の実施形態について説明されてきたが、当業者にとっては他の多くの変
形例、修正、他の利用が明らかである。それゆえ、本発明は、ここでの特定の開示に限定
されず、添付の請求の範囲によってのみ限定され得る。なお、本出願は日本国特許出願、
特願２００５－３１０７５４号（２００５年１０月２６日提出）に関連し、それらの内容
は引用することにより本文中に組み入れられる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の実施の形態１による映像データ処理装置のブロック図
【図２】実施の形態１におけるＤＣＦ基本ファイルのデータ構造を示す図
【図３Ａ】実施の形態１における縦向き画像を再生したときの表示例を示す図
【図３Ｂ】実施の形態１における、切り出し画像の移動を説明した図
【図４】本発明の実施の形態２による映像データ処理装置のブロック図
【図５】本発明の実施の形態における別の例（ＭＰＥＧ対応）の映像データ処理装置のブ
ロック図
【図６】（ａ）ワイド画面上での縦向きの画像の表示例を示す図、（ｂ）ワイド画面上で
の横向きの画像の表示例を示す図
【符号の説明】
【００８０】
　１００　映像信号入力部
　１０１　映像圧縮部
　１０３　切り出し領域設定部
　１１１、１１１ｂ　映像伸張部
　１２０　記録部
　１２１　再生部
　１４０　光ディスク
　１５０　表示部の画面
　１６０　連続データ領域検出部
　１６１　記録制御部
　１６２　再生制御部
　１６３　論理ブロック管理部
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　１６５　回転情報検出部
　１６６、１６８　注目領域検出部
　１６７　表示領域移動制御部
　１７０、１７０ｂ、１７０ｃ　ＪＰＥＧエンコーダ
　１７１、１７１ｂ、１７１ｃ　ＪＰＥＧデコーダ
　１７５　表示部
　１８０、１８０ｂ、１８０ｃ　システム制御部
　１９０　操作部
　２００、２００ｂ、２００ｃ　映像データ処理装置
　３００　全体画像
　３０１　切り出し画像
　３０２　注目領域
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】 【図５】
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【図６】
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