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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段と、
　前記撮像手段による撮像時の光学ズームによるズーム倍率を変化させるズーム手段と、
　前記撮像手段により撮像される画像をリアルタイムで表示する表示手段と、
　前記光学ズームによるズーム倍率が低倍率であるときに前記撮像手段により撮像された
画像である広角画像を取得して保持する広角画像取得手段と、
　前記光学ズームによるズーム倍率が前記低倍率よりも倍率の高い高倍率に変化したとき
に前記撮像手段により撮像された画像である望遠画像を前記表示手段にリアルタイムで表
示する際に、前記広角画像取得手段に保持されている広角画像を前記表示手段に表示する
表示制御手段と
　を備えることを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記広角画像取得手段は、
　前記光学ズームによるズーム倍率が低倍率から高倍率への変化を開始したタイミングで
、このタイミングの直前または直後に前記撮像手段により撮像された画像を広角画像とし
て取得して保持する、
ことを特徴とする請求項１記載の撮影装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、
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　前記光学ズームによるズーム倍率が低倍率から所定の倍率まで変化したタイミングで、
前記広角画像取得手段に保持されている広角画像を、前記望遠画像とともに前記表示手段
に表示する、
ことを特徴とする請求項１記載の撮影装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、
　前記広角画像取得手段に保持されている広角画像とともに、該広角画像内に現在の望遠
画像に対応する位置を識別表示する、
ことを特徴とする請求項１記載の撮影装置。
【請求項５】
　前記光学ズームによるズーム倍率が低倍率であるときに、撮影範囲内の撮影所望位置を
指定する撮影所望位置指定手段を更に備え、
　前記表示制御手段は、
　前記撮影所望位置指定手段による指定に応じて、前記広角画像内に前記撮影希望位置を
識別表示する、
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の撮影装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、
　前記広角画像取得手段に保持されている広角画像を、前記望遠画像とは独立したガイド
画面として前記望遠画像とともに前記表示手段に表示する、
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の撮影装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、
　前記ガイド画面を前記望遠画像上の一部に重ねて表示する、
ことを特徴とする請求項６記載の撮影装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、
　前記ガイド画面を前記望遠画像と並べて表示する、
ことを特徴とする請求項６記載の撮影装置。
【請求項９】
　前記ガイド画面の大きさを指示するサイズ指示手段を更に備え、
　前記表示制御手段は、
　前記サイズ指示手段による指示に応じて前記ガイド画面の大きさを変更するガイド画面
サイズ変更手段を備えることを特徴とする請求項６記載の撮影装置。
【請求項１０】
　前記ガイド画面の表示位置を指示する表示位置指示手段を更に備え、
　前記表示制御手段は、
　前記表示位置指示手段による指示に応じて前記ガイド画面の表示位置を変更するガイド
画面位置変更手段を備えることを特徴とする請求項６記載の撮影装置。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、
　前記ガイド画面を半透明にして前記望遠画像上に重ねて表示する、
ことを特徴とする請求項６記載の撮影装置。
【請求項１２】
　撮像手段と、前記撮像手段による撮像時の光学ズームによるズーム倍率を変化させるズ
ーム手段と、前記撮像手段により撮像される画像をリアルタイムで表示する表示手段とを
備える撮影装置の撮像方法であって、
　前記光学ズームによるズーム倍率が低倍率であるときに前記撮像手段により撮像された
画像である広角画像を取得して保持する広角画像取得ステップと、
　前記光学ズームによるズーム倍率が前記低倍率よりも倍率の高い高倍率に変化したとき
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に前記撮像手段により撮像された画像である望遠画像を前記表示手段にリアルタイムで表
示する際に、前記広角画像取得ステップで保持された広角画像を前記表示手段に表示する
表示制御ステップと
　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項１３】
　撮像手段と、前記撮像手段による撮像時の光学ズームによるズーム倍率を変化させるズ
ーム手段と、前記撮像手段により撮像される画像をリアルタイムで表示する表示手段とを
備える撮影装置のコンピュータを、
　前記光学ズームによるズーム倍率が低倍率であるときに前記撮像手段により撮像された
画像である広角画像を取得して保持する広角画像取得手段と、
　前記光学ズームによるズーム倍率が前記低倍率よりも倍率の高い高倍率に変化したとき
に前記撮像手段により撮像された画像である望遠画像を前記表示手段にリアルタイムで表
示する際に、前記広角画像取得手段に保持されている広角画像を前記表示手段に表示する
表示制御手段と、
　して機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影装置、撮像方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、１０倍・２０倍等の高倍率ズームレンズを搭載するカメラにおいて、広角端
側から遠方にある被写体を撮影する場合、望遠側にズームする程、手振れによる影響を受
けて撮影範囲がズレやすくなり、結果として被写体が撮影範囲から外れ、被写体を見失う
という問題がある。
【０００３】
　これに対し、再び、被写体を撮影範囲内に収めようとしても、望遠側であればあるほど
、現在撮影している撮影箇所が特定しにくく、広角側に戻して位置を再確認するか、ある
いは望遠側のまま、手探りで被写体を探すことになる。
【０００４】
　そこで、ＧＰＳ受信装置により自身の位置を計測し、方位センサにより撮影方位を計測
し、レンズのズーム値から撮影画角を計測し、これらの計測値から被写体が撮影視野内に
あるか否かを判別し、被写体の方向を示す撮影ガイド又はマーカをモニタの画面内に表示
するという技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２０８９３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術によるデジタルカメラでは、ＧＰＳ受信装置や、方位セン
サなどを搭載する必要があり、製品のサイズの小型化に影響を与え、各装置を駆動させる
電源の供給も必要となり、バッテリ駆動であれば、電池寿命が短くなるという問題がある
。
【０００７】
　そこで本発明は、製品サイズの小型化や、電池寿命を損なうことなく、広角側から望遠
側にズームする際、撮影先を見失わないように、撮影先を容易に確認することができる撮
影装置、撮像方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　上記目的達成のため、請求項１記載の発明は、撮像手段と、前記撮像手段による撮像時
の光学ズームによるズーム倍率を変化させるズーム手段と、前記撮像手段により撮像され
る画像をリアルタイムで表示する表示手段と、前記光学ズームによるズーム倍率が低倍率
であるときに前記撮像手段により撮像された画像である広角画像を取得して保持する広角
画像取得手段と、前記光学ズームによるズーム倍率が前記低倍率よりも倍率の高い高倍率
に変化したときに前記撮像手段により撮像された画像である望遠画像を前記表示手段にリ
アルタイムで表示する際に、前記広角画像取得手段に保持されている広角画像を前記表示
手段に表示する表示制御手段とを備えることを特徴とする撮影装置である。
【０００９】
　請求項２記載の発明は更に、前記広角画像取得手段は、前記光学ズームによるズーム倍
率が低倍率から高倍率への変化を開始したタイミングで、このタイミングの直前または直
後に前記撮像手段により撮像された画像を広角画像として取得して保持する、ことを特徴
とする。
【００１０】
　請求項３記載の発明は更に、前記表示制御手段は、前記光学ズームによるズーム倍率が
低倍率から所定の倍率まで変化したタイミングで、前記広角画像取得手段に保持されてい
る広角画像を、前記望遠画像とともに前記表示手段に表示する、ことを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は更に、前記表示制御手段は、前記広角画像取得手段に保持され
ている広角画像とともに、該広角画像内に現在の望遠画像に対応する位置を識別表示する
、ことを特徴とする。
【００１２】
　請求項５記載の発明は更に、前記光学ズームによるズーム倍率が低倍率であるときに、
撮影範囲内の撮影所望位置を指定する撮影所望位置指定手段を更に備え、前記表示制御手
段は、前記撮影所望位置指定手段による指定に応じて、前記広角画像内に前記撮影希望位
置を識別表示する、ことを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は更に、前記表示制御手段は、前記広角画像取得手段に保持され
ている広角画像を、前記望遠画像とは独立したガイド画面として前記望遠画像とともに前
記表示手段に表示する、ことを特徴とする。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は更に、前記表示制御手段は、前記ガイド画面を前記望遠画像上
の一部に重ねて表示する、ことを特徴とする。
【００１５】
　請求項８に記載の発明は更に、前記表示制御手段は、前記ガイド画面を前記望遠画像と
並べて表示する、ことを特徴とする。
【００１６】
　請求項９に記載の発明は更に、前記ガイド画面の大きさを指示するサイズ指示手段を更
に備え、前記表示制御手段は、前記サイズ指示手段による指示に応じて前記ガイド画面の
大きさを変更するガイド画面サイズ変更手段を備えることを特徴とする。
【００１７】
　請求項１０に記載の発明は更に、前記ガイド画面の表示位置を指示する表示位置指示手
段を更に備え、前記表示制御手段は、前記表示位置指示手段による指示に応じて前記ガイ
ド画面の表示位置を変更するガイド画面位置変更手段を備えることを特徴とする。
【００１８】
　請求項１１に記載の発明は更に、前記表示制御手段は、前記ガイド画面を半透明にして
前記望遠画像上に重ねて表示する、ことを特徴とする。
【００１９】
　また、上記目的のため、請求項１２記載の発明は、撮像手段と、前記撮像手段による撮
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像時の光学ズームによるズーム倍率を変化させるズーム手段と、前記撮像手段により撮像
される画像をリアルタイムで表示する表示手段とを備える撮影装置の撮像方法であって、
前記光学ズームによるズーム倍率が低倍率であるときに前記撮像手段により撮像された画
像である広角画像を取得して保持する広角画像取得ステップと、前記光学ズームによるズ
ーム倍率が前記低倍率よりも倍率の高い高倍率に変化したときに前記撮像手段により撮像
された画像である望遠画像を前記表示手段にリアルタイムで表示する際に、前記広角画像
取得ステップで保持された広角画像を前記表示手段に表示する表示制御ステップとを含む
ことを特徴とする撮像方法である。
【００２０】
　また、上記目的のため、請求項１２記載の発明は、撮像手段と、前記撮像手段による撮
像時の光学ズームによるズーム倍率を変化させるズーム手段と、前記撮像手段により撮像
される画像をリアルタイムで表示する表示手段とを備える撮影装置のコンピュータを、前
記光学ズームによるズーム倍率が低倍率であるときに前記撮像手段により撮像された画像
である広角画像を取得して保持する広角画像取得手段と、前記光学ズームによるズーム倍
率が前記低倍率よりも倍率の高い高倍率に変化したときに前記撮像手段により撮像された
画像である望遠画像を前記表示手段にリアルタイムで表示する際に、前記広角画像取得手
段に保持されている広角画像を前記表示手段に表示する表示制御手段と、
　して機能させることを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明によれば、ズーム倍率が低倍率であるときに撮像された広角画像を取得して保
持しておき、ズーム倍率が高倍率であるときに撮像された望遠画像を表示手段にリアルタ
イムで表示する際に、前記保持されている広角画像を前記表示手段表示するようにしたの
で、撮影先を見失わないようにすることができるという利点が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態によるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートである
。
【図３】本実施形態において、上述したガイド画面の表示例の一例を示す模式図である。
【図４】本実施形態において、照合＆撮影位置案内処理を説明するための概念図である。
【図５】本実施形態において、所望する被写体位置を指示可能とした場合の操作例及び表
示例を示す模式図である。
【図６】本実施形態によるガイド画面の表示例を示す模式図である。
【図７】本実施形態によるガイド画面の表示例を示す模式図である。
【図８】本実施形態によるガイド画面の表示例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００２４】
Ａ．実施形態の構成
　図１は、本発明の実施形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。図に
おいて、画像取得部１０は、レンズ１１、シャッタ１２、ＬＰＦ１３からなる。レンズ１
１は、通常の光学レンズであり、非球面レンズを重ねたレンズ群からなり、光学的なズー
ミングが可能になっている。シャッタ１２は、シャッタボタンが操作されると、制御部２
０によって駆動されるドライバ１４により動作する、所謂メカニカルシャッタである。な
お、デジタルカメラによっては、メカニカルシャッタを備えない場合もあり、沈胴式のレ
ンズ構造、メカニカルズームを搭載する機種の場合、これらの駆動制御もドライバ１４で
行なう。ＬＰＦ１３は、水晶ローパスフィルタであり、モアレの発生を防ぐために搭載さ
れている。
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【００２５】
　次に、アナログ信号処理部１５は、撮像センサ（ＣＣＤ，ＣＭＯＳ）１６、サンプリン
グ／信号増幅処理部１７、Ａ／Ｄコンバータ１８からなる。撮像センサ１６は、被写体画
像（イメージ）を結像し、ＲＧＢの各色の光の強さを、電流値に変換する。サンプリング
／信号増幅処理部１７は、ノイズや色むらを抑えるための相関二重サンプリング処理や信
号増幅処理を行なう。Ａ／Ｄコンバータ１８は、アナログフロントエンドとも呼ばれ、サ
ンプリング・増幅したアナログ信号をデジタル信号に変換する（ＲＧＢ，ＣＭＹＧ各色に
ついて１２ｂｉｔデータに変換してバスラインに出力する）。
【００２６】
　次に、制御部（ＣＰＵ）２０は、後述するプログラムメモリ３０に格納されるプログラ
ムを実行してデジタルカメラ（撮像装置）の全体を制御する。特に、本実施形態では、低
倍率時において事前に撮像して得られた広角画像（ガイド用画像）を記憶保持しておき、
ズームによる高倍率時のモニタ表示中において、記憶保持されているガイド用画像（広角
画像）を表示するとともに、このガイド用画像内に現在の望遠画像に対応する位置を識別
表示することで、高倍率であっても現在の撮影範囲を把握し易くし、所望の被写体を容易
に撮影画角内に収めることができるようにする。
【００２７】
　プレビューエンジン２２は、録画モード（記録モード、撮影モードともいう）において
、画像取得部１０、アナログ信号処理部１５を介して入力されたデジタルデータ、もしく
はシャッタ操作検出直後、イメージバッファ２６に格納されたデジタルデータ、および、
画像メモリ３１に格納されたデジタルデータを表示部２５に表示させるために間引き処理
を行なう。
【００２８】
　Ｄ／Ａコンバータ２３は、プレビューエンジン２２により間引き処理されたデジタルデ
ータを変換し、後段のドライバ２４に出力する。ドライバ２４は、後段の表示部２５に表
示されるデジタルデータを一時記憶するバッファ領域を備え、キー操作部２７、制御部２
０を介して入力された制御信号に基づいて表示部２５を駆動させる。表示部２５は、カラ
ーＴＦＴ液晶や、ＳＴＮ液晶などからなり、プレビュー画像や、撮影後の画像データ、設
定メニューなどを表示する。
【００２９】
　イメージバッファ２６は、アナログ信号処理部１５、もしくはデジタル信号処理部２８
を介して入力され、デジタル信号処理部２８に渡すまで一時的に撮影直後のデジタルデー
タを格納する。キー操作部２７は、シャッタボタン７を含め、記録／再生モードの切り換
えキー、十字キー、メニューキー等などの各種操作キーなどからなる。デジタル信号処理
部２８は、アナログ信号処理部１５を介して入力されたデジタルデータ（非圧縮のＲＡＷ
イメージデータ）に対して、ホワイトバランス処理、色処理、階調処理、輸郭強調を行な
う。画像圧縮／伸張処理部２９は、デジタル信号処理部２８を介して入力されたデジタル
データ（非圧縮のＲＡＷイメージデータ）をＪＰＥＧ方式に圧縮符号化したり、再生モー
ドにおいては、ＪＰＥＧ形式のファイルを伸張する。
【００３０】
　プログラムメモリ３０は、制御部２０にロードされる各種プログラムなどを格納する。
画像メモリ３１は、画像メモリ３１は、撮影された画像データを記録するためのメモリで
ある。カードＩ／Ｆ３２は、外部記録媒体３３と撮像装置本体との間のデータ交換を制御
する。外部記録媒体３３は、コンパクトフラッシュ（登録商標）、メモリースティック、
ＳＤカード等からなる。
【００３１】
　マイクロフォン３６は、動画撮影時などに音声を入力する。スピーカ３７は、動画再生
時などに音声を出力する。音声処理部３８は、所定のコーディックにより符号化（圧縮）
／復号化（伸張）などを行うことにより、スピーカ３７へ出力する音声データのアナログ
化、マイクロフォン３６からの音声信号のデジタル化などを行う。
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【００３２】
Ｂ．実施形態の動作
　次に、上述した実施形態の動作について説明する。
　図２は、本実施形態によるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートであ
る。まず、スルー画像を表示部２５に表示し（ステップＳ１０）、シャッタ半押しである
か否かを判断する（ステップＳ１２）。そして、シャッタ半押しでない場合には、ステッ
プＳ１０に戻り、スルー画像の表示を継続する。
【００３３】
　一方、シャッタ半押し操作された場合には、現時点のスルー画像（ズーム前の広角画像
）を、所定のフレームレートで、かつ所定の枚数分を逐次一時保存する（ステップＳ１４
）。次に、ズーム変更操作が行われたか否を判断し（ステップＳ１６）、ズーム変更操作
があった場合には、上記一時保存していた画像の中から、ズーム開始直前の画像データ（
広角画像）をガイド用画像データとして保持する（ステップＳ１８）。これにより、後述
するズーム操作が行われたとき、一時保存した画像データから、該ズーム操作開始直前の
画像データ、すなわちズーム前のガイド用画像（広角画像）を取得することができる。ズ
ーム変更操作がなかった場合には、何もせず、次のステップへ進む。
【００３４】
　次に、ズーム倍率が所定の倍率（例えば、３倍）を超えたか否かを判断し（ステップＳ
２０）、ズーム倍率が所定の倍率を超えた場合には、ガイド機能をＯＮとし、かつ、ガイ
ド画面を起動し（ステップＳ２２）、必要に応じて、照合＆撮影位置案内を行う（ステッ
プＳ２４）。
【００３５】
　ガイド画面には、ステップＳ１８で取得したズーム操作前のガイド用画像（低倍率の広
角画像）を表示部２５に表示するとともに、このガイド用画像内に現在の望遠画像に対応
する位置を識別表示する。なお、このときのガイド画面の表示形態、あるいは撮影位置案
内については様々な表形態が考えられる。その具体例については後述する。
【００３６】
　一方、ズーム倍率が所定の倍率を超えていない場合、あるいは高倍率から所定の倍率以
下になった場合には、ガイド画面を停止し、ガイド用画像を消去する（ステップＳ２６）
。次に、照合＆撮影位置案内処理、またはガイド用画像消去処理のいずれの場合も、シャ
ッタが全押しされたか否かを判断し（ステップＳ２８）、シャッタが全押しされなければ
、ステップＳ１０に戻り、上述した処理を繰り返す。
【００３７】
　したがって、ユーザがシャッタ半押し状態で、かつ所定の倍率を超えたズームを行って
いる場合に、デジタルカメラを任意の方向に振ると、リアルタイムで、ズーム操作後の望
遠撮影の画像データがスルー表示されるとともに、ガイド画面内に、ズーム操作前のガイ
ド用画像（広角画像）が表示されるとともに、このガイド用画像内に現在の望遠画像に対
応する位置が識別表示される。ゆえに、ユーザは、高倍率のズームでの撮影であっても、
現在の撮影範囲を容易に把握することができ、所望の被写体を撮影画角内に容易に収める
ことができる。
【００３８】
　一方、シャッタが全押しされると、撮影された画像データを画像メモリ３１に記録する
（ステップＳ３０）。
【００３９】
　図３は、本実施形態において、上述したガイド画面の表示例の一例を示す模式図である
。広角撮影時の広角画像１００に対して、枠Ｆ１で示される箇所を画角とするズーム操作
が行われた場合、表示部２５には、ズーム操作後の画像データ（高倍率）２００が表示さ
れるとともに、該スルー画像に重ねて、ズーム操作前のガイド用画像データ（広角画像）
１１０と現在の望遠画像に対応する位置が枠Ｆ２とがガイド画面５０内に表示される。
【００４０】
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　図４は、本実施形態において、照合＆撮影位置案内処理を説明するための概念図である
。照合＆撮影位置案内処理では、ズーム操作後の画像データ２００から、該画像データ内
の周辺物の輪郭を、そのコントラストや、色調等で抽出し、ガイド用に撮影したズーム操
作前のガイド用画像データ（広角画像）と照合し、対応する箇所を特定する。この結果、
ズーム操作後の画像（望遠）がズーム操作前の画像（広角）１１０内のどの部分に対応す
るかを判別することができる。ゆえに、ズーム操作前のガイド用画像データ（広角）１１
０内にズーム操作後の画像データ２００に対応する位置を示す枠Ｆ２を識別表示すること
ができる。
【００４１】
　図５は、本実施形態において、所望する被写体位置を指示可能とした場合の操作例及び
表示例を示す模式図である。上述した処理に加え、表示部２５の前面にタッチパネルを搭
載し、広角側でスルー画像１００内において、ズームして撮影したい、所望する被写体を
タッチパネルで指定し、該指定位置を、マークＭのようなグラフィックなどで、ズーム操
作後のガイド画面５０に識別表示するようにしてもよい。なお、指定位置の広角側のスル
ー画像１００内における位置は、上述した照合＆撮影位置案内処理で特定、識別表示する
ことが可能である。
【００４２】
　図６乃至図８は、本実施形態によるガイド画面の表示例を示す模式図である。
　前述したように、ガイド画面の表示形態については様々な表形態が考えられる。図６（
ａ）に示す例は、ガイド画面５０を、スルー画像上に重ねて表示する例であるが、図６（
ｂ）に示すように、ガイド画面５０の位置をカーソルボタンや、タッチパネル上へのタッ
チなどのユーザ指定により任意に移動できるようにしてもよい。さらに、図６（ｃ）に示
すように、ガイド画面５０の角部や、枠部分をドラッグすることで、ガイド画面５０のサ
イズを変更（拡大、縮小）できるようにしてもよい。
【００４３】
　また、図７に示す例は、撮影中のスルー画像を縮小し、ガイド画面５０をスルー画像に
重ならないように並べて表示するようにしてもよい。ガイド画面５０の大きさ（スルー画
像との比）や、位置などは、上述したように、ユーザ操作により任意に変更できるように
してもよい。
【００４４】
　さらに、図８に示す例は、ガイド画面５０を半透過として撮影中のスルー画面と重ねて
表示するようにしてもよい。この場合、ガイド画面５０の透明度をユーザ操作により任意
に変更できるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　画像取得部
　１１　レンズ
　１２　シャッタ
　１３　ＬＰＦ
　１４　ドライバ
　１５　アナログ信号処理部
　１６　撮像センサ
　１７　サンプリング／信号増幅処理部
　１８　Ａ／Ｄコンバータ
　２０　制御部（ＣＰＵ）
　２２　プレビューエンジン
　２３　Ｄ／Ａコンバータ
　２４　ドライバ
　２５　表示部
　２６　イメージバッファ
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　２７　キー操作部
　２８　デジタル信号処理部
　２９　画像圧縮／伸張処理部
　３０　プログラムメモリ
　３１　画像メモリ
　３２　カードＩ／Ｆ
　３３　外部記録媒体
　３８　音声処理部
　３６　マイクロフォン
　３７　スピーカ
 

【図１】 【図２】
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