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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮影して複数のラインからなる撮影データを生成する撮影部と、
　前記撮影部の撮影データに基づいて前記被写体の像を示す画像データの生成処理を前記
ラインごとに行う画像データ生成部と、
　前記ラインごとの前記画像データの生成処理の進捗を示す進捗情報を取得する進捗情報
取得部と、
　前記画像データの生成処理を開始したフレームの次のフレームの撮影データに基づく画
像データの生成処理の開始を制御するための垂直同期信号を出力する基準のタイミングに
おいて、前記次のフレームに対応する前記画像データの生成処理を開始する準備が前記画
像データ生成部において整っているか否かを前記進捗情報に基づいて判断し、前記準備が
整っていない場合は前記垂直同期信号の出力を前記準備が整うまで待機し、前記準備が整
った場合は前記垂直同期信号を出力する撮影制御部と、
　前記撮影部で撮影された前記被写体の像が、１フレーム期間以上遅れて表示部に表示さ
れないよう制御する表示制御部と、
を備える撮影装置。
【請求項２】
　前記進捗情報に基づいて前記画像データの生成処理が終了したことが特定された前記ラ
インを表示部に表示させる表示制御部を備える、
請求項１に記載の撮影装置。
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【請求項３】
　被写体を撮影して複数のラインからなる撮影データを生成する撮影部から取得した前記
撮影データに基づいて前記被写体の像を示す画像データの生成処理を前記ラインごとに行
う画像データ生成部から、前記ラインごとの前記画像データの生成処理の進捗を示す進捗
情報を取得する進捗情報取得回路と、
　前記画像データの生成処理を開始したフレームの次のフレームの撮影データに基づく前
記画像データの生成処理の開始を制御するための垂直同期信号を出力する基準のタイミン
グにおいて、前記次のフレームに対応する前記画像データの生成処理を開始する準備が前
記画像データ生成部において整っているか否かを前記進捗情報に基づいて判断し、前記準
備が整っていない場合は前記垂直同期信号の出力を前記準備が整うまで待機し、前記準備
が整った場合は前記垂直同期信号を出力する撮影制御回路と、
　前記撮影部で撮影された前記被写体の像が、１フレーム期間以上遅れて表示部に表示さ
れないよう制御する表示制御部と、
を備えるタイミング制御回路。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部に被写体の像を表示する撮影装置およびタイミング制御回路に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、イメージセンサーで撮影した画像を液晶ディスプレイで表示する撮影装置が知ら
れており、液晶ディスプレイに表示される表示画像が、現実の被写体に対して遅延するこ
とを防止するために各種の技術が開発されている。例えば、特許文献１には、１フレーム
分の画像信号を記録するＶＲＡＭを備える撮影装置において、ＶＲＡＭに対して１フレー
ム分の画像信号の書き込みが完了する前に画像信号を読み出して液晶ディスプレイで表示
させる技術が開示されている。具体的には、イメージセンサーの駆動タイミングからΔＴ
だけ遅延した再生タイミングで液晶ディスプレイでの画像表示を開始する構成が記述され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２４３６１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の技術において、駆動タイミング及び再生タイミングの周期は１フレームの
画像を処理するための周期であり、各フレームに対して一定のΔＴが定義される。すなわ
ち、特許文献１の技術では、モードごとにΔＴを定義することが記述され（特許文献１、
００５７段落）、また、ΔＴは、画像データの読み出しが書き込みに先行しないように決
められることが記述されている（特許文献１、００５５，００５６段落）。従って、モー
ドごとに変動し得るものの、同一モードにおいてΔＴは、各フレームに対して共通の値で
あり、表示対象となる画像の全ラインについて共通の位相差ΔＴが与えられていることに
なる。
【０００５】
　しかし、イメージセンサーの撮影データに基づいて被写体の像を表示部に表示するため
の画像処理を行う構成において、各種の画像処理に要する期間はラインごとに異なり得る
。このため、共通の位相差ΔＴを設けることによって表示対象となる画像の全ラインにお
いて画像データの読み出しが書き込みに先行しないようにするためには、当該読み出しの
先行が発生しないように余裕を持ってΔＴを定義する必要がある。例えば、全ラインにつ
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いて各種の画像処理に要する期間の最大値を要するとみなしてΔＴを定義するなどの配慮
が必要になる。従って、画像処理に要する期間がライン単位で変動し得る構成において、
ライン単位ではイメージセンサーで被写体を撮影した後、表示部にて表示されるまでの期
間に遅延が生じ得る。
【０００６】
　また、画像処理に要する期間はラインごとに異なり得るため、ラインの集合体であるフ
レームごとにも当該フレームの画像処理に要する時間が異なり得る。例えば動画像を撮影
して表示するスルー画モードではイメージセンサーのフレームレートはできるだけ速い方
が望ましいが、次のフレームの画像データの生成処理を行う準備が出来ていない（現フレ
ームの画像データ生成処理が長期化することによる）状態で、イメージセンサーからの撮
影データが取り込まれてしまうことは望ましくない。例えば、画像データの生成処理が未
完のラインの撮影データが上書きや破棄されてしまう等の問題が画像データ生成部の態様
によっては発生しうるためである。
  本発明は上記課題にかんがみてなされたもので、画像データの生成処理のタイミングを
好適にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明においては、画像データの生成処理が行われているフ
レームの次のフレームの撮影データに対応する画像データの生成処理の開始を制御するた
めの垂直同期信号を出力する基準のタイミングにおいて、次のフレームに対応する画像デ
ータの生成処理を開始する準備が整っているか否かを進捗情報に基づいて判断し、準備が
整っていない場合は前記垂直同期信号の出力を前記準備が整うまで待機する。この構成に
よると、次のフレームの画像データの生成処理を開始する準備が出来ている状態で撮影部
から撮影データの取得を開始することができる。その結果、例えば画像データの生成処理
が未完のラインに対応する撮影データが破棄されてしまうことを防止することができる。
【０００８】
　ここで、画像データ生成部は、撮影部(例えば、エリアイメージセンサー)の撮影データ
に基づいて被写体の像を示す画像データを生成することができればよく、表示部において
当該画像データに基づいて被写体の像を表示することができればよい。画像データの生成
処理は、任意の種類の画像処理によって構成可能であり、撮影部の撮影データや撮影装置
におけるモード、撮影条件等に応じて処理に要する期間が変動してもよい。また、処理に
要する期間が不明であっても良い。すなわち、進捗情報取得部によって画像データの生成
処理の進捗が動的に特定されるため、どのような処理が行われるとしても、当該処理の開
始前に予めその所要期間が特定される必要はない。
【０００９】
　進捗情報取得部は、ラインごとに画像データの生成処理の進捗を示す進捗情報を取得す
ることができればよい。すなわち、画像データの生成処理が終了したラインについては表
示部での表示が可能になるため、ラインごとに当該画像データの生成処理が終了したか否
かを判定可能な情報として進捗情報が定義されていればよい。従って、進捗情報は、任意
のラインについて、画像データの生成処理が終了したことを直接的に示す情報であっても
良いし、間接的に示す情報であっても良い。
【００１０】
　前者は、例えば、１ライン分の画像データの生成処理を終了したことを示す情報や、１
ラインの端に位置するとともに最後に処理される画素を示す画像データの生成処理を終了
したことを示す情報や、画像データの生成処理の処理対象となっているラインのライン番
号を示す情報等によって構成可能である。後者は、例えば、画像データの生成処理が複数
の画像処理工程によって構成される場合であって、画像処理工程に要する所要期間が動的
に変動し得る工程と所要期間が一定の工程とがある場合に、画像処理工程に要する期間が
動的に変動し得る工程の全てが終了したことを示す情報によって構成可能である。すなわ
ち、画像処理工程に要する期間が動的に変動し得る工程以外の工程については所要期間が
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一定であるため、あるラインについて画像処理工程に要する期間が動的に変動し得る工程
が終了したか否かを特定することができれば、当該ラインについての画像データの生成処
理が終了するタイミングを特定することが可能である。なお、ラインごととは、１ライン
ごとに限られず、複数ラインごとであっても良い。
【００１１】
　撮影制御部は、画像データの生成処理が行われているフレームの次のフレームの撮影デ
ータの取得開始を制御する垂直同期信号を出力する基準のタイミングにおいて、次のフレ
ームに対応する画像データの生成処理を開始する準備が画像データ生成部において整って
いる否かを進捗情報に基づいて判断し、準備が整っていない場合は前記垂直同期信号の出
力を準備が整うまで待機することができればよい。次のフレームに対応する画像データの
生成処理を開始する準備が整っている状態とは、少なくとも、未処理の撮影データ（画像
データ生成部による処理が終了していないラインに対応する撮影データ）が次フレームの
撮影データで上書きされたり破棄される状況が発生しない状態を意味する。撮影部からの
撮影データを格納するバッファのサイズや個数などの構成に応じて準備が整っている状態
を示す態様は異なる。例えば、表示部に出力する画像データを生成するために画像データ
生成部で順次行われる複数の画像処理工程のうちの最初からｘ番目の画像処理において１
ラインのデータを生成するためにｙラインの撮影データを必要とする場合、ｘ番目の画像
処理を終えて生成されたデータがｘ＋１番目の画像処理において参照され処理に使用され
終わった時点で、ｘ番目の画像処理に使用したｙライン分の撮影データは不要となる。し
たがって当該ｙライン分の撮影データは次フレームのデータで上書きまたは破棄されても
よい。この上書きまたは破棄されてもよいという状況が、次フレームの撮影データを取得
し画像データの生成処理を開始する準備が整う状況の例である。
【００１２】
　なお、撮影部に対する垂直同期信号の出力を待機している期間中、ダミーの水平同期信
号を撮影部に出力するようにしてもよいし、ダミーの水平同期信号を印加することなく待
機していていもよい。すなわち、撮影部の仕様や水平同期信号を生成する回路構成に応じ
て様々な態様で垂直同期信号の出力を待機してよい。
【００１３】
　さらに上記構成に加えて、ラインごとの画像データの生成処理の進捗を示す進捗情報に
基づいて、画像データの生成処理が終了したことが特定されたラインを表示部に表示させ
る表示制御部を備えてもよい。この構成によると、あるラインが表示された後に次のライ
ンが表示されるまでのタイムラグが最小化され、表示部における被写体の表示遅延を短縮
することができる。
  表示制御部は、進捗情報によって画像データの生成処理が終了したことが特定されたラ
インを表示部に表示させることができればよい。すなわち、複数のラインによって１フレ
ームが構成される画像を示す画像データにおいて、あるラインを示す画像データの生成処
理が終了していなければ当該ラインについては表示することなく待機させ、画像データの
生成処理が終了した時点で当該ラインの表示を開始するように構成されていればよい。
【００１４】
　なお本発明は、上述の進捗情報取得部や撮影制御部が回路として実現され、進捗情報取
得回路と撮影制御回路とを備えたタイミング制御回路にも適用することができる。
  さらに、本発明のように、進捗情報に基づいて画像データの生成処理が終了したか否か
をラインごとに特定し、当該生成処理が終了したラインを表示する手法や、撮影部に印加
する垂直同期信号のタイミングを可変にする手法は、プログラムや方法としても適用可能
である。また、以上のような装置、プログラム、方法は、単独の装置として実現される場
合もあれば、複合的な機能を有する装置において共有の部品を利用して実現される場合も
あり、各種の態様を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態にかかるブロック図である。
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【図２】エリアイメージセンサーと液晶パネルの画素数を示す図である。
【図３】エリアイメージセンサーの撮影データの出力法を例示する図である。
【図４】本実施形態にかかる表示部に印加される信号のタイミングチャートである。
【図５】本実施形態にかかるエリアイメージセンサーに印加される信号のタイミングチャ
ートである。
【図６】本発明の他の実施形態にかかるタイミングチャートである。
【図７】本発明の他の実施形態にかかるブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　ここでは、下記の順序に従って本発明の実施の形態について説明する。
（１）撮影装置の構成：
（２）水平同期信号の制御：
（３）エリアイメージセンサーに印加する信号の制御：
（４）他の実施形態：
【００１７】
　（１）撮影装置の構成：
  図１は本発明の一実施形態にかかる撮影装置１である。撮影装置１には、光学系１０、
エリアイメージセンサー１５、ＡＳＩＣ２００、タイミングジェネレーター３０、表示部
４０、ＣＰＵ５０、ＶＲＡＭ５１、ＳＤ－ＲＡＭ５２、ＲＯＭ５３、ＲＡＭ５４、操作部
５５が備えられている。ＣＰＵ５０は、ＶＲＡＭ５１、ＳＤ－ＲＡＭ５２、ＲＡＭ５４を
適宜利用してＲＯＭ５３に記録されたプログラムを実行可能であり、当該プログラムによ
りＣＰＵ５０は、操作部５５に対する操作に応じてエリアイメージセンサー１５にて撮影
された被写体を示す画像データを生成する機能を実行する。なお、操作部５５はシャッタ
ーボタンと、モードを切り換えるためのモード切換手段としてのダイヤルスイッチと、絞
りとシャッター速度を切り換えるためのダイヤルスイッチと、各種の設定メニューを操作
するためのプッシュボタンとを備えており、利用者は当該操作部５５に対する操作によっ
て撮影装置１に対して各種の指示を与えることができる。
【００１８】
　表示部４０は、撮影対象となる被写体を示す画像を表示して利用者に撮影前の被写体の
様子および撮影条件等の情報を把握させるＥＶＦ（Electronic View Finder）であり、本
実施形態にかかる撮影装置１はＥＶＦを備えたミラーレスデジタルカメラである。表示部
４０は、図示しないインターフェース回路、液晶パネルドライバー４１、液晶パネル４２
、図示しない接眼レンズ等を備えている。本実施形態において液晶パネル４２は、画素ご
とに３色のカラーフィルターに対応する３つのサブピクセルを備える高温ポリシリコンＴ
ＦＴ（Thin Film Transistor）であり、画素の位置は直交座標系における座標で規定され
る。また、一方の座標軸に平行な方向に並ぶ複数の画素によってラインが構成され、複数
のラインが他方の座標軸に平行な方向に並ぶように構成されている。本明細書では、ライ
ンに平行な方向を水平方向、ラインに垂直な方向を垂直方向と呼び、液晶パネル４２の全
画素によって構成される１画面を１フレームと呼ぶ。
【００１９】
　液晶パネルドライバー４１は、各サブピクセルに電圧を印加して液晶を駆動するための
信号を液晶パネル４２に対して出力する。液晶パネル４２は、図示しないゲートドライバ
およびソースドライバを備えており、液晶パネルドライバー４１から出力される信号に応
じてゲートドライバが各ラインの各画素における表示タイミングを制御し、ソースドライ
バが表示タイミングとされているラインの各画素に対して各画素の画像データに対応した
電圧を印加することによって表示を行う。すなわち、液晶パネルドライバー４１は、液晶
パネル４２における表示を行うための各種信号、例えば、１フレーム分の表示を行うため
の期間を規定する垂直同期信号（DVsync）、１ライン分の表示を行うための期間を規定す
る水平同期信号（DHsync）、各ライン内での画像データの取り込み期間を規定するデータ
アクティブ信号（DDactive）、各画素の画像データの取り込みタイミング等を規定するデ
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ータクロック信号（DDotclock）、各画素の画像データ（Data）を出力するように構成さ
れている。
【００２０】
　なお、本実施形態にかかる撮影装置１は、タイミングジェネレーター３０を備えており
、上述の垂直同期信号DVsync、水平同期信号DHsync、データアクティブ信号DDactive、デ
ータクロック信号DDotclockは当該タイミングジェネレーター３０によって生成される。
すなわち、タイミングジェネレーター３０は、クロック信号発生手段から出力される所定
周期のクロック信号の変化タイミングに同期して信号レベルが変化する信号を生成する分
周回路等を備えた表示制御部３０ｂを備えている。そして、タイミングジェネレーター３
０は、表示制御部３０ｂの制御により、予め決められたタイミングで信号レベルが変化す
る垂直同期信号DVsync、データアクティブ信号DDactive、データクロック信号DDotclock
を生成する。なお、本実施形態において水平同期信号DHsyncの出力タイミングは可変であ
り、後述するようにリサイズ処理部２０ｅの処理結果に依存して出力タイミングが決定さ
れる。
【００２１】
　また、本実施形態における液晶パネル４２は、水平方向に１０２４個、垂直方向に７６
８個の有効画素を備えた画素数がＸＧＡサイズのパネルであり、液晶パネルドライバー４
１が出力する画像データDataの内容および出力タイミングを調整することによって、任意
の位置にDataに対応した階調の表示を行うことができる。本実施形態においては、液晶パ
ネル４２の予め決められた被写体像表示領域にエリアイメージセンサー１５の撮影データ
に基づいて被写体の画像を表示し、また、当該被写体像表示領域以外の領域に撮影条件等
の情報を示す文字を表示する構成となっている。すなわち、液晶パネル４２には、被写体
の画像とともに撮影条件等の情報を示す文字がＯＳＤ（On Screen Display）表示される
。なお、液晶パネル４２は水平方向および垂直方向に有効画素よりも多数の画素を備えて
いるが、本明細書では簡単のため有効画素以外の画素に関する処理は省略して説明する。
【００２２】
　光学系１０は、エリアイメージセンサー１５に被写体画像を結像させるレンズ１１、絞
り１２、シャッター１３およびローパスフィルター１４を備える。このうち、レンズ１１
と絞り１２とは図示しない筐体に交換可能に取り付けられる。エリアイメージセンサー１
５としては、ベイヤー配列されたカラーフィルターと、光量に応じた電荷を光電変換によ
って画素ごとに蓄積する複数のフォトダイオードとを備えるＣＭＯＳ（Complementary Me
tal Oxide Semiconductor）イメージセンサー、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）イメー
ジセンサー等の固体撮像素子が用いられる。エリアイメージセンサー１５の画素の位置は
直交座標系における座標で規定され、一方の座標軸に平行な方向に並ぶ複数の画素によっ
てラインが構成され、複数のラインが他方の座標軸に平行な方向に並ぶように構成されて
いる。本明細書では、ラインに平行な方向を水平方向、ラインに垂直な方向を垂直方向と
呼ぶ。エリアイメージセンサー１５の全画素によって構成される１画面を１フレームと呼
ぶ。
【００２３】
　本実施形態においては、エリアイメージセンサー１５もタイミングジェネレーター３０
が出力する各種信号に同期した動作を行う。すなわち、タイミングジェネレーター３０は
、１フレーム分のフォトダイオードの検出結果を読み出すための期間を規定する垂直同期
信号（SVsync）、１ライン分のフォトダイオードの検出結果を読み出すための期間を規定
する水平同期信号（SHsync）、各画素の画像データの読み出しタイミング等を規定するデ
ータクロック信号（SDotclock）を出力する。エリアイメージセンサー１５は、垂直同期
信号SVsyncに応じて１フレーム分の撮影データの出力を開始し、水平同期信号SHsyncにて
規定される期間内にデータクロック信号SDotclockに応じたタイミングでエリアイメージ
センサー１５の一部の画素に対応するフォトダイオードの検出結果を示す撮影データを逐
次読み出す。
【００２４】
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　ＡＳＩＣ２００は、ＳＤ－ＲＡＭ５２に予め確保された複数ライン分のラインバッファ
ー５２ａ～５２ｄを利用し、表示部４０にて被写体の像を表示するための画像データをパ
イプライン処理によって生成する処理を行う回路によって構成される画像データ生成部２
０を備えている。このＡＳＩＣ２００は、画像処理用ＤＳＰ（Digital Signal Processor
）であっても良い。なお、複数ライン分のラインバッファー５２ａ～５２ｄは画像データ
生成部２０などに設けられていても良い。表示部４０は生成された画像データに基づいて
被写体を液晶パネル４２に対して表示する。すなわち、利用者は、表示部４０をＥＶＦと
して利用しながら被写体を確認することが可能である。
【００２５】
　また、利用者が操作部５５を操作して撮影指示を行った場合には、撮影指示に応じてエ
リアイメージセンサー１５は、垂直同期信号SVsyncに応じて１フレーム分の撮影データの
出力を開始し、水平同期信号SHsyncにて規定される期間内にデータクロック信号SDotcloc
kに応じたタイミングでエリアイメージセンサー１５の全有効画素に対応するフォトダイ
オードの検出結果を示す撮影データを逐次読み出す。そして画像データ生成部２０は、Ｓ
Ｄ－ＲＡＭ５２等を利用しＪＰＥＧ等の形式の画像データを生成して図示しないリムーバ
ブルメモリ等に記録される。すなわち、利用者は、被写体を示す画像データを生成するこ
とが可能である。
【００２６】
　（２）水平同期信号の制御：
  被写体を示す画像データをリムーバブルメモリ等に記録し、印刷すること等を考慮した
場合、高品質の画像データを得るためにはエリアイメージセンサー１５の画素数が所定数
より多いことが望まれる。そこで、本実施形態におけるエリアイメージセンサー１５の有
効画素数は図２に示すように、水平方向に５４００画素、垂直方向に３６００画素となっ
ている。エリアイメージセンサー１５は水平方向および垂直方向に有効画素よりも多数の
画素を備えているが、本明細書では簡単のため有効画素以外の画素に関する処理は省略し
て説明する。
【００２７】
　一方、上述のように、液晶パネル４２は水平方向に１０２４個、垂直方向に７６８個の
画素を備え、被写体像表示領域（図２に示すＲ1）に被写体の画像を表示する構成となっ
ている。本実施形態においては、エリアイメージセンサー１５の縦横比（２：３）を維持
したままできるだけ大きく被写体の画像を表示するため、液晶パネル４２の上辺および左
右の辺に対して上辺及び左右の辺が接する縦横比２：３の矩形領域を被写体の画像を表示
する被写体像表示領域Ｒ1としている。また、残りの領域が撮影条件等の情報を示す文字
を表示する情報表示領域（図２に示す領域）である。従って、液晶パネル４２における被
写体像表示領域Ｒ1は、水平方向に１０２４個、垂直方向に６８２個の画素にて構成され
る。以上のように、本実施形態においては、エリアイメージセンサー１５の画素数と液晶
パネル４２の画素数とは一致していない。
【００２８】
　さらに、表示部４０における表示は利用者による被写体の確認に利用されるため、エリ
アイメージセンサー１５にて被写体が撮影されたタイミングから表示部４０にて当該撮影
された被写体の像が表示されるタイミングまでの遅延が利用者によって認識可能な程度の
長さであると、ＥＶＦで視認した被写体と記録される被写体の像とがずれるなど、極めて
使いづらいＥＶＦとなってしまう。従って、表示部４０がＥＶＦとして利用される際には
、遅延が少ないことが要求される。
【００２９】
　そこで、エリアイメージセンサー１５にて撮影した画像を人間が視認しづらい極めて短
い遅延にて表示部４０に表示させるため、本実施形態においては、エリアイメージセンサ
ー１５および画像データ生成部２０で各種の処理を行い、表示部４０は、この処理の結果
生成された画像データを高速に表示させるための構成を備えている。
【００３０】
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　すなわち、本実施形態にかかるエリアイメージセンサー１５は、垂直方向に並ぶライン
のうちｎ個（ｎは奇数）に１個の割合でフォトダイオードの検出結果を読み出す飛び越し
走査を実行可能な回路が設けられている。また、同色のカラーフィルターを介して光電変
換を行うフォトダイオードのうち水平方向に並ぶｍ個（ｍは自然数）の検出結果を加算し
てその和をｍ分の１にして（すなわちｍ個の検出結果の相加平均を）出力するための加算
器が設けられている。本実施形態において、表示部４０をＥＶＦとして機能させる際、エ
リアイメージセンサー１５においては、飛び越し走査および加算器による処理を実行する
ことにより、水平方向および垂直方向の画素を間引き、エリアイメージセンサー１５が備
える画素数よりも少ない画素数の撮影データを出力することで、高速に被写体を撮影する
構成としている。
【００３１】
　すなわち、エリアイメージセンサー１５は、表示部４０をＥＶＦとして機能させるライ
ブビューモードにおいて、ｎ個に１個の割合で垂直方向のラインを読み出し対象とした読
み出しを水平同期信号SHsyncに応じて行う。また、ｍ個のフォトダイオードの検出結果を
加算器で加算した結果を撮影データとして出力する処理をデータクロック信号SDotclock
に応じて行う。図３は、本実施形態においてエリアイメージセンサー１５が備える画素数
よりも少ない画素数の撮影データを出力する方法の一例を示している。同図３において、
Ｒが付された矩形は赤の帯域の光を透過するカラーフィルターに対応するフォトダイオー
ドを示し、Ｇが付された矩形は緑の帯域の光を透過するカラーフィルターに対応するフォ
トダイオードを示し、Ｂが付された矩形は青の帯域の光を透過するカラーフィルターに対
応するフォトダイオードを示している。
【００３２】
　同図３に示すように、矩形で示す各画素のカラーフィルターがベイヤー配列である場合
、各画素に１色のカラーフィルターのみが対応しているため、各画素の色は周囲の画素を
利用して補間する必要がある。このため、ラインを間引いて撮影データを取得する際に、
間引き後に隣接するラインのカラーフィルターが異なる色となるように間引きを行う必要
がある。このため、本実施形態においては、ｎを奇数とし、ｎラインに１ラインの割合で
各ラインのフォトダイオードでの検出値を撮影データとして取得すれば、補間によって各
画素の色を特定可能な撮影データを取得することができる。本実施形態においては、エリ
アイメージセンサー１５の垂直方向のライン数をできるだけ液晶パネル４２の被写体像表
示領域Ｒ1の垂直方向のライン数に近づけるため、５ラインに１ラインの割合で撮影デー
タを取得する構成としている。図３においては、５ラインに１ラインの割合で撮影データ
を取得することを左向きの矢印で示しており、この例においては垂直方向のライン数が１
／５、すなわち、７２０となる。
【００３３】
　さらに、カラーフィルターがベイヤー配列である場合、水平方向に隣接する画素の色は
異なるとともに、１個おきに同色のカラーフィルターが並ぶことになる。このため、水平
方向に並ぶ画素について１個おきにｍ個加算しその和をｍ分の１にすることで（すなわち
ｍ個の検出結果の相加平均を求めることで）実質的に間引き処理を行うことができる。本
実施形態においては、加算器による加算を行った場合の画質上の制約等により、ｍを３と
設定している。図３においては、最も下に記したラインのうち、緑色のカラーフィルター
を介して光電変換を行うフォトダイオードであって水平方向に並ぶ３個のフォトダイオー
ド検出結果を加算器Ｓ1によって加算して１／３にし、赤色のカラーフィルターを介して
光電変換を行うフォトダイオードであって水平方向に並ぶ３個のフォトダイオードの検出
結果を加算器Ｓ2によって加算して１／３にする構成を示している。この例においては水
平方向の画素数が１／３、すなわち、１８００画素となる。図２には、エリアイメージセ
ンサー１５における間引き後のデータサイズを破線の矩形１５ａによって示している。
【００３４】
　以上のように、エリアイメージセンサー１５においては、垂直方向のライン数を７２０
ライン、水平方向の画素数を１８００画素とすることができる。しかし、このような間引
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きにおいては、垂直方向においてｎが奇数であり、水平方向においてｍが自然数である等
画質上の制約があるため、間引き後の画素数と液晶パネル４２の被写体像表示領域Ｒ1の
画素数とを一致させることは困難である。また、上述のようにｎとｍとが異なる場合には
縦横比が被写体と液晶パネル４２の被写体像とで異なるものになってしまう。
【００３５】
　そこで、本実施形態においては、画像データ生成部２０において、間引き後の撮影デー
タに対してさらにリサイズを行って液晶パネル４２の被写体像表示領域Ｒ1に表示させる
ための画像データを生成する構成としている。すなわち、画像データ生成部２０は、画素
補間部２０ａ、色再現処理部２０ｂ、フィルター処理部２０ｃ、ガンマ補正部２０ｄ、リ
サイズ処理部２０ｅを備えている。そして、画像データを生成する過程でリサイズ処理部
２０ｅによって垂直方向および水平方向の画素数を変更することにより、液晶パネル４２
の被写体像表示領域Ｒ1の画素数と等しい画像データを生成する構成としている。
【００３６】
　ラインバッファー５２ａは、エリアイメージセンサー１５から出力される間引き後の撮
影データを一時記録するバッファメモリであり、エリアイメージセンサー１５から間引き
後の撮影データが出力されると画像データ生成部２０の処理によって当該撮影データがラ
インバッファー５２ａに一時記録される。画素補間部２０ａは、ラインバッファー５２ａ
からベイヤー配列において各画素で欠落している２チャネルの色を生成するために必要な
画素数のデータを取り込みながら補間処理によって当該２チャネルの色を生成する。この
結果、各画素において３チャネルのデータが生成される。次に、色再現処理部２０ｂは、
生成されたデータに基づいて３×３の行列演算を行うことによってカラーマッチングのた
めの色変換処理を行う。色変換処理によって生成されたデータはラインバッファー５２ｂ
に一時記録される。次にフィルター処理部２０ｃは、シャープネス調整やノイズ除去処理
などをフィルター処理によって実行する。次にガンマ補正部２０ｄはエリアイメージセン
サー１５の撮影データの階調値が示す色と表示部４０で扱う画像データの階調値が示す色
との特性差を補償するガンマ補正を実行する。ガンマ補正によって生成されたデータはラ
インバッファー５２ｃに一時記録される。
【００３７】
　当該ラインバッファー５２ｃに線順次で記録されていくデータはエリアイメージセンサ
ー１５において間引きが行われた画素数である。すなわち、垂直方向に７２０ライン、水
平方向に１８００画素のデータが線順次で記録されていくことになる。リサイズ処理部２
０ｅは当該ラインバッファー５２ｃに記録されていくデータを逐次参照して補間演算処理
を行い、画素の間の位置における各チャネルの階調値を特定することによってリサイズを
行う。本実施形態において、上述のエリアイメージセンサー１５における間引きは垂直方
向に１／５，水平方向に１／３であるため、図２の矩形１５ａにて示すように間引き後の
データの縦横比はエリアイメージセンサー１５の撮影データの縦横比と異なっている。そ
こで、リサイズ処理部２０ｅは、まず、ラインバッファー５２ｃに記録されたデータに基
づいて水平方向に約５７％のサイズに縮小する縮小処理を行う。この結果、水平方向の画
素数を１０２４画素とする。さらに、リサイズ処理部２０ｅは、垂直方向に約９５％に縮
小する縮小処理を行う。この結果、水平方向に１０２４画素、垂直方向に６８２ラインの
画像データを生成する。生成された画像データはラインバッファー５２ｄに線順次で記録
される。
【００３８】
　本実施形態においては、以上の処理によってエリアイメージセンサー１５の撮影データ
に基づいて液晶パネル４２の被写体像表示領域Ｒ1に表示可能な画像データを生成する生
成処理を行うが、エリアイメージセンサー１５の撮影データは垂直方向に７２０ラインで
あり、画像データの垂直方向のライン数である６８２ラインや液晶パネル４２の垂直方向
のライン数である７６８ラインとは異なっている。すなわち、１フレーム分の撮影及び表
示を行うために必要なライン数が異なっている。
【００３９】
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　そこで、本実施形態においては、エリアイメージセンサー１５の水平同期信号SHsync、
垂直同期信号SVsync、データアクティブ信号SDactiveおよびデータクロック信号SDotcloc
kは、エリアイメージセンサー１５を駆動するために必要な周期に設定される。すなわち
、タイミングジェネレーター３０は、エリアイメージセンサー１５において上述のような
垂直方向の間引きを行って垂直同期信号SVsyncで規定される期間内に１フレーム分のライ
ン数の撮影データを取得できるようなタイミングおよび出力回数で水平同期信号SHsyncを
出力している。また、タイミングジェネレーター３０は、以上のような水平方向の間引き
を行って水平同期信号SHsyncで規定される期間内に１ライン分の画素数の撮影データを取
得できるようなタイミングおよび出力回数でデータクロック信号SDotclockを出力してい
る。
【００４０】
　一方、当該エリアイメージセンサー１５から線順次に出力される撮影データに基づいて
遅延期間を最小化して液晶パネル４２における表示を行うため、本実施形態においては、
液晶パネル４２の各ラインに対して表示を行うための画像データが準備された時点で水平
同期信号DHsyncが出力されるように構成されている。すなわち、本実施形態において液晶
パネル４２は、リサイズ処理部２０ｅによる処理が終了したラインの表示を行うことが可
能である。そこで、タイミングジェネレーター３０は、液晶パネル４２の垂直方向のＮラ
イン目（Ｎは自然数）の画像データの生成処理が終了した時点でＮライン目の表示を行う
ための水平同期信号DHsyncを出力する。
【００４１】
　具体的には、タイミングジェネレーター３０は、進捗情報取得部３０ａを備えており、
当該進捗情報取得部３０ａは、リサイズ処理部２０ｅから当該リサイズ処理部２０ｅにお
ける画像データの生成処理が終了したラインを示す進捗情報を取得することが可能である
。従って、当該進捗情報によれば、画像データに基づいて液晶パネル４２における表示が
可能になったラインを特定することが可能である。そこで、タイミングジェネレーター３
０が、各ラインの画像データの生成処理が終了したタイミングに同期して水平同期信号DH

syncを出力することにより、液晶パネル４２において当該画像データの生成処理が終了し
たラインの表示を開始させる構成とする。この構成によれば、画像データの準備が整う前
に各ラインの表示を開始することはなく、各ラインの表示準備が整うと即座に各ラインの
表示をすることが可能になる。
【００４２】
　なお、液晶パネル４２においては、水平同期信号DHsyncの出力タイミングで規定される
水平同期期間内に液晶パネル４２の各ラインの画素表示を行うことができればよいため、
タイミングジェネレーター３０は、水平同期信号DHsyncの出力タイミングで規定される水
平同期期間が最短となる期間として想定される期間内に１ライン分の画素表示を行うこと
ができるようにデータアクティブ信号DDactiveおよびデータクロック信号DDotclockを出
力する。
【００４３】
　また、本実施形態においては、エリアイメージセンサー１５からの撮影データと液晶パ
ネル４２での表示とがフレーム単位で整合しなくなることを防止するため、エリアイメー
ジセンサー１５の垂直同期信号SVsyncと液晶パネル４２の垂直同期信号DVsyncとが同期す
るように設定されている。すなわち、タイミングジェネレーター３０は、エリアイメージ
センサー１５の垂直同期信号SVsyncを出力したタイミングから所定の期間後に表示部４０
の垂直同期信号DVsyncを出力する。この結果、本実施形態において垂直同期信号SVsync，
DVsyncの周期は同一かつ一定となる。従って、エリアイメージセンサー１５にて撮影され
た被写体が１フレーム期間以上遅れて液晶パネル４２に表示されることはなく、また、同
一タイミングで撮影された被写体の像が複数フレーム期間に渡って液晶パネル４２に表示
されることもない。
【００４４】
　一方、本実施形態において液晶パネル４２の水平同期信号DHsyncで規定される水平同期
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期間は可変長であるため、水平同期期間が変化しても垂直同期信号SVsync，DVsyncの周期
が同一かつ一定である状態を維持するように構成してある。具体的には、タイミングジェ
ネレーター３０は、予め決められた基準の期間THに対して水平同期期間を長期化あるいは
短期化することによって基準の期間THからの時間変動を相殺することによって、１フレー
ムを表示するための垂直同期期間が一定となるように出力信号を制御している。基準の期
間THは、例えば、垂直同期期間内に液晶パネル４２の全ライン数について均等な期間で各
ラインの表示を行う場合の水平同期期間によって構成される。
【００４５】
　そして、被写体表示領域Ｒ1においては、各ラインの画像データの生成処理が終了する
まで水平同期信号DHsyncの出力を待機することで水平同期期間が長期化され得る状態とす
る。さらに、撮影条件等の情報を示す文字を表示する液晶パネル４２の情報表示領域Ｒ2

においては、被写体表示領域Ｒ1で長期化された水平同期期間と基準の期間THとの差分の
累計を相殺するように基準の期間THよりも水平同期期間を短期化する。
【００４６】
　図４はこのように構成されたタイミングジェネレーター３０から出力される水平同期信
号DHsyncを示しており、データアクティブ信号DDactiveおよびデータクロック信号DDotcl
ock、進捗情報を合わせて示している。なお、本実施形態においてリサイズ処理部２０ｅ
から出力される進捗情報は、１ライン分の画像データの生成処理を実行している過程にお
いてローレベルの出力が維持され、１ライン分の画像データの生成処理を終了した時点で
所定期間ハイレベルとなる１回のパルスによって構成される。
【００４７】
　タイミングジェネレーター３０が進捗情報取得部３０ａによって当該進捗情報を取得す
ると、表示制御部３０ｂの処理により、当該進捗情報のパルスに同期して水平同期信号DH

syncを出力する。このため、仮に、基準の期間TH内に、あるラインの画像データの生成処
理が間に合わなかった場合には、生成処理が終了するまで水平同期信号DHsyncが出力され
ず、水平同期期間TDHは基準の期間THより長くなる。従って、基準の期間TH内に、あるラ
インの画像データの生成処理が間に合わなかった場合、生成処理が終了するまで液晶パネ
ル４２にて当該ラインの表示は開始されない。また、各ラインの画像データの準備が終了
する前に表示がなされることはない。さらに、あるラインの画像データの生成処理が終了
すると水平同期信号DHsyncが出力されるため、各ラインの画像データの準備が終了すると
遅滞なく表示がなされる。以上のように、本実施形態は、水平同期期間TDHが基準の期間T

Hよりも長くなり得る状態で液晶パネル４２を駆動するため、液晶パネル４２で表示すべ
き１ライン分の画像データの生成期間がラインごとに変動し得る態様に適用して好適であ
る。このような態様は、エリアイメージセンサー１５のデータ出力処理や画像データ生成
部２０による画像データの生成処理の速度がラインごとに相違し得る態様が想定し得る。
むろん、撮影条件や撮影に利用するハードウェアに依存して処理速度がラインごとに相違
し得る態様に本発明を適用しても良い。例えば、利用者が操作部５５を操作することによ
ってエリアイメージセンサー１５の垂直同期期間や水平同期期間が変動し、あるいは画像
データの生成処理に要する期間が変動する構成に対して本発明を適用することが可能であ
る。さらに、着脱式ＥＶＦや着脱式レンズを変更することによってエリアイメージセンサ
ー１５の垂直同期期間や水平同期期間が変動し、あるいは画像データの生成処理に要する
期間が変動する構成に対して本発明を適用することが可能である。
【００４８】
　以上のように、本実施形態では被写体表示領域Ｒ1において、リサイズ処理部２０ｅか
ら出力される進捗情報に応じてタイミングジェネレーター３０が水平同期期間TDHを調整
する。このため、被写体表示領域Ｒ1に表示すべき画像データの生成処理の進捗に応じて
水平同期信号DHsyncが長期化され得ることとなり、液晶パネル４２の水平同期信号DHsync
で規定される水平同期期間TDHが一定になるとは限らない。一方、上述のように、本実施
形態においては垂直同期信号DVsyncで規定される垂直同期期間が一定であるため、被写体
表示領域Ｒ1において水平同期期間TDHが長期化された場合であっても、液晶パネル４２の
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全ラインの表示が垂直同期期間内に終了するように、タイミングジェネレーター３０は情
報表示領域Ｒ2において上述の基準の期間THよりも短い水平同期期間TDH2となるように水
平同期信号DHsyncの出力タイミングを設定する。
【００４９】
　すなわち、撮影条件等の情報を示す文字のデータ（ＯＳＤデータと呼ぶ）は、エリアイ
メージセンサー１５の動作によらず予め作成しＶＲＡＭ５１に記録しておくことが可能で
あるため、ＯＳＤデータに基づく表示を短い水平同期期間によって実行したとしても、デ
ータ読み出しの追い越しを発生させることなく適正な表示を行うことが可能である。そこ
で、本実施形態においては、エリアイメージセンサー１５の撮影データに基づく表示を行
うための被写体像表示領域Ｒ1よりも、撮影条件等の情報を示す文字を表示する情報表示
領域Ｒ2における水平同期期間が短くなるように設定する。
【００５０】
　具体的には、タイミングジェネレーター３０が水平同期信号DHsyncの出力タイミングを
調整することにより、被写体像表示領域Ｒ1において長期化された水平同期期間TDHと基準
の期間THとの差分の総和と情報表示領域Ｒ2において短期化された水平同期期間TDH2と基
準の期間THとの差分の総和とが一致するように水平同期期間TDH2を短期化する。この結果
、水平同期期間TDH2＜基準の期間≦水平同期期間TDHとなる。ここで、情報表示領域Ｒ2に
おいて、上述の水平同期期間THよりも短い水平同期期間TDH2となるように水平同期信号DH

syncを出力するための構成としては、種々の構成を採用可能である。例えば、図４に示す
ように、被写体像表示領域Ｒ1にて発生した水平同期期間THに対する遅延ΔT1の総和（Σ
ΔT1）を情報表示領域Ｒ2のライン数L2で除した値ΔT2を各ラインで短縮すべき期間とす
る構成等を採用可能である。すなわち、水平同期期間TH－ΔT2が情報表示領域Ｒ2におけ
る水平同期期間TDH2であるとする構成等を採用可能である。
【００５１】
　以上のように、本実施形態においては、液晶パネル４２の領域毎に調整された水平同期
信号に基づいて各領域にて適切な表示を行わせるため、液晶パネル４２の被写体像表示領
域Ｒ1および情報表示領域Ｒ2に相当する部分のライン番号が予め決められている。例えば
、図２に示す例においては、１～６８２ラインが被写体像表示領域Ｒ1、６８３ライン～
７６８ラインが情報表示領域Ｒ2である。そこで、タイミングジェネレーター３０は、１
～６８２ラインに相当する被写体表示領域Ｒ1に対して表示を行う際に、上述の進捗情報
に応じたタイミングで水平同期信号DHsyncを出力しつつ、６８３ライン～７６８ラインに
相当する情報表示領域Ｒ2に対して表示を行う際に、上述の基準の期間THよりも短い水平
同期期間TDH2となるように水平同期信号DHsyncを出力する。
【００５２】
　また、ＡＳＩＣ２００は画像データ出力部２０１を備えており、画像データ出力部２０
１は、液晶パネル４２の１～６８２ラインの表示を行う際に、ラインバッファー５２ｄに
記録された画像データ（Data）を表示部４０に対して線順次に出力する。この結果、エリ
アイメージセンサー１５で撮影された被写体の像が被写体像表示領域Ｒ1に表示される。
また、ＣＰＵ５０は、少なくとも情報表示領域Ｒ2での表示を行う以前においてＶＲＡＭ
５１に対してＯＳＤデータを記録しておく。そして、画像データ出力部２０１は、液晶パ
ネル４２の６８３ライン～７６８ラインの表示を行う際に、ＶＲＡＭ５１に記録されたＯ
ＳＤデータを画像データ（Data）として表示部４０に対して線順次に出力する。この結果
、撮影条件等の文字が情報表示領域Ｒ2に表示される。
【００５３】
　この構成によれば、被写体像表示領域Ｒ1においては遅延を最小化した状態でエリアイ
メージセンサー１５にて撮影した被写体を表示しつつ、情報表示領域Ｒ2において短い水
平同期期間内でＯＳＤデータによる撮影条件等の情報の表示が行われる状態となる。そし
て、上述のように、被写体像表示領域Ｒ1において長期化された水平同期期間TDHと基準の
期間THとの差分の総和と情報表示領域Ｒ2において短期化された水平同期期間TDH2と基準
の期間THとの差分の総和とが一致するように水平同期期間が制御されるため、垂直同期信
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号SVsync，DVsyncの周期が同一かつ一定の状態で表示部４０による表示を行うことができ
る。従って、エリアイメージセンサー１５にて撮影された被写体が１フレーム期間以上遅
れて液晶パネル４２に表示されることはなく、また、複数フレーム期間に渡って同じ画像
が液晶パネル４２に表示されることもない。
【００５４】
　（３）エリアイメージセンサーに印加する信号の制御：
  さらに、本実施形態では、画像データ生成部２０による処理の進捗状況に応じて垂直同
期信号SVsyncの出力タイミングを可変にする。そのためにタイミングジェネレーター３０
はセンサー制御部３０ｃ（撮影制御部に相当）を備えている。センサー制御部３０ｃは、
現在画像データの生成処理中のフレーム（現フレーム）の次のフレーム（次フレーム）の
画像データの生成処理を行う準備が整った時点で垂直同期信号SVsyncを出力する。上述の
ように、ラインごとに画像データの生成処理に要する時間が異なる場合、１フレーム分に
対応する画像データの生成処理に要する時間も異なりうる。図５Ａはその例を示している
。垂直同期信号SVsyncの基準周期をTSV0というものとする。図５Ａの例では、ｎ＋１番目
のフレームに対応する垂直同期信号を出力するタイミング（基準周期TSV0のタイミング）
でｎ番目のフレームの画像データ生成処理が終了しており、ｎ＋１番目のフレームの画像
データの生成処理を開始する準備が整っていることを表している。なお、図５Ａに示す進
捗情報は、図４を用いて説明した進捗情報と同じ信号である。
【００５５】
　図５Ａのｎ＋１番目のフレームは、ｎ＋１番目のフレームに対応する垂直同期信号SVsy
ncを出力してから基準周期TSV0が経過したタイミングでは、ｎ＋２番目のフレームの画像
データの生成処理を開始する準備が整っていない例を示している。すなわち、基準周期TS
V0が経過したタイミングでは、ｎ＋１番目のフレームに対応する画像データの生成処理が
最終ラインまでまだ終了していない。本実施形態においては、現フレームの最終ラインに
対応する画像データの生成が終了し画像データ出力部２０１によって表示部４０に画像デ
ータが出力された後に、画像データ生成部２０において、次フレームに対応する撮影デー
タを取得して次フレームの画像データの生成処理を開始する準備が整った状態となるもの
として説明を続ける。図５Ａのｎ＋１番目のフレームの垂直同期信号SVsyncを出力してか
ら基準周期TSV0が経過したタイミングにおいて、まだｎ＋１番目のフレームの最終ライン
に対応する画像データの生成処理が終了していない場合に、当該タイミングで垂直同期信
号SVsyncを出力すると、次フレームに対応する画像データの生成処理を開始する準備が画
像データ生成部２０において整っていない状態で次フレームに対応する撮影データがエリ
アイメージセンサー１５から取り込まれることになる。
【００５６】
　これを防ぐためにセンサー制御部３０ｃは、１フレームに対応する画像データの生成処
理を開始してから次フレームに対応する画像データの生成処理を開始する準備が整った状
態となるまでの期間が、基準周期TSV0よりも長期化するかどうかを、基準周期TSV0が経過
したタイミングで判断し、長期化する場合は、次フレームに対応する画像データの生成処
理を行う準備が画像データ生成部２０において整うまで次フレームの垂直同期信号SVsync
の出力を待機する。そして、画像データ生成部２０において準備が整った後に、センサー
制御部３０ｃは垂直同期信号SVsyncをエリアイメージセンサー１５に出力する。
【００５７】
　なお、エリアイメージセンサー１５に出力するドットクロックSDotclockの基準周期TSD
0は予めエリアイメージセンサー１５の仕様で決められている。また、水平同期信号SHsyn
cの１周期の期間中にエリアイメージセンサー１５に出力するドットクロックSDotclockの
基準パルス数PSD0も予めエリアイメージセンサー１５の仕様として決められている。また
さらに、垂直同期信号SVsyncの１周期の期間中にエリアイメージセンサー１５に出力する
水平同期信号SHsyncの基準パルス数PSH0も決められている。同様に、垂直同期信号SVsync
の基準周期TSV0も予め仕様で決まっている。
【００５８】
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　次フレームの画像データの生成処理の準備が整うのが基準周期TSV0よりも長期化するか
どうかを判断するために、本実施形態では、リサイズ処理部２０ｅから出力されたライン
単位の進捗情報から画像データの生成処理が完了したライン数を特定する。基準周期TSV0
の期間内に最終ラインまで画像データの生成処理が終了していれば、次フレームの撮影デ
ータを取り込むための垂直同期信号SVsyncを基準周期TSV0のタイミングで出力する（図５
Ａのｎ＋１番目の垂直同期信号）。基準周期TSV0の期間が経過したタイミングで、最終ラ
インまで画像データの生成処理が終了していなければ、最終ラインに対応する画像データ
の生成処理が終了したことが進捗情報に基づいて確認された後に、センサー制御部３０ｃ
は垂直同期信号SVsyncを出力する（図５Ａのｎ＋２番目の垂直同期信号）。すなわち、セ
ンサー制御部３０ｃは、垂直同期信号SVsyncの実際の周期TSVを基準周期TSV0より延長す
る。
【００５９】
　具体的には、基準周期TSV0の期間が経過したタイミングで、最終ラインまで画像データ
の生成処理が終了していない場合、最終ラインに対応する画像データの生成処理が終了し
たことが進捗情報に基づいて確認されるまで、図５Ａに示すようにセンサー制御部３０ｃ
はダミーの水平同期信号SHsyncを出力し続ける。すなわち、基準周期TSV0に出力する基準
パルス数PSH0を超えて余分に水平同期信号SHsyncを出力して、次の垂直同期信号SVsyncの
出力までの期間（周期TSV）を基準周期TSV0より延長する。なお本実施形態においては、
基準パルス数PSH0を超えてダミーの水平同期信号SHsyncを出力しても、最終ラインの画像
データの生成処理が終了したことを示す進捗情報のパルスが出力されるまでの間は、垂直
同期信号SVsyncを出力しない回路構成となっている。なお、エリアイメージセンサー１５
は、ダミーの水平同期信号SHsyncは無視し、当該信号に応じてダミーの撮影データは生成
しない。なお、図５Ａに示す例の場合、ドットクロックSDotclockの周期TSDは基準周期TS
D0のままであり、水平同期信号SHsyncの周期TSHは基準周期TSH0のままである。
【００６０】
　また、垂直同期信号SVsyncを延長させる方法として、図５Ｂに示すようにセンサー制御
部３０ｃは、水平同期信号SHsyncの１周期の期間中のドットクロックSDotclockのパルス
数PSDを、基準パルス数PSD0より増やすことによって、水平同期信号SHsyncの周期TSHを基
準周期TSH0より延長してもよい。そうすることによって結果的に、次の垂直同期信号SVsy
ncの出力までの期間（周期TSV）を基準周期TSV0より延長するようにしてもよい。なお、
エリアイメージセンサー１５は、ダミーのドットクロックSDotclockは無視し、当該信号
に応じたダミーの撮影データは生成しない。また、水平同期信号SHsyncの１周期の期間中
のドットクロックSDotclockのパルス数PSDを基準パルス数PSD0より増やすことによって、
水平同期信号SHsyncの周期TSHを基準周期TSH0より延長する場合、垂直同期信号SVsyncの
１周期の期間中に生成する水平同期信号SHsyncのパルス数は一定とすることが望ましいが
、垂直同期信号SVsyncの１周期の期間中に生成する水平同期信号SHsyncのパルス数も可変
としてもかまわない。またこの時、ドットクロックSDotclockの周期TSDは基準周期TSD0の
ままである。
【００６１】
　または、図５Ｃに示すようにセンサー制御部３０ｃは、水平同期信号SHsyncの１周期の
期間中のドットクロックSDotclockのパルス数PSDを少なくとも減らさずに、ドットクロッ
クSDotclockの周期TSDを基準周期TSD0より延長することによって水平同期信号SHsyncの周
期TSHを基準周期TSH0より延長するようにしてもよい。そうすることによって結果的に、
次の垂直同期信号SVsyncの出力までの期間（周期TSV）を基準周期TSV0より延長するよう
にしてもよい。なおこの場合、垂直同期信号SVsyncの１周期あたりの水平同期信号SHsync
のパルス数PSHは基準パルス数PSH0より少なくとも減らさない。
  以上のように、本実施形態では、次フレームの画像データの生成処理を開始する準備が
出来ている状態でエリアイメージセンサー１５から撮影データの取得を開始することがで
きる。その結果、画像データの生成処理が未完のラインの撮影データが上書きや破棄され
てしまうことを防止することができる。
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【００６２】
　（４）他の実施形態：
  以上の実施形態は本発明を実施するための一例であり、本発明の要旨を逸脱しない限り
において、他にも種々の実施形態を採用可能である。
【００６３】
　例えば、水平同期期間TDHを基準の期間THよりも長期化する際には、水平同期信号DHsyn
cのバックポーチを長期化しても良い。この構成は、例えば、図１に示す構成にて、進捗
情報取得部３０ａにおいてリサイズ処理部２０ｅからの進捗情報の出力期間を検出する構
成とする。すなわち、Ｎ－１ライン目の画像データの生成処理が終了した時点で出力され
る進捗情報からＮライン目の画像データの生成処理が終了した時点で出力される進捗情報
までの期間TS(N-1)を検出する。そして、タイミングジェネレーター３０は、当該期間TS(
N-1)に基づいてＮライン目の水平同期信号DHsyncのバックポーチの長さを決定して各種の
信号を出力する。
【００６４】
　すなわち、タイミングジェネレーター３０は、表示制御部３０ｂの処理により、図６に
示すように、Ｎライン目の水平同期信号DHsyncを出力した後、期間TS(N-1)の長さから基
準の期間THの長さを減じて得られる期間ΔT1が経過した時点でプリチャージ期間を示す信
号DHsync2を出力する。さらに、タイミングジェネレーター３０は、表示制御部３００ｂ
の処理により、当該信号DHsync2を出力した後、所定のプリチャージ期間が経過した時点
でDDactiveを出力し、１ライン分の画素数のデータクロック信号DDotclockが出力される
までDDactiveのレベルを維持した後に所定期間のフロントポーチを設けてＮ＋１ライン目
の水平同期信号DHsyncを出力する。ここで、プリチャージ期間の開始時点からフロントポ
ーチの終了時点までの期間は基準の期間THと一致する。従って、Ｎライン目の水平同期信
号DHsyncとＮ＋１ライン目の水平同期信号DHsyncとの間の期間である水平同期期間TDHが
基準の期間THとΔT1との和となる。この結果、液晶パネル４２にて信号DHsync2に同期し
てプリチャージや極性反転等を行ってＮラインの表示が可能になるとともに、水平同期期
間TDHを基準の期間THよりも長期化することが可能になる。
【００６５】
　なお、上述の第１実施形態においては、水平同期信号DHsyncのフロントポーチを長期化
していたため、バックポーチ期間は一定の期間とすることができ、通常の規定通りにプリ
チャージや極性反転等を行う期間を設けることができる。
【００６６】
　さらに、上述の実施形態においては、エリアイメージセンサー１５の垂直同期信号SVsy
ncの周期と液晶パネル４２の垂直同期信号DVsyncの周期とを一致させるため、液晶パネル
４２の情報表示領域Ｒ2において被写体像表示領域Ｒ1よりも短い水平同期期間となるよう
に水平同期信号SHsyncを出力したが、他の手法によって垂直同期信号SVsyncの周期と液晶
パネル４２の垂直同期信号DVsyncの周期とを一致させても良い。例えば、通常の撮影装置
において、エリアイメージセンサー１５のライン数は液晶パネル４２のライン数よりも多
いため、特定の垂直同期期間内に確保すべき水平同期期間が均等であると仮定した場合、
エリアイメージセンサー１５の水平同期信号SHsyncの周期よりも液晶パネル４２の水平同
期信号DHsyncの周期の方が短くなる。従って、液晶パネル４２の水平同期信号DHsyncを長
期化した場合であっても、当該長期化によって液晶パネル４２の垂直同期期間を長くする
必要が生じることは少ない。なお、水平同期信号DHsyncを長期化することによって液晶パ
ネル４２の垂直同期信号DVsyncがエリアイメージセンサー１５の垂直同期信号SVsyncより
長くなる場合、エリアイメージセンサー１５の垂直同期信号SVsyncを長期化して垂直同期
信号DVsyncと垂直同期信号SVsyncとを同期させても良い。
【００６７】
　さらに、上述の実施形態においては、画像データの生成処理の中のリサイズ処理が終了
したか否かをラインごとに示す進捗情報を取得する構成であったが、画像データの生成処
理の最終工程がリサイズ処理でない場合でも、最終工程となる処理についての進捗情報を
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取得するようにすれば良い。また、画像データの生成処理の最終工程の処理時間が無視で
きるほど高速に処理できたり、一定時間で処理できたりして、最終工程の終了を予測でき
るのならば、最終工程の前の工程（例えば、処理時間が変動し得る工程）となる処理につ
いての進捗情報を取得するようにすれば良い。さらに、画像データの生成処理において、
複数のラインのデータを参照して１ライン分のデータを生成する画像処理工程が含まれる
場合に当該工程について進捗情報を取得する構成としても良い。
【００６８】
　図７は、複数のラインのデータを参照して１ライン分のデータを生成する複数の画像処
理工程について進捗情報を取得する構成を備えた撮影装置１を示す図である。図７におい
て、図１と同様の構成は同様の符号で示している。図７に示す撮影装置１のタイミングジ
ェネレーター３００は、エリアイメージセンサー１５からの撮影データの出力が完了した
ラインおよび画像データ生成部２０の色再現処理部２０ｂ、ガンマ補正部２０ｄ、リサイ
ズ処理部２０ｅのそれぞれにおけるデータの生成処理が終了したラインを示す進捗情報を
取得することが可能である。また、タイミングジェネレーター３００は、表示制御部３０
０ｂの処理により、画素補間部２０ａ、フィルター処理部２０ｃ、リサイズ処理部２０ｅ
のそれぞれに対して１ライン分のデータの生成処理を開始させるためのトリガ信号（例え
ば、水平同期信号）を出力することが可能である。
【００６９】
　すなわち、図７に示す実施形態においては、エリアイメージセンサー１５からＫライン
目の撮影データが出力されると画素補間部２０ａにおいてＬライン目のデータの処理を実
行可能になり、画素補間部２０ａおよび色再現処理部２０ｂによる線順次の処理の結果、
Ｌライン目のデータの処理が終了するとフィルター処理部２０ｃにおいてＭライン目のデ
ータの処理を実行可能になることが予め特定される。また、フィルター処理部２０ｃおよ
びガンマ補正部２０ｄによる線順次の処理の結果、Ｍライン目のデータの処理が終了する
とリサイズ処理部２０ｅにおいてＮライン目の画像データの生成処理が開始可能になるこ
とが予め特定される。
【００７０】
　そして、タイミングジェネレーター３００は、タイミングジェネレーター３００が出力
する規定の周期の水平同期信号SHsyncに基づいてエリアイメージセンサー１５からＫライ
ン目の撮影データが出力されたことを特定する。エリアイメージセンサー１５からＫライ
ン目の撮影データが出力されたことが特定された場合、タイミングジェネレーター３００
は、画素補間部２０ａに対してトリガ信号を出力してＬライン目のデータ処理を開始させ
る。さらに、進捗情報取得部３００ａによって色再現処理部２０ｂにおいてＬライン目の
データの処理が終了したことが特定された場合に、タイミングジェネレーター３００は、
フィルター処理部２０ｃに対してトリガ信号を出力してＭライン目のデータ処理を開始さ
せる。さらに、進捗情報取得部３００ａによってガンマ補正部２０ｄにおいてＭライン目
のデータの処理が終了したことが特定された場合に、タイミングジェネレーター３００は
、リサイズ処理部２０ｅに対してトリガ信号を出力してＮライン目の画像データの生成処
理を開始させる。
【００７１】
　そして、リサイズ処理部２０ｅによってＮライン目の画像データの生成処理が終了した
ことが特定されると、タイミングジェネレーター３００は、上述の実施形態と同様にＮラ
イン目の表示を行うための水平同期信号DHsyncを出力する。すなわち、画像データ生成部
２０において、２以上のラインのデータをラインバッファーに対して記録した後にあるラ
インのデータの生成が開始可能な画像処理工程においては、最低限必要なライン数のデー
タの生成処理が終了したか否かを判定し、当該生成処理が終了した時点で次の画像処理工
程を開始する。この構成により、各工程を実行するために必要なデータの準備が整う前に
各ラインについての処理を開始することはなく、各ラインのデータが整うと即座に各ライ
ンについて処理を開始することが可能になる。この結果、各画像処理工程を実行する際の
待ち時間が最小化される。なお、本実施形態においては、最低限必要なライン数のデータ
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をラインバッファー５２ａ～５２ｄに一時記録すればよいため、ラインバッファー５２ａ
～５２ｄの容量を最小化することが可能である。
【００７２】
　さらに、上述の実施形態において表示部４０は液晶パネルを用いたＥＶＦであったが、
表示部４０はＥＶＦ以外の表示部、例えば、撮影装置１の背面に取り付けられる液晶パネ
ルを用いた表示部であっても良いし、液晶パネル以外の方式を用いたものであっても良い
。また、撮影装置１はミラーを備えた一眼レフカメラでも良く、さらにムービーカメラで
あっても良いし、撮影機能を備えた携帯電話等の装置であっても良い。さらに、上述のエ
リアイメージセンサー１５において、カラーフィルターはベイヤー配列であったが、ベイ
ヤー配列以外の配列で構成されたセンサーを利用した撮影装置に本発明を適用しても良い
。さらに、ラインバッファー５２ｄはラインバッファーでも良いが、１フレーム分の画像
データを記録するための記録容量を備えるＶＲＡＭであってもよい。この構成によれば、
表示対象となる画像データに基づく各種処理を行うことが可能になる。さらに、水平同期
期間は基準の期間に対して長期化されれば良く、当該基準の期間としては、各種の期間を
想定可能である。例えば、エリアイメージセンサー１５の水平同期信号SHsyncの周期、画
像データの生成周期などを基準の期間としてもよい。さらに、タイミングジェネレーター
３０から表示部４０への各種信号の転送形態は種々の形態を採用可能であり、HDMI（High
-Definition Multimedia Interface）等によって転送しても良い。また、上述の実施形態
における方向を逆にしてもよく、例えば水平方向において、左から右に表示しても、右か
ら左に表示しても良い。
【００７３】
　また、進捗情報に基づいて垂直同期信号SVsyncを出力するタイミングを可変にする構成
に関して、上記実施形態では、現フレームの最終ラインまで画像データの生成処理が終了
した後に次フレームの画像データの生成処理を開始する準備が整う構成を説明した。他の
実施形態として、基準周期TSV0の期間内に現フレームのＬライン（Ｌは最終ライン未満）
目まで画像データの生成処理が終了していれば次フレームの画像データの生成処理の準備
が整う構成であってもよい。Ｌラインは、エリアイメージセンサーからの撮影データを格
納するバッファや、当該撮影データから各種の画像処理を行う課程のデータを格納するバ
ッファなどの構成に応じて予め決められているものとする。
【００７４】
　なお、上記実施形態では、基準周期TSV0に出力する基準パルス数PSH0を超えて余分に水
平同期信号SHsyncを出力して、次の垂直同期信号SVsyncの出力までの期間（周期TSV）を
基準周期TSV0より延長する例を説明した。例えば基準パルス数PSH0がマージンを含んで（
ライン分に必須なパルス数＋マージン）設定されている場合であって、垂直同期信号SVsy
ncの生成するタイミングを速めたい場合は、基準パルス数PSH0より少ないパルス数の水平
同期信号SHsyncが生成された時点で垂直同期信号SVsyncを生成してもよい。また例えば、
ドットクロックSDotclockの基準パルス数PSD0が同様にマージンを含んで設定されている
場合であって、垂直同期信号SVsyncの生成するタイミングを速めたい場合は、基準パルス
数PSD0より少ないパルス数のドットクロックSDotclockが生成された時点で水平同期信号S
Hsyncを生成してもよい。そしてその結果、垂直同期信号SVsyncの出力までの期間（周期T

SV）を基準周期TSV0より短縮するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００７５】
１…撮影装置、１０…光学系、１１…レンズ、１２…絞り、１３…シャッター、１４…ロ
ーパスフィルター、１５…エリアイメージセンサー、２０…画像データ生成部、２０ａ…
画素補間部、２０ｂ…色再現処理部、２０ｃ…フィルター処理部、２０ｄ…ガンマ補正部
、２０ｅ…リサイズ処理部、２０１…画像データ出力部、３０…タイミングジェネレータ
ー、３０ａ…進捗情報取得部、３０ｂ…表示制御部、３０ｃ…センサー制御部（撮影制御
部）、４０…表示部、４１…液晶パネルドライバー、４２…液晶パネル、５２ａ…ライン
バッファー、５２ｂ…ラインバッファー、５２ｃ…ラインバッファー、５２ｄ…ラインバ
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