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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像信号を所定の記録フォーマットに従って記録媒体に記録する撮像装置であって、
　被写体を撮影し、垂直方向及び水平方向に所定の画素数Ｐ画素×Ｑ画素以下の任意の画
素数Ｈ画素×Ｗ画素の画像信号を発生する撮像手段と、
　前記撮像手段により発生された画像信号に対して拡大処理を施し、前記Ｐ画素×Ｑ画素
の拡大画像信号を生成する拡大手段と、
　前記拡大手段により得られたＰ画素×Ｑ画素の拡大画像信号に対して縮小処理を施し、
前記所定の記録フォーマットにおいて規定された所定の画素数Ｍ画素×Ｎ画素からなる縮
小画像信号を得る縮小手段と、
　前記拡大手段により得られたＰ画素×Ｑ画素の拡大画像信号を前記記録媒体に記録せず
に、前記縮小手段から出力されたＭ画素×Ｎ画素の縮小画像信号を前記所定の記録フォー
マットに従って前記記録媒体に記録する記録手段とを備える撮像装置。
【請求項２】
　前記拡大手段は前記撮像手段により発生された画像信号の画素数Ｈ及びＷに応じて前記
拡大処理における倍率を設定することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記縮小手段は固定の倍率ｎで前記拡大画像信号を縮小処理して前記Ｎ画素×Ｍ画素の
縮小画像信号を生成することを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
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　前記撮像手段は前記Ｐ画素×Ｑ画素の撮像素子を有し、前記撮像素子の一部の領域を用
いて前記Ｈ画素×Ｗ画素の画像信号を発生することを特徴とする請求項１から３の何れか
１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　ズーム倍率を指示する指示手段を備え、
　前記撮像手段は、前記指示手段により指示されたズーム倍率に従って前記Ｈ画素×Ｗ画
素の画像信号を発生することを特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載の撮像装置
。
【請求項６】
　画像信号を所定の記録フォーマットに従って記録媒体に記録する撮像装置であって、
　被写体を撮影し、第１の所定サイズ以下の任意のサイズの画像信号を発生する撮像手段
と、
　前記撮像手段により得られた画像信号を前記第１の所定サイズに拡大する拡大手段と、
　前記拡大手段により得られた画像信号のサイズを前記所定の記録フォーマットにおいて
規定された第２の所定サイズに縮小する縮小手段と、
　前記拡大手段により得られた前記第１の所定サイズの画像信号を前記記録媒体に記録せ
ずに、前記縮小手段から出力された第２の所定サイズの画像信号を前記所定の記録フォー
マットに従って前記記録媒体に記録する記録手段とを備える撮像装置。
【請求項７】
　前記拡大手段は前記撮像手段により得られた画像信号のサイズに応じた倍率で拡大処理
を行い、前記縮小手段は固定倍率で前記拡大手段から出力される画像信号を縮小処理する
ことを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　ズーム倍率を指示する指示手段を備え、
　前記撮像手段は、前記指示手段により指示されたズーム倍率に応じたサイズの画像信号
を出力することを特徴とする請求項６または７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　撮像手段により得られた垂直方向及び水平方向に所定の画素数Ｐ×Ｑ画素以下の任意の
画素数Ｈ×Ｗ画素の画像信号を入力し、前記入力された画像信号を所定の記録フォーマッ
トにおいて規定された所定の画素数Ｍ×Ｎ画素の画像信号に変換して記録媒体に記録する
方法であって、
　前記入力された画像信号に対して拡大処理を施して前記Ｐ×Ｑ画素の拡大画像信号を生
成するステップと、
　前記拡大処理により生成されたＰ×Ｑ画素の拡大画像信号に対して縮小処理を施して、
前記所定の画素数Ｍ×Ｎ画素の画像信号を生成するステップと、
　前記拡大処理により生成されたＰ×Ｑ画素の拡大画像信号を前記記録媒体に記録せずに
、前記縮小処理により生成されたＭ画素×Ｎ画素の縮小画像信号を前記所定の記録フォー
マットに従って前記記録媒体に記録するステップとを有する画像処理方法。
【請求項１０】
　撮像手段により得られた第１の所定サイズ以下の任意のサイズの画像信号を入力し、前
記入力された画像信号を所定の記録フォーマットにおいて規定された第２の所定サイズの
画像信号に変換して記録媒体に記録する方法であって、
　前記入力された画像信号のサイズを前記第１の所定サイズに拡大処理するステップと、
　前記拡大処理により得られた画像信号のサイズを前記第２の所定サイズに縮小処理する
ステップと、
　前記拡大処理により得られた前記第１のサイズの画像信号を前記記録媒体に記録せずに
、前記縮小処理により得られたＭ画素×Ｎ画素の縮小画像信号を前記所定の記録フォーマ
ットに従って前記記録媒体に記録するステップとを有する画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
　本発明は撮像装置、画像処理装置及び画像処理方法に関し、特には、入力画像信号の画
素数の変換処理に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、種々の解像度（画素数）を持つ画像信号に対して拡大、あるいは縮小処理を施して
、決められた画素数の画像信号を得る、拡大、縮小処理が知られている。
【０００３】
このような拡大処理を行う装置として、カメラ一体型ＶＴＲが知られている。
【０００４】
即ち、このカメラ一体型ＶＴＲでは、撮像素子により画像信号を得、フォーマットにて規
定された画素数を持つ画像信号をテープ上に記録する。
【０００５】
カメラ一体型ＶＴＲでは、通常の光学ズームに加えて、いわゆる電子ズームと呼ばれる機
能を持つのが一般的となっている。この電子ズームとは、撮像素子により得られた画像信
号の一部に対して前述の拡大処理を施す機能である。
【０００６】
また、近年では、半導体技術の向上により、フォーマットにて規定された画素数よりもは
るかに画素数の多い撮像素子を採用し、このような多画素の撮像素子により得られた画像
信号に対して縮小処理を施してフォーマットに規定された画素数の画像信号を生成し、よ
り高画質な画像を記録する装置も提案されている。
【０００７】
この種の装置では、ズームの倍率が低い間（光学ズームを行っている間）は撮像素子から
の出力画像信号に対して縮小処理を施し、電子ズームの倍率が上がるにつれてより高い倍
率にて拡大処理を施す。このように、多画素の撮像素子を持つＶＴＲでは、記録する画像
の画質を向上させることができる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
前述のように、多画素の撮像素子を用いたカメラ一体型ＶＴＲでは、高画質な画像を記録
できる一方、任意の倍率での拡大処理と縮小処理とを行う必要があり、回路規模が大きく
なってしまう。
【０００９】
また、カメラ一体型ＶＴＲ以外であっても、任意の倍率で拡大処理と縮小処理とをともに
行う場合には、同様に回路規模が大きくなってしまう。
【００１０】
また、いずれの装置においても、高画質な拡大画像あるいは縮小画像を得るためには、拡
大、縮小処理にて用いるフィルタの係数を可変設定することや、また、タップ数の多いフ
ィルタを必要とするため、拡大処理、あるいは、縮小処理のみを行う場合に比べ、回路規
模の大幅な増加となり、安価で高画質な装置を開発する上で、大きな障害となっていた。
【００１１】
本発明は前述の如き問題点を解決することを目的とする。
【００１２】
本願の他の目的は、回路規模を増加させることなく、入力画像の画素数を変換可能とする
処にある。
【００１３】
本願の更に他の目的は、回路規模を増加させることなく高画質な画像処理を実現する処に
ある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、画像信号を所定の記録フォーマットに従って記録媒体に記録する撮像装置で
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あって、被写体を撮影し、垂直方向及び水平方向に所定の画素数Ｐ画素×Ｑ画素以下の任
意の画素数Ｈ画素×Ｗ画素の画像信号を発生する撮像手段と、前記撮像手段により発生さ
れた画像信号に対して拡大処理を施し、前記Ｐ画素×Ｑ画素の拡大画像信号を生成する拡
大手段と、前記拡大手段により得られたＰ画素×Ｑ画素の拡大画像信号に対して縮小処理
を施し、前記所定の記録フォーマットにおいて規定された所定の画素数Ｍ画素×Ｎ画素か
らなる縮小画像信号を得る縮小手段と、前記拡大手段により得られたＰ画素×Ｑ画素の拡
大画像信号を前記記録媒体に記録せずに、前記縮小手段から出力されたＭ画素×Ｎ画素の
縮小画像信号を前記所定の記録フォーマットに従って前記記録媒体に記録する記録手段と
を備える構成とした。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面と共に説明する。
【００１６】
図１は本発明が適用されるカメラ一体型ＶＴＲの構成を示すブロック図である。
【００１７】
図１において、撮像回路１０１により得られた画像信号は変換回路１０２に出力される。
変換回路１０２は撮像回路１０１により得られた画像信号に対し、制御回路１０５からの
制御信号に従って拡大処理、あるいは縮小処理を施して所定の画素数の画像信号を生成し
、記録処理回路１０３に出力する。記録処理回路１０３は周知の高能率符号化を用いて変
換回路１０２からの画像信号を圧縮・符号化し、記録回路１０４に出力する。記録回路１
０４は圧縮・符号化された画像信号に対して記録フォーマットに従う処理を施し、記録に
適した形式に変換して磁気テープＴ上に記録する。
【００１８】
操作スイッチ１０６は記録、停止、電源スイッチ、あるいはズームスイッチを有し、ユー
ザはこれら各種のスイッチを操作することで指示を出す。制御回路１０５は操作スイッチ
１０６からのズーム指示に従い、撮像回路１０１に対してズーム倍率を指示する制御信号
を出力するとともに、変換回路１０２に対して拡大倍率を指示する制御信号を出力する。
【００１９】
図２（ａ）は撮像回路１０１の構成例を示す図である。
【００２０】
図２（ａ）において、撮像素子２０１はＣＣＤ及びその駆動回路を含み、被写体からの光
学像を電気信号に変換して撮像処理回路２０２に出力する。撮像処理回路２０２は撮像素
子２０１からの画像信号に対してホワイトバランス制御、γ変換等周知のカメラ信号処理
を施し、メモリ２０３に出力する。メモリ２０３は撮像素子２０１の画素数である、縦方
向及び横方向についてＰ画素×Ｑ画素の画像信号を記憶可能である。そして、制御回路１
０５からの電子ズーム倍率に従って読み出しアドレスを制御し、記憶された画像信号の一
部を読み出して変換回路１０２に出力する。
【００２１】
また、図２（ｂ）は撮像回路１０１の他の構成例を示す図である。
【００２２】
図２（ｂ）において、撮像素子２０４はＣＣＤ及びその駆動回路を含み、被写体からの光
学像を電気信号に変換して撮像処理回路２０５に出力する。撮像処理回路２０５は撮像素
子２０１からの画像信号に対してホワイトバランス制御、γ変換等周知のカメラ信号処理
を施して変換回路１０２に出力する。そして、図２（ｂ）の回路では、図２（ａ）に示し
たメモリ２０３を持たず、撮像素子２０１は制御回路１０５からのズーム倍率の情報に従
ってＣＣＤからの電荷の読み出し範囲、つまり画像信号のサイズを決定し、ＣＣＤの読み
出し範囲の一部から電荷を読み出して画像信号として出力する。
【００２３】
以下に説明する本実施形態では、撮像回路１０１として図２Ａに示した構成の回路を用い
るものとして説明する。
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【００２４】
次に、変換回路１０２について説明する。
【００２５】
図３は図１のカメラ一体型ＶＴＲにおける変換回路１０２の構成を示す図である。
【００２６】
撮像回路１０１内のメモリ２０３から読み出された画像信号は変率拡大回路３０１に出力
される。この入力画像信号は、前述の撮像素子２０１あるいは２０４の総画素数Ｐ×Ｑ画
素を越えない任意の画素数Ｈ×Ｗ画素を有する。変率拡大回路３０１はこのＨ画素×Ｗ画
素の入力画像信号に対して制御回路１０５からの制御信号に従う倍率で拡大処理を施し、
前記Ｐ画素×Ｑ画素の拡大画像信号を生成する。この拡大画像信号は固定率縮小回路３０
２に出力される。
【００２７】
固定率縮小回路３０２は変率拡大回路３０１からの拡大画像信号に対して固定の倍率で縮
小処理を施し、本形態のデジタルＶＴＲのフォーマットに於いて規定された所定の画素数
Ｍ画素×Ｎ画素の画像信号を生成する。
【００２８】
図４は図３の変換回路１０２による処理過程を説明するための図である。
【００２９】
図４のように、変率拡大回路３０１は、電子ズームの倍率により設定される可変値の画素
数Ｈ画素×Ｗ画素を持つ入力画像信号４０１を拡大処理し、所定の画素数Ｐ画素×Ｑ画素
の画像信号４０２を得る。このときの拡大率である、水平方向：Ｑ／Ｗ，垂直方向：Ｐ／
Ｈは、制御回路１０５により電子ズーム倍率、すなわち、メモリ２０３から読み出される
画像信号のサイズと所定の画素数Ｐ画素×Ｑ画素とに応じて算出し、変率拡大回路３０１
に出力される。
【００３０】
一方、固定率縮小回路３０２は、このように所定の画素数Ｐ画素×Ｑ画素に拡大処理され
た画像信号４０２を、固定の倍率で縮小し、所定値のサイズＭ画素×Ｎ画素の画像信号４
０３を生成する。
【００３１】
例えば、図２（ａ）及び図２（ｂ）の撮像素子として、図５に示すように、４８０画素×
１２８０画素の正方格子ＣＣＤを用いるものとする。この撮像素子により得られた可変値
のサイズＨ×Ｗ画素を持つ画像信号（ただし、Ｈ≦４８０、Ｗ≦１２８０）を、固定値の
サイズ４８０×１２８０画素の画像信号へ拡大した後、固定値のサイズ２４０×７２０画
素の画像信号に変換する場合、変率拡大回路３０１は縦方向に４８０／Ｈ、横方向に１２
８０／Ｗの拡大率で拡大処理を行う。
【００３２】
このような変率の拡大処理については、線形補間法や三次畳み込み内挿法など比較的小さ
な回路規模で実現可能な方法があり、本形態ではこれらの方法を用いて拡大処理を行う。
【００３３】
一方、固定率縮小回路３０２は、縦横ともに固定（縦方向は２４０／４８０、横方向は７
２０／１２８０）の固定の倍率で縮小処理を行う。ここで、高画質な縮小処理を行うため
、本形態ではＦＩＲ(Finite Impulse Response)フィルタによるフィルタ処理を用いて縮
小処理を行う。本形態では、固定縮小率に限定することでこのＦＩＲフィルタを小型化で
き、非常に少ない回路規模で縮小処理を行うことができる。また図５に示すように、撮像
素子２０１により得られたフレーム画像（プログレッシブ画像）を半分の垂直画素数から
なるフィールド画像（インターレース画像）に変換する場合は、縦方向の処理を間引き処
理を行う簡単なＦＩＲフィルタで実現できるため、回路規模は極めて小さくすることがで
きる。
【００３４】
このように、本形態によれば、撮像回路から得られる可変サイズの画像信号を拡大あるい
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は縮小処理する際、入力画像信号をそのサイズに応じた変率拡大処理で一度所定のサイズ
の画像信号に変換した後、固定倍率の縮小処理にて希望のサイズに変換することで、変率
の縮小処理を行うことによる回路規模の増加を防ぐことができる。
【００３５】
そのため、回路規模を増加させることなく、高精細な拡大、縮小画像を得ることができる
。
【００３６】
本形態では、変換回路１０２において、入力画像信号のサイズを縦横ともに変率拡大処理
した後固定率縮小していたが、水平方向と垂直方向の変率拡大処理、及び固定率縮小処理
を独立に行ってもよい。
【００３７】
すなわち、図６は変換回路１０２の他の構成を示す図であり、また、図７は図６の回路に
よる処理過程を示す図である。
【００３８】
図６において、図７の７０１に示した画像サイズＨ×Ｗ画素の画像信号が水平変率拡大回
路６０１に入力される。水平変率拡大回路６０１は制御回路１０５から出力される拡大率
に従って、入力画像信号の水平方向の画素数をＷ画素からＱ画素に拡大し、その結果得ら
れる７０２の如きサイズＨ×Ｑ画素の画像信号を水平固定率縮小回路６０２に出力する。
水平固定率縮小回路６０２は水平方向に拡大処理されたサイズＨ画素×Ｑ画素の画像信号
７０２の水平方向の画素数をＱ画素から所定値Ｎ画素に縮小し、その結果得られる７０３
の如きサイズＨ×Ｎ画素の画像信号を垂直変率拡大回路６０３に出力する。
【００３９】
垂直変率拡大回路６０３は制御回路１０５から出力される拡大率に従って、水平固定率縮
小回路６０２から出力された画像信号７０３の垂直方向の画素数をＨ画素からＰ画素に拡
大し、その結果得られる７０４で示したサイズＰ×Ｎ画素の画像信号を垂直固定率縮小回
路６０４に出力する。垂直固定率縮小回路６０４は垂直方向に拡大処理されたサイズＰ×
Ｎ画素の画像信号７０４の垂直方向の画素数をＰ画素から所定値Ｍ画素に縮小し、その結
果得られる７０５の如きサイズＭ画素×Ｎ画素の画像信号を記録処理回路１０３に出力す
る。
【００４０】
なお、図６においても、水平変率拡大回路６０１あるいは垂直変率拡大回路６０３は線形
補間法や三次畳み込み内挿法を用いることができる。
【００４１】
また、本実施形態では、変換回路１０２を図３あるいは図６のような回路で構成していた
が、例えば、図８に示すような、マイクロコンピュータ８０１及び、ＲＡＭ８０２、ＲＯ
Ｍ８０３によるソフトウエア処理にて実現することも可能である。このときの処理プログ
ラムを格納したＲＯＭ８０３も本発明を構成する。
【００４２】
次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００４３】
図９は本発明が適用されるカメラ一体型ＶＴＲの他の構成を示すブロック図である。図９
において、図１に示したものと同様の構成については同一番号を付して説明する。図９の
ＶＴＲでは、変率拡大した後の画像信号と固定率縮小した後の画像信号とを選択して出力
可能とし、また、メモリカードＭに対して静止画像信号を記録可能とした処が図１のＶＴ
Ｒと異なる。
【００４４】
以下、図１と異なる部分を中心に、本形態のＶＴＲの動作について説明する。
【００４５】
図９において、撮像回路１０１により得られた画像信号は変換回路９０１に出力される。
変換回路９０１は撮像回路１０１により得られた画像信号に対し、制御回路９０３からの
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制御信号に従って拡大処理、および縮小処理を施して所定の画素数の画像信号を生成し、
スイッチ９０２に出力する。
【００４６】
操作スイッチ１０６は記録、停止、電源スイッチ、モード設定スイッチ、及びズームスイ
ッチを有し、ユーザはこれら各種のスイッチを操作することで指示を出す。制御回路９０
５は操作スイッチ１０６からのズーム指示に従い、撮像回路１０１に対して倍率を指示す
る制御信号を出力すると共に、変換回路９０１に対して倍率を指示する制御信号を出力す
る。図１０は変換回路９０１の構成を示す図である。
【００４７】
図１０の変換回路９０１は、図３の変換回路１０２と同様、変率拡大回路３０１と固定率
縮小回路３０２とを有し、撮像回路１０１より得られた任意のサイズＨ画素×Ｗ画素の画
像信号を変率拡大回路３０１にて拡大してＰ画素×Ｑ画素の固定サイズの画像信号を生成
する。そして、このＰ画素×Ｑ画素の画像信号を固定の倍率で縮小し、所定のサイズＭ画
素×Ｎ画素の画像信号を生成する。
【００４８】
更に、本形態では、変率拡大回路３０１からの出力画像信号を固定率縮小回路３０２によ
る縮小処理を施さずに記録処理回路１０３に出力できるよう構成した。そして、固定率縮
小回路３０２から出力されたＭ×Ｎ画素の画像信号９０１ａと、変率拡大回路３０１から
出力されたＰ×Ｑ画素の画像信号９０１ｂは図９のスイッチ９０２に出力される。
【００４９】
また、本形態のカメラ一体型ＶＴＲは、 動画撮影モードと静止画撮影モードを有し、動
画を磁気テープＴに、静止画をメモリカードＭに記録するよう切替えることができる。
【００５０】
ユーザは操作スイッチ１０６によっていずれかの記録モードを設定する。制御回路９０３
は設定されたモードに従い、動画撮影モードであればＭ画素×Ｎ画素のサイズの縮小画像
信号９０１ａを選択し、静止画撮影モードであればＰ画素×Ｑ画素のサイズの拡大画像信
号９０１ｂを選択するよう、スイッチ９０２を制御出力する。
【００５１】
記録処理回路１０３は、動画撮影モードにおいては、スイッチ９０２から出力された縮小
画像信号９０１ａに対して前述の如く動画像信号に適した圧縮・符号化処理及びその他の
処理を施し、スイッチ９０４に出力する。また、静止画撮影モードにおいては、変換回路
９０１より出力された１フレームの拡大画像信号９０１ｂに対して、動画像撮影モードと
は異なる圧縮・符号化処理を施し、スイッチ９０４に出力する。
【００５２】
制御回路９０３は設定された撮影モードに従ってスイッチ９０４を制御し、動画撮影モー
ドであればスイッチ９０４をＭ端子に接続して記録処理回路１０３から出力される動画像
信号を記録回路１０４に供給する。そして、記録回路１０４は前述のように、スイッチ９
０４より出力された動画像信号を記録に適した形式に変換して磁気テープ上に記録する。
【００５３】
また、制御回路９０３は、設定された撮影モードが静止画撮影モードであれば、スイッチ
９０４をＳ端子に接続して記録処理回路１０３から出力される１フレームの静止画像信号
をメモリＩ／Ｆ９０６に供給する。メモリＩ／Ｆ９０６はスイッチ９０４より供給された
１フレームの静止画像信号をメモリカードＭに対する記録に適した形式に変換し、メモリ
カードＭに記録する。
【００５４】
このように、本形態によれば、動画撮影モードにおいては撮像回路から出力された動画像
信号をそのズーム倍率に応じて変率拡大した後固定率縮小し、テープに記録すると共に、
静止画撮影モードにおいては撮像回路から出力された静止画像信号をそのズーム倍率に応
じて変率拡大したものを固定率縮小処理することなくメモリカードに記録している。
【００５５】
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そのため、動画像信号に加えて、より高精細な静止画像信号を記録することができる。ま
た、回路規模を大型化することなく、静止画撮影モード時においても電子ズーム機能を使
用することができる。
【００５６】
次に、本発明の第３の実施形態を図面と共に説明する。
【００５７】
図１１は本発明が適用されるカメラ一体型ＶＴＲの構成を示すブロック図である。図１１
において、図１及び図９に記載の構成と同様の構成については同一番号を付して説明する
。
【００５８】
図９において、撮像回路１０１により得られた画像信号は変換回路９０１に出力される。
本形態においても、撮像回路１０１は制御回路９０３からのズーム倍率の情報に従い、出
力する画像信号のサイズを決定する。変換回路９０１は撮像回路１０１により得られた任
意のサイズＨ画素×Ｗ画素の画像信号に対し、制御回路９０３からの制御信号に従って変
率拡大処理、および固定率縮小処理を施し、画像信号９０１ａと９０１ｂをスイッチ９０
２に出力する。なお、変換回路９０１の構成は図１０に示したものと同様である。
【００５９】
操作スイッチ１０６は記録、停止、電源スイッチ、モード設定スイッチ、及びズームスイ
ッチを有し、ユーザはこれら各種のスイッチを操作することで指示を出す。制御回路９０
３は操作スイッチ１０６からのズーム指示に従い、撮像回路１０１に対して倍率を指示す
る制御信号を出力するとともに、変換回路９０１に対して倍率を指示する制御信号を出力
する。更に制御回路９０３は、スイッチ９０２に対して記録画像の選択を指示する制御信
号を出力する。
【００６０】
本形態のカメラ一体型ＶＴＲは、高解像度撮影モードと標準解像度撮影モードを有し、ユ
ーザは操作スイッチ１０６によっていずれかのモードを設定することができる。
【００６１】
制御回路９０３は、ユーザにより設定された撮影モードに従い、標準解像度撮影モードで
あれば、第１の実施例にて記録する画像信号と同じサイズであるＭ×Ｎ画素のサイズの縮
小画像信号９０１ａを選択して記録処理回路１０３に出力するようスイッチ９０２を制御
する。そして、記録処理回路１０３は制御回路９０３からの撮影モード情報に基づき、ス
イッチ９０２より出力された標準解像度画像信号に対して標準解像度撮影モードに応じた
圧縮・符号化処理を施して記録回路１０４に出力する。記録回路１０４はこのように圧縮
・符号化処理された標準低解像度画像信号をテープＴ上に記録する。
【００６２】
また、制御回路９０３は、設定されたモードが高解像度撮影モードの場合、Ｐ×Ｑ画素の
サイズの画像信号９０１ｂを選択して記録処理回路１０３に出力するようスイッチ９０２
を制御する。そして、記録処理回路１０３は制御回路９０３からの撮影モード情報に基づ
き、スイッチ９０２より出力された高解像度の画像信号に対して高解像度撮影モードに応
じた圧縮・符号化処理を施して記録回路１０４に出力する。記録回路１０４はこのように
圧縮・符号化処理された高解像度画像信号をテープＴ上に記録する。
【００６３】
このように、本形態によれば、撮像回路より出力されるズーム倍率に従うサイズの画像信
号を倍率に応じて所定サイズに変率拡大した後、固定率縮小した縮小画像信号と、変率拡
大した後固定率縮小しない拡大画像信号とを、設定されたモードに応じて選択的に記録す
る構成としたので、通常の解像度の画像信号に加え、より解像度の高い画像信号を記録す
ることができる。
【００６４】
そして、いずれの撮影モードにおいても、回路規模を大型化することなく、容易に電子ズ
ーム機能を実現することができる。
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【００６５】
次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
【００６６】
図１２は本形態によるカメラ一体型ＶＴＲの構成を示す図であり、図１１に記載の構成と
同一の構成には同一番号を付して説明する。
【００６７】
図１２に示すＶＴＲ、図１１に示したＶＴＲに加え、表示回路９０７とディスプレイ９０
８を備える処が異なる。そして、本形態では、変換回路９０１が出力する縮小画像信号９
０１ａを表示回路９０７に供給し、液晶パネルやＥＶＦ等のディスプレイ９０８に撮影回
路１０１にて撮影される被写体像を表示している。
【００６８】
液晶パネルやＥＶＦは一定の解像度の映像信号(一般に低解像度な映像信号)のみを表示可
能である。そのため、本形態では、変換回路９０１より出力される標準解像度のサイズで
あるＭ画素×Ｎ画素の画像信号９０１ａを表示回路９０７に供給することで、設定された
撮影モードが高解像度撮影モード、あるいは、標準解像撮影モードのいずれであっても、
ディスプレイ９０８に画像を表示するための余計な処理を行うことなく、ディスプレイ９
０８に対して撮像回路１０１にて撮影されている画像信号に係る画像を表示することがで
きる。
【００６９】
このように、本形態によれば、撮像回路より供給される画像信号をズーム倍率に従って変
率拡大した後固定率縮小した標準解像度の画像信号と、変率拡大することで得られる高解
像度の画像信号とを選択的に記録する場合に、設定されたモードにかかわらず常に変換回
路から出力される標準解像度の画像信号を表示回路に出力してディスプレイに表示するの
で、ディスプレイ９０８に画像を表示するための余計な処理を行うことなく、ディスプレ
イ９０８に対して撮像回路１０１にて撮影されている画像信号に係る画像を表示すること
ができる。
【００７０】
なお、表示回路に対して、標準解像度の縮小画像信号だけでなく、高解像度の拡大画像信
号を供給するように構成することも可能である。
【００７１】
図１３は、図１２のＶＴＲに対して、スイッチ９０９を追加し、ユーザにより設定された
撮影モードやユーザからの表示切替の指示に従い、縮小画像信号９０１ａと拡大画像９０
１ｂの一方を選択的に表示回路９０７へ供給する構成とした。図１３の構成によれば、撮
影モードの如何にかかわらず、拡大画像と縮小画像のいずれかを選択してディスプレイ９
０８に表示することが可能であり、例えば、高解像度撮影モードによる画像のプレビュー
や画像のモニタリング時に拡大画像信号９０１ｂを選択してディスプレイ９０８に表示す
ることができ、非常に有効である。
【００７２】
また、前述の実施形態では、本発明をカメラ一体型ＶＴＲに適用した場合について説明し
たが、これ以外にも、例えば、撮像した画像を外部の表示装置に出力する撮像装置、ある
いは、撮像素子からの画像信号以外にもさまざまなサイズの画像信号を所定のサイズに変
換して出力する処理にも適用可能であり、同様の効果をもつ。
【００７３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、回路規模を増加させることなく入力画像のサイズ
や画素数の変換処理を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用されるカメラ一体型ＶＴＲの構成を示すブロック図である。
【図２】図１の装置における撮像回路の構成を示す図である。
【図３】図１の装置における変換回路の構成を示す図である。
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【図４】本発明の実施形態による画像サイズの変換処理を示す図である。
【図５】本発明の実施形態による画像サイズの変換処理を示す図である。
【図６】図１の装置における変換回路の他の構成を示す図である。
【図７】図６の回路による処理を説明するための図である。
【図８】図１の装置における変換回路の他の構成を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施形態によるカメラ一体型ＶＴＲの構成を示すブロック図であ
る。
【図１０】図９の変換回路の構成を示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態によるカメラ一体型ＶＴＲの構成を示すブロック図で
ある。
【図１２】本発明の第４の実施形態によるカメラ一体型ＶＴＲの構成を示すブロック図で
ある。
【図１３】本発明の更に他の実施形態によるカメラ一体型ＶＴＲの構成を示すブロック図
である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】
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