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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オートフォーカス機構と、
　静止画を撮影する静止画撮影手段と、
　静止画の記録を指示する静止画記録指示手段と、
　この静止画記録指示手段により静止画の記録が指示された場合、前記静止画撮影手段に
より撮影された静止画を記録手段に記録する記録制御手段と、
　前記静止画記録指示手段により静止画の記録が指示された場合、前記記録制御手段によ
り記録手段に記録される静止画の一部を表示手段に拡大表示させる表示制御手段と、を備
え、
　前記表示制御手段は、前記静止画記録指示手段により静止画の記録が指示された場合、
前記オートフォーカス機構が合焦させるオートフォーカス位置に相当する画像部分を自動
的に拡大表示させる
　ことを特徴とする電子カメラ装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記静止画記録指示手段により静止画の記録が指示された場合、
前記記録制御手段により記録手段に記録される静止画全体に代えて、該静止画の前記オー
トフォーカス位置に相当する画像部分を拡大表示させることを特徴とする請求項１記載の
電子カメラ装置。
【請求項３】
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　前記表示制御手段は、前記静止画記録指示手段により静止画の記録が指示された場合、
前記記録制御手段により記録手段に記録される静止画全体を表示手段に所定時間表示させ
た後、該静止画の前記オートフォーカス位置に相当する画像部分を拡大表示させることを
特徴とする請求項１記載の電子カメラ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、取り込んだ被写体画像を表示するための表示装置を有する電子カメラ装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルカメラのようにモニター用の表示装置を有する電子カメラ装置がある。
デジタルカメラで取り込まれた被写体像は、ＣＣＤ等による光電変換、信号変換及び信号
処理等を経て、被写体のモニター画像（スルー画像）を表示し、使用者が所望のタイミン
グでシャッターを押すと撮影がなされ、画像データとして記憶媒体に記録保存される（記
録モード）。また、記録媒体に記録保存された画像情報を読み出して液晶ディスプレイ等
からなる表示装置上に再生表示したり外部装置に出力することもできる（再生モード）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記デジタルカメラでは、通常、表示装置に表示されるスルー画像（又は撮影画像）の解
像度は記録媒体に記録保存される撮影画像の解像度より低いので、記録画像より鮮明度が
低い画像として表示される。ここで、市販のデジタルカメラのある機種を例にとると、撮
影画像の解像度は６４０×４８０であり、スルー画像の解像度は２２０×２７９となって
いる。
【０００４】
このため、使用者がシャッターを押した際に、撮影した画像が手振れ等によってピンボケ
になっていてもその時点で表示装置に表示される画像からは判断できない場合がある（ピ
ンボケの程度がスルー画像の解像度でも判断できるほどの場合は判断可能）という問題点
があった。
【０００５】
なお、再生モードで画像（再生画像）を表示する場合に画像の一部を拡大表示できる機能
を備えたデジタルカメラがある。このようなデジタルカメラを用いた場合には使用者は再
生画像を一部拡大してピントの確認をすることができる。しかし、この場合には、記録モ
ードで撮影を行ない、撮影画像の記録保存が終った後に再生モードに切換えてその記録画
像を再生／拡大してピントを確認し、ピンボケがあれば再び記録モードに切換えて撮影し
直すという手順を踏む必要があり、記録保存と記録保存された画像の再生に時間がかかる
ことも加わって、ピント確認が使用者にとって煩わしいという問題点があった。
【０００６】
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、撮影時の画像のピント確認
や、ブレ等の画像状態の確認を簡単に行なうことのできる電子カメラ装置の提供を目的と
する。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明は、オートフォーカス機構と、静止画を撮影する静止
画撮影手段と、静止画の記録を指示する静止画記録指示手段と、この静止画記録指示手段
により静止画の記録が指示された場合、前記静止画撮影手段により撮影された静止画を記
録手段に記録する記録制御手段と、前記静止画記録指示手段により静止画の記録が指示さ
れた場合、前記記録制御手段により記録手段に記録される静止画の一部を表示手段に拡大
表示させる表示制御手段と、を備え、前記表示制御手段は、前記静止画記録指示手段によ
り静止画の記録が指示された場合、前記オートフォーカス機構が合焦させるオートフォー
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カス位置に相当する画像部分を自動的に拡大表示させることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の電子カメラ装置において、前記表示制御手段は、前記静止画記録指示手
段により静止画の記録が指示された場合、前記記録制御手段により記録手段に記録される
静止画全体に代えて、該静止画の前記オートフォーカス位置に相当する画像部分を拡大表
示させるようにしてもよい。
　また、本発明の電子カメラ装置において、前記表示制御手段は、前記静止画記録指示手
段により静止画の記録が指示された場合、前記記録制御手段により記録手段に記録される
静止画全体を表示手段に所定時間表示させた後、該静止画の前記オートフォーカス位置に
相当する画像部分を拡大表示させるようにしてもよい。
【００１３】
【発明の実施の形態】
＜回路構成例＞
図１は、本発明の電子カメラ装置の一実施例としてのデジタルカメラの回路構成例を示す
ブロック図であり、デジタルカメラ１００はレンズブロック５０とカメラ本体６０が接続
部７０を介して接続されてなる。
図１で、レンズブロック５０は、撮像レンズ１，自動絞り機構７および合焦機構８を含む
光学系１０と、撮像素子としてのＣＣＤ（Charge Coupled Device）２，アンプ３，Ａ／
Ｄ変換回路４，およびＣＣＤ駆動回路５を有し、撮像レンズ１が図示しない被写体から取
り込んだ光学像をＣＣＤ２に結像するように構成されている。また、ＣＣＤ２が撮像レン
ズ１から入射された光を光電変換し、アンプ３を介してＡ／Ｄ変換回路４に出力してＡ／
Ｄ変換した後、接続部７０の端子７１からカメラ本体６０に出力するように構成されてい
る。なお、駆動回路５は、接続部７０の端子７２を介してカメラ本体６０から制御信号が
入力されると、ＣＣＤ２を駆動する。
【００１４】
カメラ本体６０は、タイミングジェネレータ１２，ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Me
mory）１３，フラッシュメモリ１４，圧縮／伸張回路１５，シグナルジェネレータ１６，
ＶＲＡＭ（Video Random Access Memory）１７，Ｄ／Ａ変換回路１８，アンプ１９，制御
部２０，操作部３０，表示部兼ファインダとしての液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）４０，Ｉ
／Ｏポート２５を有しており、接続部７０の端子７１を介してＡ／Ｄ変換回路４からの画
像信号がタイミングジェネレータ１２に供給されるように構成されている。
【００１５】
タイミングジェネレータ１２は端子部７２を介して駆動回路５を制御し、ＣＣＤ２を駆動
し、また、Ａ／Ｄ変換回路４から供給された画像データをＤＲＡＭ１３に書込む。また、
ＤＲＡＭ１３に書込まれるＣＣＤ２からの画像データは黄色（Ｙｅ）、シアン（Ｃｙ）、
および緑（Ｇｒ）の色成分を有している。
【００１６】
ＤＲＡＭ１３には画像データを一時記憶する領域の他、本発明のフォーカス位置拡大処理
を実行する際の画像拡大用ワークエリア等の作業用領域が確保されている。また、ＤＲＡ
Ｍ１３に書込まれた画像データは、圧縮／伸張回路１５で圧縮され、フラッシュメモリ１
４に書込まれ、記録される。
【００１７】
ＤＲＡＭ１３に書込まれた画像データは、また、そこから読み出されてシグナルジェネレ
ータ１６に供給され、ホワイトバランス調整が行なわれた後、色演算処理が施され、輝度
信号Ｙ、色差信号Ｒ－Ｙ、Ｂ－Ｙからなるビデオデータが生成され、ＶＲＡＭ１７に記憶
される。
【００１８】
シグナルジェネレータ１６は、また、ＶＲＡＭ１７に記憶された画像データを読み出して
Ｄ／Ａ変換回路１８に出力し、Ｄ／Ａ変換させた後、アンプ１９を介して液晶ディスプレ
イ４０に出力し画像表示させる。なお、アンプ１９から出力されたビデオ信号は図示しな
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い外部装置にも出力可能である。
【００１９】
制御部２０は、ＣＰＵ２１、ＲＡＭ２２およびＲＯＭ２３を有しており、ＣＰＵ２１は、
上述の各回路および図示しない電源切換えスイッチ等にバスラインを介して接続し、ＲＯ
Ｍ２３に格納されている制御プログラムによりデジタルカメラ１００全体の制御を行なう
と共に、操作部３０からの状態信号に対応してデジタルカメラ１００の各機能の実行制御
、例えば、ＲＯＭ２３内に格納された各モード処理手段の実行による各モード処理の実行
制御や、本発明に基づくスルー画像や撮影画像のフォーカス位置の拡大表示等を実行する
。
ＲＡＭ２２は、ＣＰＵ２１が各種の処理を実行する上で必要なプログラムおよびデータ等
を適宜記憶する。
【００２０】
操作部３０は、図３に示すフォーカス位置ズームボタン３６およびシャッターボタン３７
の他に、各種機能ボタンやカーソル移動ボタン、電源スイッチ等の各種ボタンや入力キー
を備えており、使用者によって操作されると、対応の信号をＣＰＵ２１に送出する。
【００２１】
［オートフォーカス機構を設けた例］
図２は、デジタルカメラ１００の合焦機構８をオートフォーカス機構とした場合の例であ
り、オートフォーカス機構８は、レンズ駆動信号によって駆動され、撮像レンズ１を前後
に移動させるレンズ駆動部（例えば、ステップモータ）１２１と、制御部２０からのＡＦ
制御信号によりレンズ駆動信号をレンズ駆動部１２１に与えるレンズ駆動制御部１２２を
有している。そして、オートフォーカス機構８は撮像レンズ１の移動距離ΣΔＸと画角情
報を制御部２０に与え、制御部２０からＡＦ（オートフォーカス）制御信号を受け取る。
【００２２】
＜外観例＞
図３は、デジタルカメラ１００の背面外観の一例を示す外観図である。
デジタルカメラ１００の本体６０の上面には、機能選択用の機能ボタン３１～３３，プラ
スボタン３４，マイナスボタン３５，記録モードでフォーカス位置ズームボタンとなるボ
タン３６およびシャッタボタン３７が配設されており、背面には、カーソル移動キー３８
および液晶表示素子からなる液晶表示部４０が配設されている。また、レンズブロック５
０の図示しない前面には、撮像レンズ１を配置した撮像部が設けられている。
【００２３】
また、本体６０側の図示しない側面には記録モードと再生モードを切換える処理モード切
換えスイッチおよび色合調整ボタンの他、カメラがマニュアルフォーカス方式の場合には
フォーカス調整ボタンが配設されている。また、図示しない底部にはビデオ出力端子およ
び電源収納口等が設けられている。
【００２４】
デジタルカメラ１００は、記録モードおよび再生モードを有しており、記録モードと再生
モードの切換えは側面に設けられた処理モード切換えスイッチ（図示せず）の切換えによ
りなされる。
なお、処理モード切換えスイッチおよび各種キーやボタン操作による各モードへの分岐や
機能の実行は、各ボタン等の操作により操作部３０からＣＰＵ２１に送られる状態信号を
調べて対応のモード処理用回路或いはプログラムに分岐するモード判定モジュール（実施
例ではプログラムで構成）によって行なわれる。
【００２５】
＜画像の確認＞
本発明の電子カメラ装置では、記録モードでフォーカス位置を部分的に拡大して表示する
ことにより、簡単にピント確認やブレ等の画像状態の確認を行なうことができる。なお、
以下の各実施例ではフォーカス位置としてマニュアルフォーカス或いはオートフォーカス
時に液晶ディスプレイ４０に合焦確認のためのフォーカス枠を表示するようにし、そのフ
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ォーカス枠相当部分をフォーカス位置としている。
以下、マニュアルフォーカス（実施例１，２）およびオートフォーカス（実施例３）の場
合について、図１のデジタルカメラ１００を例として説明する。
【００２６】
［実施例１］　マニュアルフォーカスの場合
図４は、手動で合焦調整（マニュアルフォーカス）を行なう場合を例とするデジタルカメ
ラ１００の動作例を示すフローチャートであり、マニュアルフォーカスは記録モードで表
示されるスルー画像を見て行なう使用者のフォーカス調整ボタン操作によってなされる。
また、フォーカス確認は拡大表示されるスルー画像のフォーカス位置を基に使用者が行な
う。なお、図５はマニュアルフォーカス時に表示されるスルー画像および拡大スルー画像
の説明図である。
【００２７】
図４のＳ１で、使用者がデジタルカメラ１００の側面に設けられた処理モード切換えスイ
ッチを「記録モード」側に切換えると、ＣＰＵ２１にその旨の状態信号が送られる。ＣＰ
Ｕ２１は受け取った状態信号が記録モード実行を意味する場合には被写体像の取り込みを
開始する。
【００２８】
Ｓ２で、ＣＣＤ２から周期的に取り込んでくる１フレーム分の画像データが液晶ディスプ
レイ４０上にスルー画像表示が開始される（図５（ａ））。これにより使用者は画像全体
の構図や色合等を見てカメラを移動させてアングル調整を行なうことができる。なお、画
面中央にはフォーカス確認用の矩形枠８１が表示される。
【００２９】
具体的には、図１で、ＣＰＵ２１は先ずタイミングジェネレータ１２を制御し被写体像を
取り込む。タイミングジェネレータ１２は、ＣＰＵ２１からモニター指示信号を受け取る
と端子７２を介してＣＣＤ駆動回路５を駆動し、ＣＣＤ２に画像データを取り込ませる。
ＣＣＤ２には使用者が撮像レンズ１を向けた被写体像が撮像レンズ１を介して結像してい
るので、ＣＣＤ２をＣＣＤ駆動回路５で駆動することによりＣＣＤ２で光電変換された画
像信号がアンプ３を介してＡ／Ｄ変換回路４に入力される。
Ａ／Ｄ変換回路４は入力された画像信号をＡ／Ｄ変換し、端子７１を介してタイミングジ
ェネレータ１２に供給する。タイミングジェネレータ１２は、入力された画像データ（Ｙ
ｅ，Ｃｙ，Ｇｒ）をＤＲＡＭ１３に一旦記憶する。ＣＰＵ２１はＤＲＡＭ１３に一旦記憶
された画像データを読み出し、シグナルジェネレータ１６に供給する。
【００３０】
シグナルジェネレータ１６はこの画像データのホワイトバランスを調整すると共に、エン
コード処理してビデオデータ（Ｙ，Ｒ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）を生成し、ＶＲＡＭ１７に描画させ
る。シグナルジェネレータ１６は、また、ＶＲＡＭ１７に描画したビデオデータを読み出
してＤ／Ａ変換回路１８に供給する。
Ｄ／Ａ変換回路１８はこのビデオデータをＤ／Ａ変換し、アンプ１９を介して液晶ディス
プレイ４０に出力し、表示させる。このようにして、液晶ディスプレイ４０には使用者が
撮像レンズ１を介してモニターしている画像（スルー画像）８０が表示される。この場合
、リアルタイムに被写体像を表示する必要上、スルー画像用データを、例えば、ＤＲＡＭ
１３に記憶された画像データのうち、Ｙｅ成分のみを用いて輝度データと色差データを生
成して、ビデオデータとし液晶ディスプレイ４０に表示する。これにより撮像レンズ１を
介した時々刻々と変化する画像（すなわち、スルー画像）を迅速に更新し、表示すること
が可能になる。また、使用者は構図が不満な場合にはカメラのアングルを変えて構図を直
すことができる。
【００３１】
Ｓ３で、使用者がフォーカス位置拡大ボタン３６を押すと、ＲＯＭ２３に格納されている
プログラムモジュールのうちのフォーカス位置拡大表示手段が読み出される。なお、図５
（ｂ’）のようにフォーカス位置を含む全体画像８０とフォーカス位置の拡大画像８３を
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画面上で区別し、重畳させて表示する場合にはステップＳ３を省略することができる。
つまり、ステップＳ２～Ｓ４に代えて、図５（ｂ’）に示す表示を行なうステップを設け
るようにしてもよい。
【００３２】
Ｓ４で、上記Ｓ２で表示されているスルー画像のフォーカス位置（画面中央のフォーカス
枠８１内に相当する部分）の拡大表示が開始される。なお、フォーカス位置拡大画像８２
を画面の一部分に表示される場合の表示位置はフォーカス位置を中心としてもよいし（図
５（ｂ））、画面の所定の場所（例えば、４隅のいずれか）としてもよい（図５（ｂ’）
）。
【００３３】
具体的には、画面の中心（ｉ，ｊ）を囲む矩形｛（ｉ－Δａ，ｊ＋Δｂ）、（ｉ＋Δａ，
ｊ＋Δｂ）、（ｉ－Δａ，ｊ－Δｂ）、（ｉ＋Δａ，ｊ－Δｂ）で示したフォーカス枠８
１（図５（ａ））の内部がフォーカス位置拡大表示手段により拡大されて拡大画像８２と
して表示される。
フォーカス位置拡大表示手段は、ＤＲＡＭ１３上のスルー画像データを取り出して画像拡
大用ワークエリアに記憶させてから、フォーカス枠８１に囲まれた画像部分に相当する部
分を補間法等の拡大法を用いて拡大し、拡大が終了してから読み出してシグナルジェネレ
ータ１６に供給し、ホワイトバランス調整、色演算処理を実行させ、輝度信号Ｙ、色差信
号Ｒ－Ｙ、Ｂ－Ｙからなるビデオデータを生成し、ＶＲＡＭ１７に記憶させる。
【００３４】
シグナルジェネレータ１６は、また、ＶＲＡＭ１７に記憶された画像データを読み出して
液晶ディスプレイ４０に出力し画像表示させる。これにより画面にフォーカス位置の拡大
画像８２を表示できる。
また、拡大倍率は実施例では固定倍率としモニター時に示されるフォーカス枠８１の大き
さの４×４（＝１６）倍としたが、可変倍率（例えば、２×２、３×３、４×４倍の３段
階）とし、プラスボタン３５を１回押す毎に倍率が変化（循環）するようにしてもよい。
【００３５】
また、拡大画像８２の表示位置を図５（ｂ’）のようにフォーカス位置とは別にするよう
にフォーカス位置拡大表示手段を構成してもよい。この場合、フォーカス位置拡大表示手
段はＤＲＡＭ１３上のスルー画像データからフォーカス枠８１に相当する画像データ部分
を取り出して補間法等の拡大法を用いて拡大し、ＤＲＡＭ１３に設けた画像拡大用ワーク
エリアに記憶させてから読み出してシグナルジェネレータ１６に供給し、ホワイトバラン
ス調整、色演算処理を施し、輝度信号Ｙ、色差信号Ｒ－Ｙ、Ｂ－Ｙからなるビデオデータ
を生成する。
【００３６】
シグナルジェネレータ１６は、また、ＶＲＡＭ１７に記憶された拡大画像データを読み出
して液晶ディスプレイ４０の画面の所定の位置（例えば右下隅）に塗り重ねるようにして
画像表示させる。これにより図５（ｂ’）に示すように画面右隅にスルー画像と重ねてフ
ォーカス位置の拡大画像８３が表示される。
【００３７】
Ｓ５で、使用者はスルー画像或いはフォーカス位置の拡大画像８２（または８３）を見て
ピントを確認し、ピントが合っていない場合にはＳ６に移行し、ピントが合った場合には
Ｓ７に移行する。
Ｓ６では、使用者はフォーカス調整用ボタン（図示せず）を操作して合焦機構８にフォー
カス調整指示を与え、Ｓ３に戻る。
【００３８】
Ｓ７で、シャッターボタン３７が押された場合には、画像の記録保存処理のためにＳ８に
移行する。また、ピントが合っても使用者がシャッターボタン３７を押さなければ依然と
して被写体像のスルー画像＋拡大画像８２が表示される（Ｓ３で拡大ボタンが押された場
合）。使用者がカメラのアングルを変えたり他の被写体像にカメラを向けると上記Ｓ２～
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Ｓ６が再び繰り返される。
【００３９】
次に、シャッターボタン３７を押し下げて撮影を行なってから記録保存の終了まで数秒間
かかるので、Ｓ８で、ＣＰＵ２１はＤＲＡＭ１３に記憶されている画像データ（シャッタ
ー押し下げ時のスルー画像データ）をシグナルジェネレータ１６に供給し、Ｙｅ成分，Ｃ
ｙ成分，Ｇｒ成分の全てを用いて、より正確にビデオデータを生成させ、液晶ディスプレ
イ４０に静止画８４として表示する。使用者は表示された静止画８４を見て画面全体の構
図および色合の確認を行なうことができる（図５（ｃ））。
【００４０】
Ｓ９で、ＣＰＵ２１はこのビデオデータを圧縮／伸張回路１５に供給し、例えば、ＪＰＥ
Ｇ（Joint Photographic Experts Group）方式で圧縮処理を実行させる。圧縮されたビデ
オデータはフラッシュメモリ１４に記録される。１画像分の画像データの書込が終ると処
理を終了する。
【００４１】
上記ステップＳ３～Ｓ６で、スルー画像のピント位置を拡大表示することにより、画像の
モニター段階でピント合せができるので従来のデジタルカメラのように再生、拡大、撮直
しといった煩わしさが解消される。
なお、本実施例では、拡大表示する画像部分を画面中心としたが、Ｓ６のピント合わせ操
作によりピントが合う位置が変化していくので、このピントが合った位置を拡大表示する
ようしにてもよい。このようにすれば、フォーカス位置を任意に決定することができ、使
用者は所望の画像部分が拡大表示され、ピントが合っていることを確認した後、シャッタ
ー操作を行なうことができる。
【００４２】
［実施例２］　撮影画像（マニュアルフォーカス）によるフォーカス等確認
図６は、マニュアルフォーカスを行なう場合を例とするデジタルカメラ１００の動作例を
示すフローチャートであり、マニュアルフォーカスは記録モードで表示されるスルー画像
を見て行なう使用者のフォーカス調整ボタンの操作によってなされる。また、フォーカス
確認はシャッター操作後に拡大表示される撮影画像のフォーカス位置を基に使用者が行な
う。なお、図７はマニュアルフォーカス時に表示される撮影画像および拡大画像の説明図
である。
【００４３】
図７で、ステップＴ１，Ｔ２は図４のＳ１，Ｓ２と同様である。
Ｔ３で、使用者はスルー画像９０全体の構図を見てカメラを移動させてアングル調整を行
なうと共にピントを確認し、ピントが合ったと考える場合にはＴ５でシャッターボタン３
７を押す。ピントが合っていない場合には、Ｔ４で、フォーカス調整のためフォーカス調
整ボタンの操作を繰り返す。
【００４４】
シャッターボタン３７の押し下げから記録保存の終了まで数秒間（ｔ秒）かかるので、先
ず、Ｔ６で、ＣＰＵ２１はＤＲＡＭ１３に記憶されている画像データ（シャッター押し下
げ時のスルー画像データ）をシグナルジェネレータ１６に供給し、Ｙｅ成分，Ｃｙ成分，
Ｇｒ成分の全てを用いて、高密度なビデオデータを生成させ、液晶ディスプレイ４０に撮
影画像としておおよそ０．５Ｔ秒間ぐらい表示する。ここで、表示される撮影画像９２は
スルー画像９０よりも解像度が高いので、鮮明な画像が得られる。そこで、使用者は約０
．５ｔ秒程度の間に画像全体の構図や色合等をよく確認することができる（図７（ｂ））
。
【００４５】
次に、Ｔ７で、ＣＰＵ２１はＲＯＭ２３に格納されているプログラムモジュールのうちの
フォーカス位置拡大表示手段を読み出す。なお、本実施例では撮影画像の表示後、一定の
時間をおいて自動的にＲＯＭ２３からフォーカス位置拡大表示手段を読み出すようにして
いるが、図４のステップＳ３のように使用者がフォーカス位置拡大ボタン３６を押すと、
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ＲＯＭ２３に格納されているプログラムモジュールのうちのフォーカス位置拡大表示手段
が読み出されるようにしてもよい。
Ｔ７では、上記Ｔ６で表示された撮影画像９２のフォーカス位置（図７（ａ）で示された
フォーカス枠９１内に相当する部分）が拡大表示される。フォーカス位置拡大画像９２を
画面全体に表示してもよいし（図７（ｃ））、画面の所定の場所（例えば、フォーカス位
置４隅のいずれか）としてもよい（図７（ｃ’））。
【００４６】
フォーカス位置拡大表示手段は、ＤＲＡＭ１３上の撮影画像データを取り出して画像拡大
用ワークエリアに記憶させてから、フォーカス枠９１に相当する部分を補間法等の拡大法
を用いて拡大し、拡大が終了してから読み出してシグナルジェネレータ１６に供給し、ホ
ワイトバランス調整、色演算処理を実行させ、輝度信号Ｙ、色差信号Ｒ－Ｙ、Ｂ－Ｙから
なるビデオデータを生成させてＶＲＡＭ１７に記憶させる。
シグナルジェネレータ１６は、また、ＶＲＡＭ１７に記憶された画像データを読み出して
液晶ディスプレイ４０に出力し画像表示させる。これにより画面にフォーカス位置の拡大
画像９３を表示できる。なお、拡大倍率は実施例では固定倍率としたが可変倍率としても
よい。
【００４７】
また、図７（ｃ’）のように拡大画像９２の表示位置をフォーカス枠９１とは別にするよ
うにフォーカス位置拡大表示手段を構成してもよい。この場合、フォーカス位置拡大表示
手段はＤＲＡＭ１３上の撮影画像データからフォーカス枠９１に相当する部分を取り出し
て画像拡大用ワークエリアを用いて補間法等の拡大法を用いて拡大し、フォーカス枠９１
に相当する部分を画像拡大用ワークエリアから読み出してシグナルジェネレータ１６に供
給し、ホワイトバランス調整、色演算処理を実行させ、輝度信号Ｙ、色差信号Ｒ－Ｙ、Ｂ
－Ｙを生成させ、液晶ディスプレイ４０に画像表示させる。これにより図７（ｃ’）に示
すように画面右隅に撮影画像９２と重ねてフォーカス位置の拡大画像９４が表示される。
【００４８】
Ｔ８で、ＣＰＵ２１はこの撮影画像データを圧縮／伸張回路１５に供給し圧縮処理を実行
させる。圧縮された撮影画像データはフラッシュメモリ１４に記録される。
１画像分の画像データの書込が終ると、Ｔ９で、使用者は撮影画像にピンボケやブレを発
見していた場合には機能選択ボタン３１を押してＴ２に戻って、記録モードを再開して撮
直しを行なうことができる（Ｔ１０）。
なお、上記ステップＴ７の部分拡大を先に行ない、その後でステップＴ６の全体表示を行
なうようにＴ６，Ｔ７の順序を入替えてもよい。
【００４９】
上記ステップＴ７，Ｔ８で、撮影画像のピント位置を拡大表示することにより、鮮明な画
像でピントやズレの有無の確認ができ、ピンボケやズレがある場合には記録モードに戻っ
て撮直しができるので、従来のデジタルカメラのような再生、拡大、撮直しといった煩わ
しさが解消される。
なお、実施例１で説明した図４のＳ１～Ｓ７と図６のＴ５～Ｔ１０のステップを組み合わ
せて撮影前と撮影後、共にフォーカス位置の拡大表示を行なうようにしてもよい。
【００５０】
［実施例３］　オートフォーカスによる撮影画像のフォーカス等確認
図８は、図１のデジタルカメラ１００の合焦機構８をオートフォーカス機構（図２）とし
た場合の動作例を示すフローチャートであり、フォーカス確認はシャッター押し下げ時に
記録画像を表示し、そのフォーカス位置を拡大表示して行なう。なお、シャッター操作後
のフォーカス確認時の画像の説明図は図７の場合と同様である。
【００５１】
図８で、ステップＵ１，Ｕ２は図４のＳ１，Ｓ２と同様である。すなわち、Ｕ１で処理モ
ードが記録モードに切換えられ撮影可能状態となると、Ｕ２でＣＣＤ２から周期的に取り
込んでくる１フレーム分の画像データが液晶ディスプレイ４０上に図７（ａ）に示すよう
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にスルー画像９０が表示される。
【００５２】
Ｕ３で、オートフォーカス機構８は表示部４０の所定の位置（通常は画面中央）に表示さ
れるフォーカス枠９１内に表示される被写体部分に自動的に焦点を合せる。
オートフォーカス機構８により合焦がなされると、Ｕ４で使用者はスルー画像９０全体の
構図を見てカメラを移動させてアングル調整を行なう。アングル調整をやり直す場合には
Ｕ２に戻ってスルー画像表示およびオートフォーカス機構８による合焦動作が行なわれる
。構図や色合の調整が終って、Ｕ５でシャッターボタン３７が押されるとＵ６に移行する
。
【００５３】
Ｕ６では、図６のステップＴ６の場合と同様に高密度なビデオデータを生成させ、液晶デ
ィスプレイ４０に撮影画像として一定時間表示する。表示される撮影画像はスルー画像よ
りも解像度が高いので使用者はその間に画像全体の構図や色合等をよく確認することがで
きる。
【００５４】
次に、Ｕ７で、図６のステップＴ７の場合と同様にフォーカス位置拡大表示手段により、
オートフォーカス位置（図７（ａ）に示したフォーカス枠９１に相当する部分）の自動拡
大表示が一定時間なされる。
なお、図４のステップＳ３のように使用者がフォーカス位置拡大ボタン３６を押すと、Ｒ
ＯＭ２３に格納されているプログラムモジュールのうちのフォーカス位置拡大表示手段が
読み出されるようにしてもよい点も図６のステップＴ７の場合と同様である。
【００５５】
以下、Ｕ８～Ｕ１０も図６のステップＴ８～Ｔ１０の場合と同様である。
上記ステップＵ６，Ｕ７で、撮影画像のピント位置を拡大表示することにより、鮮明な画
像でピントやズレの有無の確認ができ、ピンボケやズレがある場合には記録モードに戻っ
て撮直しができるので、図６のマニュアルフォーカスの場合と同様に、従来のデジタルカ
メラのような再生、拡大、撮直しといった煩わしさが生じない。
なお、上記実施例３では、シャッターオン後の撮影画像のフォーカス位置を拡大表示する
ようにしたが、スルー画像表示（オートフォーカス）中に拡大表示を行なうようにしても
よい。
【００５６】
また、上記各実施例で、フォーカス位置拡大表示手段は予めスルー画像表示時に画面上に
表示されるフォーカス枠をフォーカス位置相当部分として、その枠内の画像部分を拡大し
たが、フォーカス位置拡大表示手段にスルー画像或いは撮影画像の任意の部分をフォーカ
ス位置として指定可能なフォーカス位置指定手段を設け、指定された部分をフォーカス位
置として拡大するようにしてもよい。例えば、フォーカス枠を表示してフォーカス位置移
動ボタンの操作によりフォーカス枠を移動させ、フォーカス枠内の画像部分をフォーカス
位置として拡大／表示してもよい。
以上本発明の一実施例について説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではな
く、種々の変形実施が可能であることはいうまでもない。
【００５７】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明の電子カメラ装置によれば、取り込んだ被写体画像のフォー
カス位置に相当する画像部分を拡大して表示できるので、ピントの確認が簡単にできる。
【００５８】
　また、取り込んだ被写体画像のモニター画像のフォーカス位置に相当する画像部分を拡
大して表示することもできるので、マニュアルフォーカスの場合にモニター画像（スルー
画像）中のフォーカス部分を拡大してピントを確認しながらフォーカス調整操作を行なう
ことができる。これにより、記録した画像を再生してピントを確認する手間を省くことが
できる。
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【００５９】
　また、シャッター操作時に取り込まれた被写体画像のフォーカス位置に相当する画像部
分を拡大して表示することもできるので、ピントの確認やシャッター操作時の手振れの有
無の確認を鮮明な拡大画像で簡単に行なうことができる。これにより、記録した画像を再
生してピントや手振れの有無を確認する手間を省くことができる。
【００６０】
　また、オートフォーカス機構を備えた電子カメラ装置についてもシャッター操作時に取
り込まれた被写体画像のオートフォーカス位置に相当する画像部分を拡大して表示するこ
とができるので、シャッター操作時の手振れの有無の確認を鮮明な拡大画像で簡単に行な
うことができる。これにより、記録した画像を再生して手振れの有無を確認する手間を省
くことができる。
【００６１】
　また、シャッター操作時に取り込まれた被写体画像を所定時間表示した後に該被写体画
像のフォーカス位置に相当する画像部分を拡大して表示することもできるので、ピントの
確認やシャッター操作時の手振れの有無の確認のほか、構図や色合の再確認も鮮明な拡大
画像で簡単に行なうことができる。これにより、記録した画像を再生してピントや手振れ
の有無を確認や、構図や色合の再確認をする手間を省くことができる。
【００６２】
　また、被写体画像のフォーカス位置を画面上で指定することもできる。これにより、被
写体画像の任意の部分を拡大表示して画像中、小さくて良く認識できない部分や注目部分
の拡大して見直すことができる。
【００６３】
　また、拡大表示開始手段を備えるように構成した場合には、使用者が全体画面を良く確
認してから必要に応じてフォーカス位置の確認を行なうことができるので、使用者にとっ
て不要なチェックを省くことができる。
【００６４】
　また、取り込んだ被写体画像の一部を拡大して表示できるので、記録した画像を再生し
て再生画像の一部を拡大して表示する場合に比べ、撮影現場での画像の撮影状態、例えば
、ピント、手振れ、色合等のチェックが簡単な操作で迅速にできる。また、画面に表示さ
れた画像中、小さくて良く認識できない部分や注目部分を拡大して見直すこともできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電子カメラ装置の一実施例としてのデジタルカメラの回路構成例を示す
ブロック図である。
【図２】図１のデジタルカメラのオートフォーカス機構の説明図である。
【図３】図１のデジタルカメラの外観図である。
【図４】マニュアルフォーカスによるデジタルカメラの動作例を示すフローチャートであ
る。
【図５】マニュアルフォーカス時に表示されるスルー画像および拡大画像の説明図である
。
【図６】マニュアルフォーカスによるデジタルカメラの動作例を示すフローチャートであ
る。
【図７】シャッター操作後に表示される撮影画像および拡大画像の説明図である。
【図８】オートフォーカスによるデジタルカメラの動作例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
８　オートフォーカス機構
１４　フラッシュメモリ（記録媒体）
３６　フォーカス位置拡大ボタン（拡大表示開始指示手段）
８１，９１　フォーカス枠（フォーカス位置）
８０，８０　スルー画像（モニター画像）
８４，９２　撮影画像（シャッター操作時に取り込まれた画像）
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１００　デジタルカメラ（電子カメラ装置）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】
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