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(57)【要約】
【課題】モニタに表示された被写体像を確認しながら手
動操作にてフォーカス処理を行うときに、モニタに表示
されている被写体の画像の複数の領域を、同時に拡大し
て表示させる撮像装置と撮像方法並びに撮像プログラム
を得る。
【解決手段】　撮像レンズを介して取得された被写体像
に応じた画像信号を出力する撮像素子と、画像信号に応
じた被写体画像を表示する表示手段と、画像信号を表示
手段が表示可能な画像データ形式に変換する画像処理手
段と、被写体画像に含まれる画像領域のうち拡大表示さ
れる領域を特定するための複数の異なる位置情報が記憶
される記憶手段と、を備え、画像処理手段が、記憶手段
に記憶されている位置情報に基づいて、表示手段に表示
される被写体画像に含まれる複数の領域それぞれの拡大
画像を生成する拡大画像生成手段と、複数の拡大画像を
同時に、表示手段に表示させる拡大表示手段と、を有す
る撮像装置による。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像レンズを介して取得された被写体像に応じた画像信号を出力する撮像素子と、
　上記画像信号に応じた被写体画像を表示する表示手段と、
　上記画像信号を、上記表示手段が表示可能な画像データ形式に変換する画像処理手段と
、
　上記被写体画像に含まれる画像領域のうち拡大表示される領域を特定するための複数の
異なる位置情報が記憶される記憶手段と、を備えた撮像装置であって、
　上記画像処理手段は、
　上記記憶手段に記憶されている位置情報に基づいて、上記表示手段に表示される上記被
写体画像に含まれる複数の領域それぞれの拡大画像を生成する拡大画像生成手段と、
　上記複数の拡大画像を同時に、上記表示手段に表示させる拡大表示手段と、を有するこ
とを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　上記拡大表示手段は、
　上記被写体画像と上記拡大画像とを同時に表示する、
請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　上記拡大表示手段は、上記被写体画像が視認可能となるように上記拡大画像と上記被写
体画像とを重ねた態様で表示させる、
請求項１記載の撮像装置。
【請求項４】
　上記位置情報は、上記被写体画像に対するパターン情報である、
請求項１記載の撮像装置。
【請求項５】
　上記位置情報を設定させる拡大表示位置設定画面を上記表示手段に表示させる設定画面
表示手段と、
　上記拡大表示位置設定画面が上記表示手段に表示されているときに操作される操作手段
と、
をさらに備え、
　上記位置情報は、上記拡大表示位置設定画面が上記表示手段に表示されているときの上
記操作手段の操作に応じて決定されて、上記記憶手段に記憶される、
請求項１記載の撮像装置。
【請求項６】
　上記拡大表示位置設定画面には、複数の設定領域が含まれていて、
　上記記憶手段には、上記複数の領域ごとの位置情報が記憶される、
請求項５記載の撮像装置。
【請求項７】
　上記複数の設定領域のそれぞれは、上記表示手段の表示領域に含まれる複数の個別表示
領域のそれぞれに対応する、
請求項６記載の撮像装置。
【請求項８】
　上記撮像画像における上記拡大画像の位置を示すレイアウト情報を上記表示手段に表示
させるレイアウト表示手段、
を備えた請求項１記載の撮像装置。
【請求項９】
　撮像レンズを介して取得された被写体像に応じた画像信号を出力する撮像素子と、
　上記画像信号に応じた被写体画像を表示する表示手段と、
　上記画像信号を、上記表示手段が表示可能な画像データ形式に変換する画像処理手段と
、
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　上記被写体画像に含まれる画像領域のうち拡大表示される領域を特定するための複数の
異なる位置情報が記憶される記憶手段と、を備えた撮像装置を、
　請求項１乃至１０のいずれかに記載の撮像装置として機能させることを特徴とする撮像
プログラム。
【請求項１０】
　撮像レンズを介して取得された被写体像に応じた画像信号を出力する撮像素子と、
　上記画像信号に応じた被写体画像を表示する表示手段と、
　上記画像信号を、上記表示手段が表示可能な画像データ形式に変換する画像処理手段と
、
　上記被写体画像に含まれる画像領域のうち拡大表示される領域を特定するための複数の
異なる位置情報が記憶される記憶手段と、を備えた撮像装置において実行される撮像方法
であって、
　上記記憶手段に記憶されている位置情報を読み出すステップと、
　上記読み出した位置情報に基づいて、上記表示手段に表示される上記被写体画像に含ま
れる複数の領域それぞれの拡大画像を生成するステップと、
　上記複数の拡大画像を同時に、上記表示手段に表示するステップと、を有することを特
徴と撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モニタに表示された被写体像を確認しながら手動操作にてフォーカス処理を
行うときに、モニタに表示されている被写体の画像の複数の領域を、同時に拡大して表示
させる撮像装置と撮像方法並びに撮像プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　手動でフォーカスレンズを駆動し、被写体にピントを合わせるフォーカス処理を行う撮
影モード（以下「マニュアルモード」という。）を備えるデジタルスチルカメラ（以下「
撮像装置」という。）が知られている。このような撮像装置は、被写体へのピントが合っ
ているか否かを視認可能にする表示手段を備えている。
【０００３】
　例えば一眼レフタイプの撮像装置が備える表示手段は、撮像光学系を介して取得した被
写体の画像を、目視可能に表示する光学ファインダである。一方、いわゆるコンパクトタ
イプの撮像装置が備える表示手段は、光学ファインダではなく、撮像装置の背面に配置さ
れる液晶モニタである。
【０００４】
　コンパクトタイプの撮像装置を用いてマニュアルモードによる撮影を行うときは、液晶
モニタに表示された被写体画像を視認しながら、フォーカスレンズを駆動させて、ピント
を合わせる調整操作（フォーカス調整）を行うことになる。液晶モニタに表示される画像
は、撮影視野全体の画像になるので、被写体像の特定部分にピントを合わせたいときには
、合焦状況の判断が困難となる場合があった。
【０００５】
　このような課題を解決するものとして、撮影視野の一部を拡大して液晶モニタに表示す
る機能を有する撮像装置が知られている（例えば「特許文献１」を参照）。特許文献１記
載の撮像装置は、拡大したい箇所を手動で指定することができ、指定された箇所を中心と
した拡大画像を表示する。これによって、全体画像の一部の合焦状態を視認しやすくする
ことができる。しかし、拡大したい箇所を指定する操作を行っている途中でシャッターチ
ャンスが到来したときは、そのシャッターチャンスを逃すことになる。特に、一部を拡大
表示させてみたものの、その部分に合焦させるのではなく、その他の部分に合焦させたい
と判断したときは、その他の部分を拡大表示させる操作と処理を要するので、素早い撮像
操作を行うことができない。
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【０００６】
　そこで、シャッターチャンスを逃すことなく、拡大表示をする部分を素早く指定するこ
とができる撮像装置として、撮影視野の全体画像に対する撮影者の視線を特定し、その視
線によって撮影者が見ている箇所を拡大表示する撮像装置が知られている（例えば「特許
文献２」を参照）。しかし、特許文献２記載の撮像装置は、撮影者の眼球運動を感知する
センサー等が必要であり、また、センサーが検出された情報による視線の特定処理を行う
構成も必要である。これらの構成を備えることができる撮像装置は、コンパクトタイプで
はなく、一眼レフタイプである。そのため、撮像装置が大型になり、製造コストも増大す
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであって、光学ファインダを持たないコンパ
クトタイプの撮像装置であっても、液晶モニタ内の複数の位置において、被写体画像を同
時に拡大表示させることができ、刻々変化する拡大位置変更の要望に対応しつつ、マニュ
アルフォーカスのピント調整を素早く容易に行うことができる撮像装置と撮像方法並びに
撮像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】
【０００８】
　本発明に係る撮像装置は、撮像レンズを介して取得された被写体像に応じた画像信号を
出力する撮像素子と、画像信号に応じた被写体画像を表示する表示手段と、画像信号を表
示手段が表示可能な画像データ形式に変換する画像処理手段と、被写体画像に含まれる画
像領域のうち拡大表示される領域を特定するための複数の異なる位置情報が記憶される記
憶手段と、を備えた撮像装置であって、画像処理手段は、記憶手段に記憶されている位置
情報に基づいて、表示手段に表示される被写体画像に含まれる複数の領域それぞれの拡大
画像を生成する拡大画像生成手段と、複数の拡大画像を同時に、表示手段に表示させる拡
大表示手段と、有することを最も主要な特徴とする。
【０００９】
　また本発明は、上記の撮像装置に係るものであって、拡大表示手段は、被写体画像と拡
大画像を同時に表示する、ことを特徴とする。
【００１０】
　また本発明は、上記の撮像装置に係るものであって、拡大表示手段は、被写体画像が視
認可能となるように拡大画像と被写体画像とを重ねた態様で表示させる、を有することを
特徴とする。
【００１１】
　また本発明は、上記の撮像装置に係るものであって、位置情報は、被写体画像に対する
パターン情報である、を有することを特徴とする。
【００１２】
　また本発明は、上記の撮像装置に係るものであって、位置情報を設定させる拡大表示位
置設定画面を表示手段に表示させる設定画面表示手段と、　拡大表示位置設定画面が表示
手段に表示されているときに操作される操作手段と、を備え、位置情報は、拡大表示位置
設定画面が表示手段に表示されているときの操作手段の操作に応じて決定されて、記憶手
段に記憶される、を有することを特徴とする。
【００１３】
　また本発明は、上記の撮像装置に係るものであって、拡大表示位置設定画面には、複数
の設定領域が含まれていて、記憶手段には、複数の領域ごとの位置情報が記憶される、を
有することを特徴とする。
【００１４】
　また本発明は、上記の撮像装置に係るものであって、複数の設定領域のそれぞれは、表
示手段の表示領域に含まれる複数の個別表示領域のそれぞれに対応する、を有することを
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特徴とする。
【００１５】
　また本発明は、上記の撮像装置に係るものであって、撮像画像における拡大画像の位置
を示すレイアウト情報を表示手段に表示させるレイアウト表示手段、を有することを特徴
とする。
【００１６】
　また本発明は、撮像レンズを介して取得された被写体像に応じた画像信号を出力する撮
像素子と、被写体像に係る被写体画像が表示される表示手段と、撮像素子から出力された
画像信号を表示手段が表示可能な形式の画像データからなる被写体画像に変換する画像処
理手段と、表示手段に表示された被写体画像の一部の領域を拡大する拡大画像を表示手段
に表示させる拡大表示手段と、を備えた撮像装置において実行される撮像方法であって、
撮像レンズを介して取得された被写体像に係る被写体画像を表示手段に表示させるステッ
プと、被写体画像の一部の領域を拡大する拡大画像を生成するステップと、生成された拡
大画像を表示手段に表示させるステップと、を有することを特徴とする。
【００１７】
　また本発明は、撮像プログラムに関するものであって、撮像レンズを介して取得された
被写体像に応じた画像信号を出力する撮像素子と、記画像信号に応じた被写体画像を表示
する表示手段と、画像信号を表示手段が表示可能な画像データ形式に変換する画像処理手
段と、被写体画像に含まれる画像領域のうち拡大表示される領域を特定するための複数の
異なる位置情報が記憶される記憶手段と、を備えた撮像装置を、上記のいずれかに記載の
撮像装置として機能させることを特徴とする。
【００１８】
　また本発明は、撮像レンズを介して取得された被写体像に応じた画像信号を出力する撮
像素子と、画像信号に応じた被写体画像を表示する表示手段と、画像信号を、表示手段が
表示可能な画像データ形式に変換する画像処理手段と、被写体画像に含まれる画像領域の
うち拡大表示される領域を特定するための複数の異なる位置情報が記憶される記憶手段と
、を備えた撮像装置において実行される撮像方法であって、記憶手段に記憶されている位
置情報を読み出すステップと、読み出した位置情報に基づいて、表示手段に表示される被
写体画像に含まれる複数の領域それぞれの拡大画像を生成するステップと、複数の拡大画
像を同時に、表示手段に表示するステップと、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、マニュアルフォーカス撮影時にピントを詳細に確認したい位置が刻々
変化するような場合でも、シャッターチャンスを逃すことなく、ピント調整を素早く容易
に行うことができる。また、これまでの撮像装置に特別なデバイスや機構を持たせること
なく、マニュアルフォーカスにおける操作性を改善することができる。 
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る撮像装置であるカメラの例を示す正面図である。
【図２】本発明に係る撮像装置であるカメラの例を示す上面図である。
【図３】本発明に係る撮像装置であるカメラの例を示す背面図である。
【図４】撮像装置の電気的制御系統の例を示す機能ブロック図である。
【図５】撮像装置における拡大設定処理の例を示すフローチャートである。
【図６】拡大設定処理において上記カメラのモニタに表示される画面の例を示す模式図で
ある。
【図７】拡大設定処理において上記モニタに表示される画面の例を示す模式図である。
【図８】拡大設定処理において上記モニタに表示される画面の例を示す模式図である。
【図９】撮像装置における拡大条件選択画面の例を示す模式図である。
【図１０】撮像装置における撮像処理の例を示すフローチャートである。
【図１１】撮像装置における拡大表示処理の例を示すフローチャートである。
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【図１２】撮像装置における自動拡大表示処理の例を示すフローチャートである。
【図１３】撮像装置が備えるモニタに表示される被写体画像の例を示す模式図である。
【図１４】撮像装置が備えるモニタに表示される（ａ）「拡大全面ガイドなし」、（ｂ）
「背景重ね」、（ｃ）「拡大全面表示ガイドあり」、の例を示す模式図である。
【図１５】撮像装置が備えるモニタに表示される（ａ）被写体画像、（ｂ）「ポートレー
ト拡大」、の例を示す模式図である。
【図１６】撮像装置が備えるモニタに表示される（ａ）被写体画像、（ｂ）「集合写真拡
大」、の例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る撮像装置の実施の形態について図面を参照しながら説明する。図１
乃至図３は、本発明に係る撮像装置の例であるデジタルカメラの外観構成の例であって、
図１は正面図、図２は上面図、図３は背面図である。図１において、撮像装置１の筐体で
あるカメラボディＣＢの正面には、ストロボ発光部３、ファインダ４の対物面、リモコン
受光部６および撮像レンズを含む撮像光学系を構成する鏡胴ユニット７が配置されている
。カメラボディＣＢの一方の側面部には、メモリカード装填室および電池装填室の蓋２が
設けられている。図２において、カメラボディＣＢの上面には、レリーズスイッチＳＷ１
、モードダイヤルＳＷ２およびサブ液晶ディスプレイ（サブＬＣＤ）（以下、「液晶ディ
スプレイ」を「ＬＣＤ」という。）１１が配置されている。
【００２２】
　図３において、カメラボディＣＢの背面には、ファインダ４の接眼部、ＡＦ用発光ダイ
オード（以下、発光ダイオードは「ＬＥＤ」という。）８と、ストロボＬＥＤ９と、撮像
光学系によって取得された被写体画像と拡大画像および各種設定画面を表示する表示手段
であるＬＣＤモニタ１０と、電源スイッチ１３と、広角方向ズームスイッチＳＷ３と、望
遠方向ズームスイッチＳＷ４と、セルフタイマの設定および解除スイッチＳＷ５と、メニ
ュースイッチＳＷ６と、上移動およびストロボセットスイッチＳＷ７と、右移動スイッチ
ＳＷ８と、ディスプレイスイッチＳＷ９と、下移動およびマクロスイッチＳＷ１０と、左
移動および画像確認スイッチＳＷ１１と、ＯＫスイッチＳＷ１２と、クイックアクセスス
イッチＳＷ１３が配置されている。
【００２３】
　次に、図４に示す本発明に係る撮像装置の機能ブロックの例について説明する。本発明
に係る撮像装置の各種動作（処理）は、デジタル信号処理ＩＣ（集積回路）等として構成
されるデジタルスチルカメラプロセッサ１０４（以下、単に「プロセッサ１０４」という
。）で動作する本発明に係る撮像プログラムによって制御される。画像処理手段であるプ
ロセッサ１０４は、第１のＣＣＤ（電荷結合素子）信号処理ブロック１０４－１と、第２
のＣＣＤ信号処理ブロック１０４－２と、ＣＰＵ（中央処理ユニット）ブロック１０４－
３と、ローカルＳＲＡＭ（ＳＲＡＭ：スタティックランダムアクセスメモリ）１０４－４
と、ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）ブロック１０４－５と、シリアルブロック１０
４－６と、ＪＰＥＧコーデック（ＣＯＤＥＣ）ブロック１０４－７と、リサイズ（ＲＥＳ
ＩＺＥ）ブロック１０４－８と、ＴＶ信号表示ブロック１０４－９と、メモリカードコン
トローラブロック１０４－１０と、を有してなる。これら各ブロックは相互にバスライン
で接続されている。
【００２４】
　プロセッサ１０４の外部には、ＲＡＷ－ＲＧＢ画像データ、ＹＵＶ画像データおよびＪ
ＰＥＧ画像データを保存するためのＳＤＲＡＭ（シンクロナスランダムアクセスメモリ）
１０３、ＲＡＭ１０７、内蔵メモリ１２０および撮像プログラムである制御プログラムが
格納されているＲＯＭ１０８が配置されており、これらはバスラインを介してプロセッサ
１０４に接続されている。ＲＯＭ１０８に格納されている制御プログラムには、本発明に
係る撮像方法を実行するソフトウェアであるプログラムが含まれる。
【００２５】
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　鏡胴ユニット７は、ズーム（ＺＯＯＭ）レンズ７－１ａを有するズーム光学系７－１と
、フォーカス（ＦＯＣＵＳ）レンズ７－２ａとを有するフォーカス光学系７－２と絞り７
－３ａとを有する絞りユニット７－３と、メカニカルシャッタ（メカシャッタ）７－４ａ
を有するメカシャッタユニット７－４と、を備えており、これらによって撮像光学系が構
成される。ズーム光学系７－１と，フォーカス光学系７－２と、絞りユニット７－３と、
メカシャッタユニット７－４は、それぞれズーム（ＺＯＯＭ）モータ７－１ｂと、フォー
カスレンズ移動手段としてのフォーカス（ＦＯＣＵＳ）モータ７－２ｂと、絞りモータ７
－３ｂとメカシャッタモータ７－４ｂと、によって駆動される。これらズームモータ７－
１ｂ、フォーカスモータ７－２ｂ、絞りモータ７－３ｂおよびメカシャッタモータ７－４
ｂの各モータはモータドライバ７－５によって駆動され、モータドライバ７－５はプロセ
ッサ１０４のＣＰＵブロック１０４－３によって動作が制御される。また、本発明に係る
撮像装置は、フォーカス（ＦＯＣＵＳ）モータ７－２ｂによらず、鏡胴ユニット７の外周
面に配置される図示しないフォーカスリングを手動操作することで、フォーカスレンズ移
動手段を機能させることもできる。
【００２６】
　鏡胴ユニット７のズームレンズ７－１ａおよびフォーカスレンズ７－２ａは、撮像素子
であるＣＣＤ１０１の撮像面上に被写体光学像を結像するための撮像レンズを構成する。
撮像素子であるＣＣＤ１０１は、撮像面に結像された被写体光学像を電気的な画像信号に
変換してＦ／Ｅ－ＩＣ（フロントエンドＩＣ）１０２に入力する。
【００２７】
　Ｆ／Ｅ－ＩＣ１０２は、ＣＤＳ（相関２重サンプリング部）１０２－１、ＡＧＣ（自動
利得制御部）１０２－２およびＡ／Ｄ（アナログ－デジタル）変換部１０２－３を有し、
被写体光学像から変換された画像信号に対して、所定の処理を施し、デジタル信号に変換
する。変換されたデジタル画像信号は、ＣＣＤ信号処理ブロック１０４－１に入力される
。これらの信号処理動作は、プロセッサ１０４のＣＣＤ信号処理ブロック１０４－１から
出力されるＶＤ信号（垂直駆動信号）とＨＤ信号（水平駆動信号）により、ＴＧ（タイミ
ングジェネレータ）１０２－４を介して制御される。ＣＣＤ信号処理ブロック１０４－１
は、ＣＣＤ１０１からＦ／Ｅ－ＩＣ１０２を経由して入力されたデジタル画像データに対
して、ホワイトバランス調整およびγ調整等の信号処理を行うとともに、ＶＤ信号および
ＨＤ信号を出力する。
【００２８】
　プロセッサ１０４のＣＰＵブロック１０４－３は、音声記録回路１１５－１による音声
記録動作を制御する。音声記録回路１１５－１は、マイクロホン（マイク）１１５－３で
変換されマイクロホンアンプ（マイクＡＭＰ）１１５－２によって増幅した音声信号を、
ＣＰＵブロック１０４－３の指令に応じて記録する。
【００２９】
　また、ＣＰＵブロック１０４－３は、音声再生回路１１６－１の動作も制御する。音声
再生回路１１６－１は、ＣＰＵブロック１０４－３の指令により、適宜なるメモリに記録
されている音声信号をオーディオアンプ（オーディオＡＭＰ）１１６－２で増幅してスピ
ーカ１１６－３に入力し、スピーカ１１６－３から音声を再生出力する。
【００３０】
　また、ＣＰＵブロック１０４－３は、ストロボ回路１１４を制御して動作させることに
よってストロボ発光部３から照明光を発光させる。また、ＣＰＵブロック１０４－３は、
被写体距離を測定する測距ユニット５の動作も制御する。
【００３１】
　さらに、ＣＰＵブロック１０４－３は、プロセッサ１０４の外部に配置されたサブＣＰ
Ｕ（ＳＵＢ－ＣＰＵ）１０９にも結合されており、サブＣＰＵ１０９は、ＬＣＤドライバ
１１１を介してサブＬＣＤ１による表示を制御する。また、サブＣＰＵ１０９は、ＡＦ用
ＬＥＤ８，ストロボＬＥＤ９，リモコン受光部６，スイッチＳＷ１からスイッチＳＷ１３
からなる操作部１１２およびブザー１１３にもそれぞれ結合されている。
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【００３２】
　ＵＳＢブロック１０４－５は、ＵＳＢコネクタ１２２に結合される。シリアルブロック
１０４－６は、シリアルドライバ回路１２３－１を介してＲＳ－２３２Ｃコネクタ１２３
－２に結合される。
【００３３】
　ＴＶ信号表示ブロック１０４－９は、ＬＣＤドライバ１１７を介してＬＣＤモニタ１０
に結合され、また、ＴＶ信号表示ブロック１０４－９は、ビデオアンプ（ＡＭＰ）１１８
を介してビデオジャック１１９にも結合される。
【００３４】
　メモリカードコントローラブロック１０４－１０は、メモリカードスロット１９１のカ
ード接点に結合されている。メモリカードがこのメモリカードスロット１９１に装填され
ると、メモリカードの接点に接触して電気的に接続され、装填されたメモリカードに画像
ファイルを記憶する。
【００３５】
　構成を備えた撮像装置１によれば、撮像光学系を介してＣＣＤ１０１の受光面に結像し
た被写体画像は、プロセッサ１０４が有するＣＣＤ信号処理ブロック１０４－１によって
所定の信号処理が行われ、ＴＶ信号表示ブロック１０４－９を介してＬＣＤモニタ１０に
出力されて表示される。また、撮像光学系を介してＣＣＤ１０１の受光面に結像した被写
体画像は、プロセッサ１０４が有するＣＣＤ信号処理ブロック１０４－１によって所定の
信号処理が行われた後に、後述する拡大表示処理によって、拡大条件によって指定されて
いる部分の拡大画像がＣＣＤ信号処理ブロック１０４－２によって生成され、ＴＶ信号表
示ブロック１０４－９を介してＬＣＤモニタ１０に出力され、表示される。
【００３６】
　次に、本発明に係る撮像装置によって実行される撮像方法の例について、図を用いて説
明する。図５は、本実施例に係る撮像方法において実行される拡大設定処理の例を示すフ
ローチャートである。拡大設定処理とは、ＬＣＤモニタ１０に表示された画像の一部から
拡大画像を生成するための条件を設定する処理をいう。当該処理は、撮像装置１が備える
操作部１１２に対する所定の操作によって実行される。当該処理によって設定される拡大
条件に係る情報（以下「拡大情報」という。）は、撮像装置１が備える内蔵メモリ１２０
に記憶される。図５において、各処理ステップはＳ１０、Ｓ２０、・・・のように表す。
まず、撮像装置１の背面に備わるメニュースイッチＳＷ６が押下されると、ＬＣＤモニタ
１０に拡大条件登録画面１１０が表示される（Ｓ１０）。拡大条件登録画面１１０の例を
図６に示す。
【００３７】
　図６において、拡大条件登録画面１１０は、複数の拡大情報を区別する識別情報となる
「登録番号」を指定するためのメニュー１１１と、ＬＣＤモニタ１０に表示される被写体
画像において拡大する部分の数を指定するメニュー１１２と、拡大画像の表示方法を設定
するメニュー１１３と、を有してなる。また、拡大条件登録画面１１０には、メニュー１
１１乃至１１３によって選択された拡大情報を記憶手段である内蔵メモリ１２０に記憶す
るための処理を指示する位置設定ボタン１１５と、選択された拡大情報の記憶処理を取り
やめる指示をするキャンセルボタン１１４と、を有する。メニュー１１１乃至１１３は、
上移動スイッチＳＷ７と下移動スイッチＳＷ１０によって、カーソルが移動され、選択さ
れた状態でＯＫスイッチＳＷ１２が押下されることで、当該メニューに対する拡大条件を
選択することができる。
【００３８】
　ここで、拡大条件登録画面１１０にて設定可能な各種のパラメータについて説明する。
登録番号（１１１）は、後述する拡大表示処理に用いる拡大情報を、記憶手段に複数記憶
するために、各拡大情報を区別するための識別情報である。登録番号（１１１）は、上移
動スイッチＳＷ７と下移動スイッチＳＷ１０の操作によって、１番、２番、３番・・・の
ようにプルダウン形式による選択が可能となっている。
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【００３９】
　拡大位置数（１１２）は、ＬＣＤモニタ１０に表示された被写体画像の同時に拡大する
部分の数を選択するメニューである。例えば図６に示す“３×３”を選択すると、ＬＣＤ
モニタ１０に表示された画像を縦方向と横方向でそれぞれ３分割し、合計で９個の領域に
分割された拡大表示が行われる。拡大位置数（１１２）に指定可能なパラメータは、図６
に示す“３×３”の他に、例えば、“１×１”、“１×２”、“１×３”、“２×１”、
“２×２”、“２×３”、“３×１”、“３×２”、などがある。
【００４０】
　また、本実施例に係る撮像装置１に係る登録番号（１１１）と拡大位置数（１１２）の
選択方法は、上記の方法に限ることなく、例えば、図示しないソフトウェアキーボード（
テンキー状のもの）をＬＣＤモニタ１０に表示して、上移動スイッチＳＷ７、右移動スイ
ッチＳＷ８、下移動スイッチＳＷ１０、左移動スイッチＳＷ１１、の操作によって、所定
の条件を入力する形式でもよい。
【００４１】
　拡大表示方法（１１３）は、後述する拡大表示処理において、ＬＣＤモニタ１０に表示
させる拡大画像の表示方法を指定する拡大条件である。図６においては「拡大全画面表示
、ガイドなし」が選択されている。この他に、例えば「拡大全画面表示、ガイドあり」、
「背景重ね表示」などを選択することができる。
【００４２】
　符号１１１乃至１１３の拡大条件をそれぞれ選択した後、カーソルを位置設定ボタン１
１５に合わせた後、ＯＫスイッチＳＷ１２が押下されると、処理は拡大位置設定処理（Ｓ
２０）に移行する。
【００４３】
　図５に戻る。次に、拡大位置設定処理（Ｓ２０）について説明する。拡大位置設定処理
（Ｓ２０）とは、ＬＣＤ１０に表示された被写体画像の拡大される位置を設定する処理で
ある。拡大位置設定処理（Ｓ２０）の際にＬＣＤ１０に表示される設定画面の例を図７に
示す。図７において、拡大位置設定画面１２０は、拡大条件登録画面１１０（図６）で設
定された拡大位置数（１１２）が「３×３」である場合を例示している。
【００４４】
　図７に示すように拡大位置設定画面１２０は、拡大位置数（１１２）に応じて分割され
た位置領域１２１と、各位置領域１２１に含まれる被写体画像が拡大表示される位置を指
定する元となる位置枠１２２と、位置枠１２２を移動設定中の表示である設定枠１２３と
、設定された画像拡大位置を示す拡大位置１２４と、を有してなる。位置領域１２１は、
個別に後述する位置情報を設定する単位である「設定領域」を示している。位置領域１２
１にて表される設定領域ごとに、画像を拡大する位置を示す個別の位置情報が設定される
。なお、位置領域１２１（設定領域）は、表示手段であるＬＣＤモニタ１０の表示領域に
対応する。言い換えると、設定領域である位置領域１２１は、ＬＣＤモニタ１０の個別の
表示領域に対応するものである。
【００４５】
　設定枠１２３は、上移動スイッチＳＷ７、下移動スイッチＳＷ１０、左移動スイッチＳ
Ｗ１１、右移動スイッチＳＷ８、を操作することで、位置領域１２１内を上下左右に移動
可能である。図７（ａ）は、左上の位置領域１２１に係る位置枠１２２について、設定処
理を行っている途中の状態を例示している。よって、左上の位置領域１２１には設定枠１
２３が表示されている状態となる。
【００４６】
　図５に戻る。ＯＫスイッチＳＷ１２が押下されるまで（Ｓ２０のＮ）、設定枠１２３の
移動処理は繰り返し実行される。設定枠１２３を所定の位置に移動させた後に、ＯＫスイ
ッチＳＷ１２が押下されると（Ｓ２０のＹ）、設定枠１２３がある位置が拡大位置１２４
として設定される。
【００４７】
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　次に、すべての位置領域１２１において拡大位置１２４が設定されているか否かを判定
し（Ｓ３０）、未登録の位置領域１２１があれば（Ｓ３０のＮ）、処理Ｓ２０から繰り返
す。図７（ｃ）に示すように、最後の位置領域１２１（右下の位置領域１２１）において
、設定枠１２３の移動操作がされ（Ｓ２０）、所定の位置に移動させた後に、ＯＫスイッ
チＳＷ１２が押下されると（Ｓ２０のＹ、Ｓ３０のＹ）、拡大条件登録処理（Ｓ４０）に
移行する。
【００４８】
　拡大条件登録処理（Ｓ４０）は、処理Ｓ１０で設定された登録番号（１１１）を識別情
報として、拡大位置数１（１１２）、拡大表示方法（１１３）に係る情報と、処理Ｓ２０
で設定された拡大位置１２４に係る位置情報（例えば、ＬＣＤ１０内の２次元座標で特定
される情報）とを関連づけて構成される情報（以下、この情報を「拡大条件」という。）
を、記憶手段に記憶する処理を行う。拡大条件登録処理（Ｓ４０）においてＬＣＤモニタ
１０に表示される登録操作画面の例を図８に示す。図８において、登録画面１３０には、
キャンセルボタン１３１と登録ボタン１３２が表示される。右移動スイッチＳＷ８と左移
動スイッチＳＷ１１によって、キャンセルボタン１３１にカーソルが合わせられてＯＫス
イッチＳＷ１２が押下されると拡大設定処理を終了する。また、登録ボタン１３２にカー
ソルが合わせられてＯＫスイッチＳＷ１２が押下されると上記の「拡大条件」が記憶手段
に記憶される。
【００４９】
　次に、後述する撮影処理における拡大表示処理に用いる拡大条件の選択方法について説
明する。図９は、拡大表示処理に係る拡大条件を選択する処理においてＬＣＤモニタ１０
に表示される拡大条件選択画面１４０の例である。図９において、拡大条件選択画面１４
０は、登録番号（１１１）を選択するメニュー１４１と、キャンセルボタン１４２と、決
定ボタン１４３と、を有してなる。拡大条件選択画面１４０がＬＣＤモニタ１０に表示さ
れた状態で、操作部１１２を操作して決定ボタン１４３を押下する処理を行えば、そのと
きにメニュー１４１の表示に表示されている登録番号（１１１）に係る拡大条件が、記憶
手段から読み出される。
【００５０】
　なお、メニュー１４１には、既に設定されている登録番号（１１１）を選択するだけで
なく、後述する自動認識モードに係る拡大モードを選択できるように、当該自動認識モー
ドに係る条件の識別情報を表示してもよい。
【００５１】
　次に、本発明に係る撮像方法の例について、図１０のフローチャートを用いて説明する
。図１０において、各処理ステップはＳ１０１、Ｓ１０２・・のように表記する。本実施
例に係る撮像方法は、マニュアルモードに係るものである。よって、撮像装置１の動作電
源が投入されて、モードダイヤルＳＷ２によってマニュアルモードが選択された状態で以
下の処理が開始される。
【００５２】
　まず、撮像光学系を介して撮像素子の受光面に結像した被写体像から、表示手段である
ＬＣＤモニタ１０に表示される被写体画像が生成されて、所定のタイミングで継続的に被
写体画像が表示される、いわゆるスルー画表示が行われる（Ｓ１０１）。ここで、拡大表
示開始操作がされなければ（Ｓ１０２のＮ）、ＬＣＤモニタ１０の表示は、通常表示処理
（Ｓ１０８）に移行する。通常表示処理（Ｓ１０８）は、撮影視野全体の画像をＬＣＤモ
ニタ１０に表示する処理である。
【００５３】
　拡大表示開始操作が検知されれば（Ｓ１０２のＹ）、拡大モード判定処理（Ｓ１０３）
が実行される。ここで、拡大表示開始操作とは、例えば、メニュースイッチＳＷ６が押下
されることをいう。拡大モード判定処理（Ｓ１０３）では、撮像装置１に予め指定されて
いる拡大モードを判定する処理を行う。拡大モードの指定は、図９を用いてすでに説明し
た操作において、予め記憶されている登録番号が指定されているか否かを判定する処理で
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ある。登録番号が指定されていれば（Ｓ１０３のＹ）、指定されている登録番号に関連づ
けて記憶されている拡大条件が読み出されて、拡大表示処理が実行される（Ｓ１０４）。
【００５４】
　ここで、拡大表示処理（Ｓ１０４）について、説明する。図１１は、拡大表示処理（Ｓ
１０４）の例を示すフローチャートである。図１１において、各処理ステップは、Ｓ２０
１、Ｓ２０２・・のように表記する。先に行われている拡大条件選択（図８参照）によっ
て、選択されている登録番号（１１１）に基づく拡大条件が記憶手段から読み出される（
Ｓ２０１）。次に、読み出されて拡大条件に係る拡大表示方法（１１３）の種類を判定す
る表示方法判定処理（Ｓ２０２）が行われる。拡大表示方法（１１３）が、「拡大全面表
示ガイドなし」であれば、処理Ｓ２０３が実行される。拡大表示方法が「背景重ね」であ
れば、処理Ｓ２０４が実行される。拡大表示方法が「拡大全面表示ガイドあり」であれば
、処理Ｓ２０４が実行される。
【００５５】
　処理Ｓ２０３が実行されたときのＬＣＤモニタ１０における被写体画像の表示の例につ
いて、図を用いて説明する。図１３は、スルー画の表示例を示している。図１３において
、ＬＣＤモニタ１０に表示されている被写体画像１５０には、予め拡大条件選択画面（図
９を参照）において選択された登録番号（１１１）に係る拡大位置１２４が重ね表示され
ている。
【００５６】
　この拡大位置１２４に該当する位置の被写体画像１５０が拡大された画像の例を図１４
に示す。図１４（ａ）において、拡大画像１６０ａは、「拡大全面ガイドなし表示」に係
る拡大画像の例である。
【００５７】
　また、処理Ｓ２０４が実行されたときの表示例を図１４（ｂ）に示す。図１４（ｂ）に
おいて、拡大画像表示１６０ｂは、拡大位置１２４に該当する位置の被写体画像１５０が
拡大表示された画像を、通常表示の被写体画像１５０に重ねた画像が表示されている。す
なわち、被写体画像を拡大画像が同時に表示され、被写体画像が視認可能になる態様で拡
大画像が重ねあわされて表示されている。
【００５８】
　また、処理Ｓ２０５が実行されたときの表示例を図１４（ｃ）に示す。図１４（ｃ）は
、撮影視野全体の画像である被写体画像１５０に対して拡大位置１２４が設定されている
位置を示すガイド表示となるレイアウト情報１６０ｃが、拡大画像表示１６０ａに重ねら
れた画像が表示されている。
【００５９】
　ここで、図１４（ａ）から（ｃ）には、各拡大画像の境界を示す線が図示されているが
、この線は説明の便宜上、図示してあり、本発明の実施において必須ではない（以下、同
じ）。
【００６０】
　なお、図１３に示した被写体画像１５０に拡大位置１２４を重ね合わせた表示は、拡大
表示開始操作が実行されたときに（Ｓ１０２のＹ）に、ＬＣＤモニタ１０に表示されても
よい。また、本実施例では、３通りの表示方法が選択できるものとしたが、他の表示方法
が選択できるようにしても良い。
【００６１】
　拡大表示処理（Ｓ１０４）は、拡大表示終了操作が行われるまで繰り返される（Ｓ１０
５のＮ）。拡大表示終了操作とは、例えば、拡大表示処理（Ｓ１０４）が実行されている
ときに、メニュースイッチＳＷ６が押下されることをいう。拡大表示終了操作が検知され
れば（Ｓ１０５のＹ）、通常表示処理（Ｓ１０８）が行われる。通常表示処理（Ｓ１０８
）では、被写体画像１５０のみがＬＣＤモニタ１０に表示される。
【００６２】
　次に、拡大表示開始操作が検知され（Ｓ１０２のＹ）、拡大モード判定処理（Ｓ１０３
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）において、登録番号が指定されておらず、自動認識モードに係る拡大モードが指定され
ているとき（Ｓ１０３のＮ）に実行される自動認識拡大処理（Ｓ１０６）について説明す
る。
【００６３】
　図１２は、自動認識拡大処理（Ｓ１０６）の例を示すフローチャートである。図１２に
おいて、各処理ステップは、Ｓ３０１、Ｓ３０２・・のように表記されている。先に行わ
れている拡大条件選択（図８参照）によって、選択されている登録番号（１１１）に基づ
く自動認識モードに係る画像解析処理が行われる（Ｓ３０１）。
【００６４】
　画像解析処理（Ｓ３０１）は、スルー画として表示されている被写体画像１５０（図１
２参照）に対して所定の解析処理を行う。解析処理は、例えば、公知の手法を用いた被写
体画像１５０に含まれている人物像の位置の特定や、被写体画像に含まれている人物像の
目や鼻など特徴ある部分の位置を特定する処理である。
【００６５】
　次に自動拡大表示方法判定処理（Ｓ３０２）が行われる。自動拡大表示方法判定処理（
Ｓ３０２）は、拡大条件選択画面１４０（図９）のメニュー１４１において設定された自
動拡大表示方法を判定する処理である。自動拡大表示方法において、例えば、「ポートレ
ート拡大表示」と「集合写真拡大表示」のいずれかのみが選択され得る場合、「ポートレ
ート拡大表示」が選択されていると判定されれば（Ｓ３０２のＹ）、画像解析処理（Ｓ３
０１）における被写体画像の解析結果に応じて、被写体画像に含まれている人物像の特定
の部分を拡大する画像を生成し、ＬＣＤ表示部１０に表示する。特定の部分とは、例えば
、人物の両目である。
【００６６】
　ここで画像解析処理（Ｓ３０１）は、例えば、特定の画像領域を識別するための画像パ
ターン情報（以下「パターン情報」という）に基づいて、被写体画像内にパターン情報に
合致する画像領域を識別する処理をいう。画像解析処理（Ｓ３０１）において、識別され
た画像領域の画像に基づいて、拡大画像生成手段によって拡大画像が生成される。
【００６７】
　「ポートレート拡大表示」に係る拡大画像の表示例を図１５に示す。スルー画として、
図１５（ａ）に示す被写体画像１７０ａがＬＣＤモニタ１０に表示されているとする。被
写体画像１７０ａは、人物が一人だけ大きく写っている画像（ポートレート画像）である
から、被写体画像１７０ａに含まれる人物の両目部分のみが拡大された画像１７０ｂがＬ
ＣＤモニタ１０に表示される。このように、ポートレート拡大表示処理（Ｓ３０３）は、
被写体画像１７０ａに含まれる特徴部分の位置を画像解析処理（Ｓ３０１）によって特定
された特徴部分を拡大し、表示する処理である。画像解析処理（Ｓ３０１）において特定
された特徴部分が、被写体画像１７０ａに含まれる人物の鼻部分であれば、図示しない拡
大画像は、鼻部分が拡大された被写体画像となる。
【００６８】
　次に自動拡大表示方法判定処理（Ｓ３０２）において、「集合写真拡大表示」が選択さ
れていると判定されれば（Ｓ３０２のＮ）、画像解析処理（Ｓ３０１）における被写体画
像の解析結果に応じて、被写体画像に含まれている人物の顔部分が拡大された画像が生成
されて、ＬＣＤ表示部１０に表示される。
【００６９】
　「集合写真拡大表示」に係る拡大画像の表示例を図１６に示す。スルー画として、図１
６（ａ）に示す被写体画像１８０ａがＬＣＤモニタ１０に表示されているとする。被写体
画像１８０ａは、複数の人物が写っている画像（集合写真の画像）であるから、被写体画
像１８０ａに含まれるすべての人物の顔部分が拡大された画像１８０ｂが生成されて、Ｌ
ＣＤモニタ１０に表示される（図１６（ｂ）参照）。このように、集合写真拡大表示処理
（Ｓ３０４）は、画像解析処理（Ｓ３０１）によって特定された特徴部分である、被写体
画像１８０ａに含まれる「人物の顔」の位置を拡大し、表示する処理である。画像解析処
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物の顔部分であれば、図示しない拡大画像は、当該人物の顔を拡大された被写体画像とな
る。
【００７０】
　の自動認識拡大処理（Ｓ１０６）は、拡大表示終了操作が行われるまで繰り返される（
Ｓ１０７のＮ）。拡大表示終了操作とは、例えば、自動認識拡大処理（Ｓ１０６）が実行
されているときに、メニュースイッチＳＷ６が押下されることをいう。拡大表示終了操作
が検知されれば（Ｓ１０７のＹ）、通常表示処理（Ｓ１０８）が行われる。通常表示処理
（Ｓ１０８）では、被写体画像１５０のみがＬＣＤモニタ１０に表示される。
【００７１】
　このように、本実施例に係る撮像装置によれば、予め設定した拡大位置１４０に応じて
、被写体画像に含まれる複数の画像領域を拡大した画像（拡大画像）を同時に表示するこ
とができる。また、自動認識モードが選択されていれば、当該モードに応じて被写体画像
の画像解析結果に基づく拡大画像を表示することができる。
【００７２】
　以上のように、本発明に係る撮像装置によれば、被写体画像の一部分を拡大する画像を
同時に複数表示することができるので、手動でフォーカス処理を行うときに、撮影視野全
体の画像の中で、合焦をしたい部分の拡大表示を視認しながら、フォーカス処理を行うこ
とができるようになる。また、合焦をしたい部分を複数個所同時に確認することもできる
ので、マニュアルモードによる撮影であってもシャッターチャンスを逃すことなく撮像操
作を行うことができるようになる。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明に係る撮像装置および撮像方法は、デジタルカメラをはじめとして、携帯電話に
組み込まれたカメラ、その他の各種カメラにも適用可能である。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　ＬＣＤモニタ
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７５】
【特許文献１】特許第４１４１８００号公報
【特許文献２】特開２００３－１８９１３６号公報
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