
JP 2009-177330 A 2009.8.6

10

(57)【要約】
【課題】ＡＦロック機能を使用している状態において、
拡大表示を適切に行う。
【解決手段】撮像装置は、フォーカス制御の開始を指示
する第１の操作手段６２と、フォーカス状態の保持を指
示する第２の操作手段７０ａとを有し、表示手段２８に
撮像領域画像を表示させ、第１の操作手段の操作に応じ
て撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大画像を
表示させる。また、第２の操作手段の操作に応じて撮像
領域画像に含まれる被写体を記憶する。撮像領域画像の
うち被写体を含む領域の拡大画像が表示されている間に
第２の操作手段が操作されてフォーカス状態が保持され
ている状態であり、かつ該拡大画像の表示が解除された
状態において第１の操作手段が再操作された場合に、該
再操作時の撮像領域画像内に該記憶された被写体が含ま
れる場合は該被写体を含む領域の拡大画像を表示させ、
該被写体が含まれない場合は拡大画像を表示させない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子と、
　画像を表示する表示手段と、
　フォーカス制御の開始を指示する第１の操作手段と、
　フォーカス状態の保持を指示する第２の操作手段と、
　前記撮像素子からの出力を用いて生成された撮像領域画像を前記表示手段に表示させ、
前記第１の操作手段の操作に応じて撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大画像を
前記表示手段に表示させる表示制御手段と、
　前記第２の操作手段の操作に応じてフォーカス状態が保持されたときの撮像領域画像に
含まれる被写体を記憶する記憶手段とを有し、
　前記表示制御手段は、
　前記表示手段に撮像領域画像のうち被写体を含む領域の拡大画像が表示されている間に
前記第２の操作手段が操作されてフォーカス状態が保持されている状態であり、かつ該拡
大画像の表示が解除された状態において前記第１の操作手段が再操作された場合に、該再
操作時の撮像領域画像内に前記記憶手段に記憶された被写体が含まれるか否かを判別し、
　前記記憶された被写体が含まれると判別したときは、前記表示手段に前記再操作時の撮
像領域画像のうち該被写体を含む領域の拡大画像を表示させ、前記記憶された被写体が含
まれないと判別したときは、前記表示手段に拡大画像を表示させずに撮像領域画像を表示
させることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　撮像素子と、
　画像を表示する表示手段と、
　フォーカス制御の開始を指示する第１の操作手段と、
　フォーカス状態の保持を指示する第２の操作手段と、
　前記撮像素子からの出力を用いて生成された撮像領域画像を前記表示手段に表示させ、
前記第１の操作手段の操作に応じて撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大画像を
前記表示手段に表示させる表示制御手段と、
　前記第２の操作手段の操作に応じてフォーカス状態が保持されたときの第１の撮像領域
画像を記憶する記憶手段とを有し、
　前記表示制御手段は、
　前記表示手段に前記一部の領域の拡大画像が表示されている間に前記第２の操作手段が
操作されてフォーカス状態が保持されている状態であり、かつ該拡大画像の表示が解除さ
れた状態において前記第１の操作手段が再操作された場合に、該再操作時の第２の撮像領
域画像が前記第１の撮像領域画像と一致するか否かを判別し、
　前記第２の撮像領域画像が前記第１の撮像領域画像と一致すると判別したときは、前記
表示手段に前記一部の領域の拡大画像を表示させ、前記第２の撮像領域画像が前記第１の
撮像領域画像と一致しないと判別したときは、前記表示手段に拡大画像を表示させずに撮
像領域画像を表示させることを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　撮像素子と、
　画像を表示する表示手段と、
　フォーカス制御の開始を指示する第１の操作手段と、
　フォーカス状態の保持を指示する第２の操作手段と、
　前記撮像素子からの出力を用いて生成された撮像領域画像を前記表示手段に表示させ、
前記第１の操作手段の操作に応じて撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大画像を
前記表示手段に表示させる表示制御手段とを有し、
　前記表示制御手段は、前記表示手段に拡大画像が表示されている間に前記第２の操作手
段が操作されてフォーカス状態が保持されている状態であり、かつ該拡大画像の表示が解
除された状態において前記第１の操作手段が再操作された場合は、前記表示手段に拡大画
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像を表示させずに撮像領域画像を表示させることを特徴とする撮像装置。
【請求項４】
　撮像素子と、画像を表示する表示手段と、フォーカス制御の開始を指示する第１の操作
手段と、フォーカス状態の保持を指示する第２の操作手段とを有し、前記撮像素子からの
出力を用いて生成された撮像領域画像を前記表示手段に表示させ、前記第１の操作手段の
操作に応じて、撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大画像を前記表示手段に表示
させる撮像装置の表示制御方法であって、
　前記第２の操作手段の操作に応じてフォーカス状態が保持されたときの撮像領域画像に
含まれる被写体を記憶する記憶ステップと、
　前記表示手段に撮像領域画像のうち被写体を含む領域の拡大画像が表示されている間に
前記第２の操作手段が操作されてフォーカス状態が保持されている状態であり、かつ該拡
大画像の表示が解除された状態において前記第１の操作手段が再操作された場合に、該再
操作時の撮像領域画像内に前記記憶手段に記憶された被写体が含まれるか否かを判別する
判別ステップと、
　該判別ステップにおいて前記記憶された被写体が含まれると判別されたときは、前記表
示手段に前記再操作時の撮像領域画像のうち該被写体を含む領域の拡大画像を表示させ、
前記記憶された被写体が含まれないと判別したときは、前記表示手段に拡大画像を表示さ
せずに撮像領域画像を表示させる表示ステップとを有することを特徴とする撮像装置の表
示制御方法。
【請求項５】
　撮像素子と、画像を表示する表示手段と、フォーカス制御の開始を指示する第１の操作
手段と、フォーカス状態の保持を指示する第２の操作手段とを有し、前記撮像素子からの
出力を用いて生成された撮像領域画像を前記表示手段に表示させ、前記第１の操作手段の
操作に応じて撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大画像を前記表示手段に表示さ
せる撮像装置の表示制御方法であって、
　前記第２の操作手段の操作に応じてフォーカス状態が保持されたときの第１の撮像領域
画像を記憶する記憶ステップと、
　前記表示手段に前記一部の領域の拡大画像が表示されている間に前記第２の操作手段が
操作されてフォーカス状態が保持されている状態であり、かつ該拡大画像の表示が解除さ
れた状態において前記第１の操作手段が再操作された場合に、該再操作時の第２の撮像領
域画像が前記第１の撮像領域画像と一致するか否かを判別する判別ステップと、
　該判別ステップにおいて前記第２の撮像領域画像が前記第１の撮像領域画像と一致する
と判別されたときは、前記表示手段に前記一部の領域の拡大画像を表示させ、前記第２の
撮像領域画像が前記第１の撮像領域画像と一致しないと判別されたときは、前記表示手段
に拡大画像を表示させずに撮像領域画像を表示させる表示ステップとを有することを特徴
とする撮像装置の表示制御方法。
【請求項６】
　撮像素子と、画像を表示する表示手段と、フォーカス制御の開始を指示する第１の操作
手段と、フォーカス状態の保持を指示する第２の操作手段とを有し、前記撮像素子からの
出力を用いて生成された撮像領域画像を前記表示手段に表示させ、前記第１の操作手段の
操作に応じて撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大画像を前記表示手段に表示さ
せる撮像装置の表示制御方法であって、
　前記表示手段に拡大画像が表示されている間に前記第２の操作手段が操作されてフォー
カス状態が保持されている状態であり、かつ該拡大画像の表示が解除された状態において
前記第１の操作手段が再操作された場合は、前記表示手段に拡大画像を表示させずに撮像
領域画像を表示させることを特徴とする撮像装置の表示制御方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大画像を表示する機能を有する
撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の撮像装置には、撮像画角や被写体の状況を確認したり、記録された
画像を閲覧したりするためのディスプレイが設けられている。
【０００３】
　ただし、小型化が進む撮像装置に設けられるディスプレイのサイズには限界があり、ま
た解像度も、撮像により記録される画像の解像度よりもはるかに低いため、ディスプレイ
上で被写体の状況を細部まで確認することは困難である。
【０００４】
　このため、特許文献１には、シャッタボタンが半押し操作されると、オートフォーカス
の対象となるフォーカス領域を高解像度で拡大表示することで、被写体の詳細な状況や被
写体に対する実際のフォーカス状態を確認し易くした撮像装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－１７９７９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１には、シャッタボタンの半押し操作に応じてフォーカス領域を拡大表示する
ことのみが記載されている。しかしながら、実際のカメラの使用においては、拡大表示が
必要ではない場合もある。例えば、撮像装置は、オートフォーカスによって被写体にピン
トが合った状態でそのフォーカス状態を保持する、いわゆるＡＦロック機能を有する場合
がある。ＡＦロック機能は、被写体に対してピントを合わせた状態で撮像画角を変更した
り、ピントを合わせた被写体が撮像に適した状態になるまで待って撮像を行ったりすると
きに使用される。
【０００６】
　このようなＡＦロック機能が使用されている状態で、フォーカス領域から被写体が動い
てしまうと、その後にシャッタボタンが半押し操作されることによってフォーカス領域が
拡大表示されてもそこには被写体は表示されない。
【０００７】
　また、一旦、拡大表示によって被写体やフォーカス状態を詳細に確認してＡＦロック機
能を使用した後に、再度被写体を拡大表示しても、あまり意味がなく、かえってユーザに
煩わしさを感じさせる可能性もある。
【０００８】
　そこで、本発明は、ＡＦロック機能を使用している状態において、拡大表示を適切に行
うことができるようにした撮像装置及びその表示制御方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面としての撮像装置は、撮像素子と、画像を表示する表示手段と、フォー
カス制御の開始を指示する第１の操作手段と、フォーカス状態の保持を指示する第２の操
作手段と、撮像素子からの出力を用いて生成された撮像領域画像を表示手段に表示させ、
第１の操作手段の操作に応じて撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大画像を表示
手段に表示させる表示制御手段と、第２の操作手段の操作に応じてフォーカス状態が保持
されたときの撮像領域画像に含まれる被写体を記憶する記憶手段とを有する。そして、表
示制御手段は、表示手段に撮像領域画像のうち被写体を含む領域の拡大画像が表示されて
いる間に第２の操作手段が操作されてフォーカス状態が保持されている状態であり、かつ
該拡大画像の表示が解除された状態において第１の操作手段が再操作された場合に、該再
操作時の撮像領域画像内に記憶手段に記憶された被写体が含まれるか否かを判別する。さ
らに、表示制御手段は、該記憶された被写体が含まれると判別したときは、表示手段に該
再操作時の撮像領域画像のうち該被写体を含む領域の拡大画像を表示させ、該記憶された
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被写体が含まれないと判別したときは、表示手段に拡大画像を表示させずに撮像領域画像
を表示させることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の他の一側面としての撮像装置は、撮像素子と、画像を表示する表示手段
と、フォーカス制御の開始を指示する第１の操作手段と、フォーカス状態の保持を指示す
る第２の操作手段と、撮像素子からの出力を用いて生成された撮像領域画像を表示手段に
表示させ、第１の操作手段の操作に応じて撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大
画像を表示手段に表示させる表示制御手段と、第２の操作手段の操作に応じてフォーカス
状態が保持されたときの第１の撮像領域画像を記憶する記憶手段とを有する。そして、表
示制御手段は、表示手段に該一部の領域の拡大画像が表示されている間に第２の操作手段
が操作されてフォーカス状態が保持されている状態であり、かつ該拡大画像の表示が解除
された状態において第１の操作手段が再操作された場合に、該再操作時の第２の撮像領域
画像が前記第１の撮像領域画像と一致するか否かを判別する。さらに、表示制御手段は、
第２の撮像領域画像が第１の撮像領域画像と一致すると判別したときは、表示手段に該一
部の領域の拡大画像を表示させ、第２の撮像領域画像が第１の撮像領域画像と一致しない
と判別したときは、表示手段に拡大画像を表示させずに撮像領域画像を表示させることを
特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の他の一側面としての撮像装置は、撮像素子と、画像を表示する表示手段
と、フォーカス制御の開始を指示する第１の操作手段と、フォーカス状態の保持を指示す
る第２の操作手段と、撮像素子からの出力を用いて生成された撮像領域画像を表示手段に
表示させ、第１の操作手段の操作に応じて撮像領域画像のうち一部の領域を拡大した拡大
画像を表示手段に表示させる表示制御手段とを有する。そして、表示制御手段は、表示手
段に拡大画像が表示されている間に第２の操作手段が操作されてフォーカス状態が保持さ
れている状態であり、かつ該拡大画像の表示が解除された状態において第１の操作手段が
再操作された場合は、表示手段に拡大画像を表示させずに撮像領域画像を表示させること
を特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の他の一側面としての表示制御方法は、撮像素子と、画像を表示する表示
手段と、フォーカス制御の開始を指示する第１の操作手段と、フォーカス状態の保持を指
示する第２の操作手段とを有し、撮像素子からの出力を用いて生成された撮像領域画像を
表示手段に表示させ、第１の操作手段の操作に応じて、撮像領域画像のうち一部の領域を
拡大した拡大画像を前記表示手段に表示させる撮像装置に適用される。該表示制御方法は
、第２の操作手段の操作に応じてフォーカス状態が保持されたときの撮像領域画像に含ま
れる被写体を記憶する記憶ステップと、表示手段に撮像領域画像のうち被写体を含む領域
の拡大画像が表示されている間に前記第２の操作手段が操作されてフォーカス状態が保持
されている状態であり、かつ該拡大画像の表示が解除された状態において第１の操作手段
が再操作された場合に、該再操作時の撮像領域画像内に記憶手段に記憶された被写体が含
まれるか否かを判別する判別ステップと、該判別ステップにおいて該記憶された被写体が
含まれると判別されたときは、表示手段に該再操作時の撮像領域画像のうち該被写体を含
む領域の拡大画像を表示させ、該記憶された被写体が含まれないと判別したときは、表示
手段に拡大画像を表示させずに撮像領域画像を表示させる表示ステップとを有することを
特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の他の一側面としての表示制御方法は、撮像素子と、画像を表示する表示
手段と、フォーカス制御の開始を指示する第１の操作手段と、フォーカス状態の保持を指
示する第２の操作手段とを有し、撮像素子からの出力を用いて生成された撮像領域画像を
表示手段に表示させ、第１の操作手段の操作に応じて撮像領域画像のうち一部の領域を拡
大した拡大画像を表示手段に表示させる撮像装置に適用される。該表示制御方法は、第２
の操作手段の操作に応じてフォーカス状態が保持されたときの第１の撮像領域画像を記憶
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する記憶ステップと、表示手段に該一部の領域の拡大画像が表示されている間に第２の操
作手段が操作されてフォーカス状態が保持されている状態であり、かつ該拡大画像の表示
が解除された状態において第１の操作手段が再操作された場合に、該再操作時の第２の撮
像領域画像が第１の撮像領域画像と一致するか否かを判別する判別ステップと、該判別ス
テップにおいて第２の撮像領域画像が第１の撮像領域画像と一致すると判別されたときは
、表示手段に該一部の領域の拡大画像を表示させ、第２の撮像領域画像が第１の撮像領域
画像と一致しないと判別されたときは、表示手段に拡大画像を表示させずに撮像領域画像
を表示させる表示ステップとを有することを特徴とする。
【００１４】
　さらに、本発明の他の一側面としての表示制御方法は、撮像素子と、画像を表示する表
示手段と、フォーカス制御の開始を指示する第１の操作手段と、フォーカス状態の保持を
指示する第２の操作手段とを有し、撮像素子からの出力を用いて生成された撮像領域画像
を表示手段に表示させ、第１の操作手段の操作に応じて撮像領域画像のうち一部の領域を
拡大した拡大画像を表示手段に表示させる撮像装置に適用される。該表示制御方法は、表
示手段に拡大画像が表示されている間に第２の操作手段が操作されてフォーカス状態が保
持されている状態であり、かつ該拡大画像の表示が解除された状態において第１の操作手
段が再操作された場合は、表示手段に拡大画像を表示させずに撮像領域画像を表示させる
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、フォーカス状態を保持するＡＦロック機能を使用している状態におい
て、拡大画像の表示を適切に行う撮像装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の好ましい実施例について図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００１７】
　図１には、本発明の実施例である撮像装置としてのデジタルカメラの構成を示す。
【００１８】
　図１において、１００はデジタルカメラ（以下、カメラという）である。カメラ１００
において、１０は撮像光学系としての撮像レンズ、１２は絞り機能を備えたシャッタであ
る。１４は光学像（被写体像）を光電変換して電気信号を出力するＣＣＤセンサやＣＭＯ
Ｓセンサ等の撮像素子である。１６は撮像素子１４からのアナログ信号出力をデジタル信
号に変換するＡ／Ｄ変換器である。
【００１９】
 １８はタイミング発生部であり、撮像素子１４、 Ａ／Ｄ変換器１６及びＤ／Ａ変換器２
６にクロック信号を供給する。該タイミング発生部１８は、メモリ制御部２２及び後述す
るシステム制御部５０により制御される。
【００２０】
 ２０は画像処理部（画像生成手段）であり、Ａ／Ｄ変換器１６又はメモリ制御部２２か
らのデジタル撮像信号に対して、画素補間処理、色変換処理、ＡＷＢ（オートホワイトバ
ランス）処理等の各種画像処理を行う。これにより、画像データが生成される。
【００２１】
　また、画像処理部２０は、生成した画像データを用いて所定の演算処理を行う。システ
ム制御部５０は、その演算結果に基づいて、露光制御部４０、フォーカス制御部４２及び
フラッシュ４８を制御する。これにより、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オ
ートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理が行わ
れる。また、画像処理部２０は、生成した画像データを用いて所定の演算処理を行い、そ
の演算結果に基づいて、ＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理を行う。
【００２２】
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　メモリ制御部２２は、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生部１８、画像処理部２０、画
像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０及び圧縮・伸長部３２を制御する。
【００２３】
　画像処理部２０からの画像データ又はＡ／Ｄ変換器１６からのデジタル撮像信号は、メ
モリ制御部２２を介して画像表示メモリ２４又はメモリ３０に書き込まれる。
【００２４】
 ２８はＬＣＤ等により構成される画像表示部（表示手段）である。画像表示メモリ２４
に書き込まれた表示用画像データ（以下、ＥＶＦ画像という）は、Ｄ／Ａ変換器２６を介
して画像表示部２８に送られる。ＥＶＦ画像が画像表示部２８で表示されることにより、
電子ファインダ（ＥＶＦ）機能が実現される。
【００２５】
　なお、ＥＶＦ画像は、撮像素子１４の有効撮像面のほぼ全体からの出力に基づいて生成
される画像（全撮像画角の画像）である。言い換えれば、ＥＶＦ画像は、カメラ１００に
よって撮像される撮像領域全体に対応した画像である。以下の説明において、ＥＶＦ画像
を、撮像領域画像ともいう。
【００２６】
　メモリ３０は、生成された静止画像や動画像を格納する。また、メモリ３０は、システ
ム制御部５０の作業領域としても使用される。
【００２７】
 ３２は適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データを圧縮伸長する圧縮・伸
長部であり、メモリ３０に格納された画像を読み込んで圧縮処理或いは伸長処理を行い、
処理を終えたデータを再びメモリ３０に書き込む。
【００２８】
　４０はシャッタ１２を制御する露光制御部であり、フラッシュ４８と連携したフラッシ
ュ調光機能も有する。
【００２９】
　４２はフォーカス制御部であり、システム制御部５０とともに撮像レンズ１０のオート
フォーカス制御（ＡＦ処理）を行う。ＡＦ処理の詳細については後述する。ＡＦ処理によ
り、合焦目標となる被写体に対する撮像レンズ１０の合焦状態が得られる。
【００３０】
　４４は撮像レンズ１０のズーミングを制御するズーム制御部である。
【００３１】
　４６はレンズバリア１０２の動作を制御するバリア制御部である。フラッシュ４８は、
被写体に対して照明光を照射し、ＡＦ補助光の投光機能や前述したフラッシュ調光機能も
有している。
【００３２】
　露光制御部４０及びフォーカス制御部４２はＴＴＬ方式を用いて制御されている。すな
わち、システム制御部５０は、画像処理部２０において生成された画像データを用いた演
算結果に基づいて、露光制御部４０及びフォーカス制御部４２を制御する。システム制御
部５０は、フォーカス制御部４２とともに、フォーカス制御手段を構成する。また、シス
テム制御部５０は、露光制御部４０及びフォーカス制御部４２のほか、カメラ１００全体
の動作を制御する。
【００３３】
　さらに、システム制御部５０は、表示制御手段としても機能し、画像表示部２８でのＥ
ＶＦ画像の表示や、後述する拡大画像の表示を制御する。
【００３４】
　５２はシステム制御部５０の動作用の定数、変数、コンピュータプログラム等のデータ
を記憶するメモリである。
【００３５】
　５４は情報表示部であり、文字、画像、音声等を用いてカメラ１００の動作状態やメッ
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セージ等を示す情報を出力する。情報表示部５４は、液晶表示素子やスピーカ等により構
成されている。情報表示部５４は、一部の情報を光学ファインダ１０４を介してファイン
ダ画面内に表示する。
【００３６】
　５６は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、ＥＥＰＲＯＭ等が用いられる
。
【００３７】
  ６０はモードダイアルであり、撮像モード（静止画撮像モードや動画撮像モード）、再
生モード等の各機能を切り替え設定するために操作される。また、モードダイアル６０は
、カメラ１００の電源をオン／オフする電源スイッチとしても機能する。
【００３８】
　６２は撮像準備スイッチ（ＳＷ１）であり、不図示のシャッタボタンの第１ストローク
操作（半押し操作：第１の操作）によりＯＮとなり、測光結果に基づくＡＥ処理や、ＡＦ
処理等の撮像準備動作の開始を指示する。シャッタボタンと撮像準備スイッチ（ＳＷ１）
６２とにより、第１の操作手段が構成される。
【００３９】
　６４は撮像記録スイッチ（ＳＷ２）であり、シャッタボタンの第２ストローク操作（全
押し操作：第２の操作）によりＯＮとなり、撮像記録動作を開始させる。ここにいう撮像
記録動作は、シャッタ１２の開閉動作、撮像素子１４からの撮像信号に基づいて画像処理
部２０にて画像データを生成する動作、画像データをメモリ制御部２２を介してメモリ３
０に書き込む動作を含む。また、メモリ３０から画像データを読み出して、圧縮・伸長部
３２で圧縮し、記録媒体１２０に記録する動作も含む。これら一連の撮像記録動作は、記
録用画像の取得動作ということもできる。
【００４０】
　６６は画像表示ＯＮ／ＯＦＦスイッチであり、画像表示部２８の点灯（表示）と消灯を
設定することができる。
【００４１】
　６８はクイックレビューＯＮ／ＯＦＦスイッチであり、撮像直後に撮像画像データを自
動再生するクイックレビュー機能の有効／無効を設定する。なお、本実施例では、画像表
示部２８をＯＦＦとした場合におけるクイックレビュー機能の設定をする機能を備える。
【００４２】
　７０は各種ボタンやタッチパネル等を含む操作部であり、カメラ１００の機能選択や各
種設定を行うためのメニュー画面を表示させたり、メニュー項目を決定したりするために
操作される。操作部７０は、フォーカス状態の保持を指示する第２の操作手段としてのＡ
Ｆロック設定ボタン７０ａも含む。
【００４３】
 ８０は電源制御部であり、電池残量の検出を行う電池検出部、電池からの電源電圧を所
定の動作電圧に変換するＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り替えるスイッチ
部等を含む。
【００４４】
　８６は電池であり、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電
池等の二次電池が使用される。８２，８４は電池８６とカメラ１００との電気的接続を行
うためのコネクタである。
【００４５】
 ９０は記録媒体１２０との通信を行うためのカードコントローラであり、９１は記録媒
体１２０との通信インタフェースである。９２は記録媒体１２０に接続されるコネクタで
ある。記録媒体１２０には、カメラ１００から出力される圧縮画像データや音声データが
書き込まれる。記録媒体１２０は、半導体メモリや光ディスク等により構成される。
【００４６】
　９８はコネクタ９２に記録媒体１２０が装着されているか否かを検知する記録媒体着脱
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検知器である。
【００４７】
　１１０は通信部であり、ＲＳ２３２Ｃ、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、無線通信等の通信
機能を有する。
【００４８】
　１１２は通信部１１０を介してカメラ１００に他の機器を接続するコネクタであり、無
線通信を行う場合はアンテナが接続される。
【００４９】
　１０１は被写体検出手段としての顔検出部である。該顔検出部１０１は、画像処理部２
０で生成された画像データや画像表示メモリ２４に保存された画像データの解析を行い、
画像データ内の人物の顔と推定される領域（顔領域）を検出する。顔検出部１０１では、
顔領域を検出したときに、その検出した顔の人物の顔としての確からしさ、入力画像デー
タ中の顔領域の位置及びサイズ等の顔情報も出力する。また、検出した顔の特徴点の特徴
量も出力する。
【００５０】
　１０２は、判別手段としての画像比較部である。画像表示メモリ２４やメモリ３０に記
憶された２つの画像に対して、色情報を基に画像のパターンマッチングを行い、画像間の
差異を検出する。
【００５１】
　システム制御部５０、該顔検出部１０１及び画像比較部１０２により、表示制御手段が
構成される。
【００５２】
　次に、図２を用いて、本実施例における表示処理（表示制御方法）及び撮像処理につい
て説明する。これらの処理は、システム制御部５０が、メモリ５２に格納されたコンピュ
ータプログラムに従って前述した各部を制御することにより実行される。また、このこと
は、後述する他の実施例でも同じである。
【００５３】
　ステップＳ２００では、システム制御部５０は、顔検出部１０１に顔検出処理を行わせ
る。顔検出部１０１は、画像表示メモリ２４に格納されているＥＶＦ画像（撮像領域画像
）を入力画像として顔検出処理を行う。顔検出は、予めパターンとして記憶された人物の
目や口等の特徴点の配置や色を、入力画像中の特徴点と比較する等の手法を用いて行うこ
とができる。なお、顔検出処理を、画像処理部２０で生成された撮像領域全体に対応する
画像データ（撮像領域画像）に対して行ってもよい。
【００５４】
　入力画像から顔が１つだけ検出された場合は、その顔を主被写体の顔として特定する。
また、入力画像から複数の顔が検出された場合は、システム制御部５０は、顔検出部１０
１から出力された顔についての確からしさやサイズ等の顔情報を用いて、検出された複数
の顔の中から主被写体と推定される人物の顔を選別し、主被写体の顔として特定する。
【００５５】
　こうして特定された主被写体の顔を含む領域を、システム制御部５０は、オートフォー
カスにおける合焦目標領域であるＡＦ領域（フォーカス領域）として設定する。このとき
、システム制御部５０は、画像表示部２８に、ＡＦ領域をユーザが容易に認識できるよう
に、該ＡＦ領域を囲む枠を表示させてもよい。また、入力画像から顔が検出されなかった
場合は、予め設定された領域（例えば、画像中央の領域）をＡＦ領域として設定する。
【００５６】
　ステップＳ２０１では、システム制御部５０は、撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が押
された（ＯＮした）か否かを判別する。押されていない場合は、ステップＳ２００に戻る
。撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が押された場合はステップＳ２０２に進む。
【００５７】
　ステップＳ２０２では、システム制御部５０は、このステップ以前にユーザによってＡ
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Ｆロック設定ボタン７０ａが操作され、ＡＦロック機能が設定されている状態（ＡＦロッ
ク状態）にあるか否かをチェックする。ＡＦロック機能は、ＡＦロック設定ボタン７０ａ
が操作された時点での撮像レンズ１０のフォーカス状態を保持する機能である。ＡＦロッ
ク状態でなければ、ステップＳ２０６に進む。
【００５８】
　ステップＳ２０６では、システム制御部５０は、ステップＳ２００で設定されたＡＦ領
域に対して、フォーカス制御部４２を通じてＡＦ処理（フォーカス制御）を実行し、合焦
状態を得る。さらに、ＡＦ領域に含まれる主被写体に対する露出が適正になるように、露
光制御部４０を通じてＡＥ処理を行う。
【００５９】
　次にステップＳ２０７では、システム制御部５０は、撮像領域画像の一部の領域である
ＡＦ領域を拡大した拡大画像を、撮像領域画像上に重ねるようにして画像表示部２８に表
示させる。図５には、画像処理部２０における拡大画像の生成方法を示している。
【００６０】
　画像表示部２８に表示される撮像領域画像（表示用データ）は、撮像素子１４から読み
出された撮像記録用の撮像データ（撮像用データ）の一部の画素データを取り出して、画
像表示部２８の縦横の画素数に一致する画素数を有する画像として作成される。図５中の
撮像用データのうちグレーの部分が、該撮像用データから取り出される画素データである
。
【００６１】
　これに対し、拡大表示する領域については、図５中の太枠内に示すように、表示用デー
タよりも画素データの取り出し率を大きくして作成される。画素データの取り出し率を大
きくすることで、撮像領域画像の部分に比べて拡大された画像が得られるとともに、その
拡大画像に含まれる被写体の詳細を表示することができる。
【００６２】
　このように、本実施例では、撮像領域画像中のＡＦ領域を他の領域と異なる拡大率で表
示することで、ＡＦ領域内の主被写体の詳細をユーザが容易に確認することができる。撮
像領域画像中に拡大画像（細枠により囲まれた画像）を表示した例を図６に示す。
【００６３】
　図６では、被写体となる２人の人物を撮像するシーンを示している。まず、顔検出処理
によって、左側の人物の顔が主被写体として設定されたものとする。この場合、左側の人
物の顔を含む領域がＡＦ領域として設定され、該ＡＦ領域に対するＡＦ処理時にＡＦ枠内
の画像が拡大表示される。
【００６４】
　次に、ステップＳ２０８（記憶ステップ）では、システム制御部５０は、内部メモリ（
記憶手段）５０ａに、ＡＦ領域内の画像データを記憶する。すなわち、図６に示す左側の
人物の顔を含む領域の画像データを記憶する。このことは、撮像領域画像内に含まれる主
被写体を記憶することに相当する。
【００６５】
　次に、ステップＳ２０９では、システム制御部５０は、ユーザによってＡＦロック設定
ボタン７０ａが操作されたか否かをチェックする。すなわち、画像表示部２８に撮像領域
画像のうち主被写体を含むＡＦ領域の拡大画像が表示されている間にＡＦロック設定ボタ
ン７０ａが操作されてフォーカス状態が保持されている状態になったか否かをチェックす
る。ＡＦロック設定ボタン７０ａが操作された場合は、ステップＳ２１０に進み、内部メ
モリ５０ａにＡＦ枠のデータやＡＦロック状態であることを記憶する。また、この際に、
画像表示部２８にＡＦロック状態であることを示す表示を行ってもよい。この後、ステッ
プＳ２１１に進む。ＡＦロック設定ボタン７０ａが操作されていない場合は、ステップＳ
２０９からステップＳ２１１に進む。
【００６６】
　次に、ステップＳ２１１では、システム制御部５０は、撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６
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２がまだ押され続けているか否かをチェックする。撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が押
され続けられている場合は、ステップＳ２１２に進む。
【００６７】
　ステップＳ２１２では、撮像記録スイッチ（ＳＷ２）６４が押されたか否かをチェック
する。撮像記録スイッチ（ＳＷ２）６４が押されていなければ、ステップＳ２０９に戻る
。撮像記録スイッチ（ＳＷ２）６４が押された場合は、ステップＳ２１３において撮像処
理（撮像記録動作）を行う。
【００６８】
　一方、ステップＳ２１１において、撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が押されていなけ
れば、ステップＳ２１４に進む。
【００６９】
　ステップＳ２１４では、システム制御部５０は、画像表示部２８におけるＡＦ枠の拡大
表示を終了（解除）し、通常の撮像領域画像（ＥＶＦ画像）を表示する状態に復帰する。
【００７０】
　そして、ステップＳ２１５では、システム制御部５０は、ユーザが操作部７０に含まれ
るＡＦロック解除ボタン（図示せず）を操作して、ＡＦロックを解除したか否かをチェッ
クする。ＡＦロックが解除された場合は、ステップＳ２１６において、ＡＦロック解除処
理を行う。ここでは、システム制御部５０は、内部メモリ５０ａに記憶していたＡＦ領域
のデータや該ＡＦ領域内の画像データを消去する。また、画像表示部２８にＡＦロック状
態であることを表示していた場合は、該表示を消す。その後、ステップＳ２００に戻る。
【００７１】
　また、ステップＳ２１５においてＡＦロックが解除されていない場合は、そのままステ
ップＳ２００に戻る。
【００７２】
　そして、ステップＳ２０１において、システム制御部５０は、撮像準備スイッチ（ＳＷ
１）６２が押されたか否かをチェックする。ステップＳ２１５からこのステップに移行し
た場合の該チェックは、ＡＦロック状態で、かつＡＦ枠の拡大画像の表示が解除された状
態において撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が再操作されたか否かのチェックに相当する
。撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が再操作された場合は、ステップＳ２０２に進み、撮
像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が再操作されていない場合は、ステップＳ２００に戻る。
【００７３】
　ここでは、ステップＳ２０２ではＡＦロック状態であるとして、ステップＳ２０３に進
む。
【００７４】
　ステップＳ２０３（判別ステップ）では、システム制御部５０は、画像比較部１０２に
主被写体検出処理を行わせる。具体的には、ステップＳ２０８で内部メモリ５０ａに記憶
した主被写体を含む画像（つまりは主被写体）が、現在（撮像準備スイッチ６２の再操作
時）において画像表示部２８に表示されている撮像領域画像内に含まれる（存在する）か
否かを判別させる。画像比較部１０２は、内部メモリ５０ａに記憶されていた画像と画像
メモリ２４内の撮像領域画像とでパターンマッチング処理を行うことで、内部メモリ５０
ａに記憶した主被写体を含む画像が現在の撮像領域画像に含まれているか否かを判別する
。
【００７５】
　次に、ステップＳ２０４において、画像比較部１０２によって、内部メモリ５０ａに記
憶した主被写体を含む画像が現在の撮像領域画像に含まれていると判別された場合は、シ
ステム制御部５０は、ステップＳ２０５に進む。
【００７６】
　ステップＳ２０５（表示ステップ）では、システム制御部５０は、現在の撮像領域画像
のうち、ステップＳ２０４において内部メモリ５０ａに記憶した主被写体を含む画像が検
出された領域の拡大画像を表示する。その後、ステップＳ２１２に進む。
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【００７７】
　一方、ステップＳ２０４において、内部メモリ５０ａに記憶した主被写体を含む画像が
現在の撮像領域画像に含まれていないと判別された場合は、拡大画像の表示を行うことな
くステップＳ２１２に進む。
【００７８】
　本実施例によれば、図６に示す撮像構図でＡＦロックされた後、主被写体が移動したり
カメラが動いたりして図７に示すような撮像構図に変化しても、撮像準備スイッチ（ＳＷ
１）６２が再操作されるだけで、主被写体を含むＡＦ枠の画像が拡大表示される。したが
って、効率良く、再度主被写体の詳細を確認することができる。
【００７９】
　一方、図６に示す撮像構図でＡＦロックされた後、主被写体が撮像領域から外れて図８
のような撮像構図に変化した場合は、拡大表示は行われない。これにより、ＡＦロックの
対象である主被写体が存在しない状態で被写体が拡大表示され、ユーザが煩わしさを感じ
ることを防止できる。
【実施例２】
【００８０】
　図３には、本発明の実施例２であるカメラにおける表示処理及び撮像処理を示している
。なお、本実施例のカメラの基本的な構成は、顔検出部１０１及び画像比較部１０２がな
いことを除いて実施例１のカメラと同じであり、共通する構成要素には実施例１と同符号
を付す。
【００８１】
　まず、ステップＳ３０１では、システム制御部５０は、撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６
２が押されたか否かを判別する。押されていない場合は、このステップを繰り返す。押さ
れた場合はステップＳ３０２に進む。
【００８２】
　ステップＳ３０２では、システム制御部５０は、このステップ以前にユーザによってＡ
Ｆロック設定ボタン７０ａが操作され、ＡＦロック状態にあるか否かをチェックする。Ａ
Ｆロック状態でなければ、ステップＳ３０６に進む。
【００８３】
　ステップＳ３０６では、システム制御部５０は、予め設定されたＡＦ領域に対して、フ
ォーカス制御部４２を通じてＡＦ処理（フォーカス制御）を実行し、合焦状態を得る。さ
らに、ＡＦ領域に含まれる主被写体に対する露出が適正になるように、露光制御部４０を
通じてＡＥ処理を行う。
【００８４】
　次に、ステップＳ３０７では、システム制御部５０は、撮像領域画像の一部の領域であ
るＡＦ領域を拡大した拡大画像を、撮像領域画像上に重ねるようにして画像表示部２８に
表示させる。
【００８５】
　次に、ステップＳ３０８（記憶ステップ）では、システム制御部５０は、内部メモリ５
０ａに、このときに画像表示部２８に表示されている撮像領域画像（第１の撮像領域画像
）を記憶する。
【００８６】
　次に、ステップＳ３０９では、システム制御部５０は、ユーザによってＡＦロック設定
ボタン７０ａが操作されたか否かをチェックする。すなわち、画像表示部２８に撮像領域
画像のうち主被写体を含むＡＦ領域の拡大画像が表示されている間にＡＦロック設定ボタ
ン７０ａが操作されてフォーカス状態が保持されている状態になったか否かをチェックす
る。ＡＦロック設定ボタン７０ａが操作された場合は、ステップＳ３１０に進み、内部メ
モリ５０ａにＡＦ枠のデータやＡＦロック状態であることを記憶する。また、この際に、
画像表示部２８にＡＦロック状態であることを示す表示を行ってもよい。この後、ステッ
プＳ３１１に進む。ＡＦロック設定ボタン７０ａが操作されていない場合は、ステップＳ
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３０９からステップＳ３１１に進む。
【００８７】
　次に、ステップＳ３１１では、システム制御部５０は、撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６
２がまだ押され続けているか否かをチェックする。撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が押
され続けられている場合は、ステップＳ３１２に進む。
【００８８】
　ステップＳ３１２では、撮像記録スイッチ（ＳＷ２）６４が押されたか否かをチェック
する。撮像記録スイッチ（ＳＷ２）６４が押されていなければ、ステップＳ３０９に戻る
。撮像記録スイッチ（ＳＷ２）６４が押された場合は、ステップＳ３１３において撮像処
理（撮像記録動作）を行う。
【００８９】
　一方、ステップＳ３１１において、撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が押されていなけ
れば、ステップＳ３１４に進む。
【００９０】
　ステップＳ３１４では、システム制御部５０は、画像表示部２８におけるＡＦ枠の拡大
表示を終了（解除）し、通常の撮像領域画像（ＥＶＦ画像）を表示する状態に復帰する。
【００９１】
　そして、ステップＳ３１５では、システム制御部５０は、ユーザが操作部７０に含まれ
るＡＦロック解除ボタン（図示せず）を操作して、ＡＦロックを解除したか否かをチェッ
クする。ＡＦロックが解除された場合は、ステップＳ３１６において、ＡＦロック解除処
理を行う。ここでは、システム制御部５０は、内部メモリ５０ａに記憶していたＡＦ枠の
データや撮像領域画像の画像データを消去する。また、画像表示部２８にＡＦロック状態
であることを表示していた場合は、該表示を消す。その後、ステップＳ３０１に戻る。
【００９２】
　また、ステップＳ３１５においてＡＦロックが解除されていない場合は、そのままステ
ップＳ３０１に戻る。
【００９３】
　そして、ステップＳ３０１において、システム制御部５０は、撮像準備スイッチ（ＳＷ
１）６２が押されたか否かをチェックする。ステップＳ３１５からこのステップに移行し
た場合の該チェックは、ＡＦロック状態で、かつＡＦ枠の拡大画像の表示が解除された状
態において撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が再操作されたか否かのチェックに相当する
。撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が再操作された場合は、ステップＳ３０２に進み、再
操作されていない場合は、ステップＳ３０１を繰り返す。
【００９４】
　ここでは、ステップＳ３０２ではＡＦロック状態であるとして、ステップＳ３０３に進
む。
【００９５】
　ステップＳ３０３（判別ステップ）では、システム制御部５０は、画像比較部１０２に
撮像領域画像の比較処理を行わせる。具体的には、ステップＳ３０８で内部メモリ５０ａ
に記憶した第１の撮像領域画像が、現在（撮像準備スイッチ６２の再操作時）において画
像表示部２８に表示されている撮像領域画像（第２の撮像領域画像）に一致するか否かを
判別させる。画像比較部１０２は、内部メモリ５０ａに記憶されていた第１の撮像領域画
像の特徴点と画像メモリ２４内の第２の撮像領域画像の特徴点とを複数抽出し、その座標
や色情報を比較する等して、両撮像領域画像が一致しているか否かを判別する。
【００９６】
　次に、ステップＳ３０４において、画像比較部１０２によって第１及び第２の撮像領域
画像が一致していると判別された場合は、システム制御部５０は、ステップＳ３０５に進
む。
【００９７】
　ステップＳ３０５（表示ステップ）では、システム制御部５０は、現在の撮像領域画像
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のうち、ＡＦロックを設定したときの主被写体を含むＡＦ領域内の画像の拡大表示を行う
。その後、ステップＳ３１２に進む。
【００９８】
　一方、ステップＳ３０４において、第１及び第２の撮像領域画像が一致していないと判
別された場合は、ＡＦ領域内の画像の拡大表示を行うことなくステップＳ３１２に進む。
【００９９】
　例えば図９に示すように、撮像領域画像の中央部にてＡＦ領域が設定された状態でＡＦ
ロックを行い、次に実際に撮像を行うために図１０に示すような撮像構図に変更されたも
のとする。そして、図１０の撮像構図において、再度、撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２
が押されても、中央部のＡＦ領域には主被写体が存在せず、拡大しても意味がない。この
ため、このようなときは拡大表示を行わない。
【０１００】
　すなわち、本実施例では、ユーザが意図してＡＦロック後に撮像構図を変更するような
場合（第１及び第２の撮像領域画像が一致しない場合）には、撮像準備スイッチ（ＳＷ１
）６２が再操作されても、拡大表示を行わない。これにより、意味のない拡大表示によっ
て、ユーザに煩わしさを感じさせることを防止することができる。
【実施例３】
【０１０１】
　図４には、本発明の実施例３であるカメラにおける表示処理及び撮像処理を示している
。なお、本実施例のカメラの基本的な構成は、顔検出部１０１及び画像比較部１０２がな
いことを除いて実施例１のカメラと同じであり、共通する構成要素には実施例１と同符号
を付す。
【０１０２】
　まず、ステップＳ４０１では、システム制御部５０は、撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６
２が押された（ＯＮした）か否かを判別する。押されていない場合は、このステップを繰
り返す。押された場合はステップＳ４０２に進む。
【０１０３】
　ステップＳ４０２では、システム制御部５０は、このステップ以前にユーザによってＡ
Ｆロック設定ボタン７０ａが操作され、ＡＦロック機能が設定されている状態（ＡＦロッ
ク状態）にあるか否かをチェックする。ＡＦロック状態でなければ、ステップＳ４０３に
進む。
【０１０４】
　ステップＳ４０３では、システム制御部５０は、予め設定されたＡＦ領域に対して、フ
ォーカス制御部４２を通じてＡＦ処理（フォーカス制御）を実行し、合焦状態を得る。さ
らに、ＡＦ領域に含まれる主被写体に対する露出が適正になるように、露光制御部４０を
通じてＡＥ処理を行う。
【０１０５】
　次に、ステップＳ４０４では、システム制御部５０は、撮像領域画像の一部の領域であ
るＡＦ領域を拡大した拡大画像を画像表示部２８に表示させる。
【０１０６】
　次に、ステップＳ４０５では、システム制御部５０は、ユーザによってＡＦロック設定
ボタン７０ａが操作されたか否かをチェックする。すなわち、画像表示部２８に撮像領域
画像のうち主被写体を含むＡＦ領域の拡大画像が表示されている間にＡＦロック設定ボタ
ン７０ａが操作されてフォーカス状態が保持されている状態になったか否かをチェックす
る。ＡＦロック設定ボタン７０ａが操作された場合は、ステップＳ４０６に進み、内部メ
モリ５０ａにＡＦ枠のデータやＡＦロック状態であることを記憶する。また、この際に、
画像表示部２８にＡＦロック状態であることを示す表示を行ってもよい。この後、ステッ
プＳ４０７に進む。ＡＦロック設定ボタン７０ａが操作されていない場合は、ステップＳ
４０５からステップＳ４０７に進む。
【０１０７】
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　ステップＳ４０７では、システム制御部５０は、撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２がま
だ押され続けているか否かをチェックする。撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が押されて
続けられている場合は、ステップＳ４０８に進み、撮像記録スイッチ（ＳＷ２）６４が押
されたか否かをチェックする。撮像記録スイッチ（ＳＷ２）６４が押されていなければ、
ステップＳ４０５に戻る。撮像記録スイッチ（ＳＷ２）６４が押された場合は、ステップ
Ｓ４０９において撮像処理（撮像記録動作）を行う。
【０１０８】
　一方、ステップＳ４０７において、撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が押されていなけ
れば、ステップＳ４１０に進む。
【０１０９】
　ステップＳ４１０では、システム制御部５０は、画像表示部２８におけるＡＦ枠の拡大
表示を終了（解除）し、通常の撮像領域画像（ＥＶＦ画像）を表示する状態に復帰する。
【０１１０】
　そして、ステップＳ４１１では、システム制御部５０は、ユーザが操作部７０に含まれ
るＡＦロック解除ボタン（図示せず）を操作して、ＡＦロックを解除したか否かをチェッ
クする。ＡＦロックが解除された場合は、ステップＳ４１２において、ＡＦロック解除処
理を行う。ここでは、システム制御部５０は、内部メモリ５０ａに記憶していたＡＦ枠の
データを消去したり、画像表示部２８にＡＦロック状態であることを表示していた場合に
は該表示を消したりする。その後、ステップＳ４０１に戻る。
【０１１１】
　また、ステップＳ４１１においてＡＦロックが解除されていない場合は、そのままステ
ップＳ４０１に戻る。
【０１１２】
　そして、ステップＳ４０１において、システム制御部５０は、撮像準備スイッチ（ＳＷ
１）６２が押されたか否かをチェックする。ステップＳ４１１からこのステップに移行し
た場合の該チェックは、ＡＦロック状態で、かつＡＦ枠の拡大画像の表示が解除された状
態において撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が再操作されたか否かのチェックに相当する
。撮像準備スイッチ（ＳＷ１）６２が再操作された場合は、ステップＳ４０２に進み、再
操作されていない場合は、ステップＳ４０１を繰り返す。
【０１１３】
　ここでは、ステップＳ４０２ではＡＦロック状態であるとして、ステップＳ４０８に進
む。すなわち、ＡＦロック状態で、かつ拡大画像の表示が解除された状態で撮像準備スイ
ッチ（ＳＷ１）６２が再操作されても、ＡＦ領域内の画像の再度の拡大表示を行わない。
【０１１４】
　これにより、一度、ユーザがＡＦ領域内の主被写体の拡大表示を通じて主被写体を詳細
に確認した上でＡＦロック機能を使用している状態で、撮像準備スイッチ６２の再操作に
よって拡大表示が行われ、ユーザに煩わしさを感じさせることを防止できる。
【０１１５】
　以上説明した各実施例は代表的な例にすぎず、本発明の実施に際しては、各実施例に対
して種々の変形や変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明の実施例であるデジタルカメラの構成を示すブロック図。
【図２】実施例１における処理を示すフローチャート。
【図３】実施例２における処理を示すフローチャート。
【図４】実施例３における処理を示すフローチャート。
【図５】実施例における拡大表示例を示す図。
【図６】実施例１における画像表示例を示す図。
【図７】実施例１における他の画像表示例を示す図。
【図８】実施例１におけるさらに別の画像表示例を示す図。
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【図９】実施例２における画像表示例を示す図。
【図１０】実施例２における他の画像表示例を示す図。
【符号の説明】
【０１１７】
　１０　撮像レンズ
　１４　撮像素子
　２０　画像処理部
　２４　画像表示メモリ
　２８　画像表示部
　４０　露光制御部
　４２　フォーカス制御部
　５０　システム制御部
　５０ａ　内部メモリ
　６２　撮像準備スイッチ
　６４　撮像記録スイッチ
　７０　操作部
　７０ａ　ＡＦロック設定ボタン
　１００　デジタルカメラ　
　１０１　顔検出部
　１０２　画像比較部
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