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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　元画像の一部を拡大した拡大画像を画面に表示する表示手段と、
　元画像における拡大画像表示領域を、画面横方向および画面縦方向に沿って移動させる
ために操作される入力手段と、
　前記入力手段に対する入力操作に従い、拡大画像表示領域を移動させる表示領域移動手
段と、
　機器本体の傾斜角度を検出する傾斜センサとを備え、
　前記表示手段が、拡大画像表示領域を傾斜角度に応じた角度だけ傾けた画像領域に変更
し、
　前記表示領域移動手段が、拡大画像表示領域の移動方向を、元画像横方向および元画像
縦方向から傾斜角度に応じた方向へそれぞれ変更することを特徴とする携帯機器。
【請求項２】
　前記表示領域移動手段が、傾斜角度に応じて、入力操作量に対する拡大画像表示領域の
移動量を変更することを特徴とする請求項１に記載の携帯機器。
【請求項３】
　前記表示手段が、元画像における拡大画像表示領域の位置を示すガイドマークを、機器
の傾斜角度に関係なく、水平方向に合わせて表示することを特徴とする請求項１乃至２の
いずれかに記載の携帯機器。
【請求項４】
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　前記表示手段が、拡大画像表示のとき、傾斜角度に関係なく、画面横方向および画面縦
方向を示す指示マークを、画面横方向および画面縦方向に沿ってそれぞれ表示することを
特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項５】
　前記入力手段が、拡大画像表示領域を左方向、右方向、上方向、下方向へそれぞれ移動
させる上ボタン、下ボタン、左ボタン、右ボタンを含む十字キーボタンを有することを特
徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項６】
　元画像の一部を拡大した拡大画像を画面に表示し、
　元画像における拡大画像表示領域を、画面横方向および画面縦方向に沿って移動させる
ために操作される入力手段に対する入力操作に従い、拡大画像表示領域を移動させ、
　傾斜センサによって検出される機器本体の傾斜角度に基づき、拡大画像表示領域を、傾
斜角度に応じた角度だけ傾けた画像領域に変更し、
　拡大画像表示領域の移動方向を、元画像横方向および元画像縦方向から傾斜角度に応じ
た方向へそれぞれ変更することを特徴とする拡大画像表示方法。
【請求項７】
　携帯機器を、
　元画像の一部を拡大した拡大画像を画面に表示する表示手段と、
　元画像における拡大画像表示領域を、画面横方向および画面縦方向に沿って移動させる
ために操作される入力手段に対する入力操作に従い、拡大画像表示領域を移動させる表示
領域移動手段として機能させるプログラムであって、
　傾斜センサによって検出される機器本体の傾斜角度に基づき、拡大画像表示領域を、傾
斜角度に応じた角度だけ傾けた画像領域に変更するように、前記表示手段として機能させ
、
　拡大画像表示領域の移動方向を、元画像横方向および元画像縦方向から傾斜角度に応じ
た方向へそれぞれ変更するように、前記表示領域移動手段として機能させることを特徴と
するプログラム。
【請求項８】
　元画像の一部を拡大した拡大画像を画面に表示する表示手段と、
　元画像における拡大画像表示領域を移動させるために操作される操作部材と、
　前記操作部材に対する入力操作に従い、拡大画像表示領域を移動させる表示領域移動手
段と、
　機器本体の傾斜角度を検出する傾斜センサとを備え、
　前記表示領域移動手段が、前記機器本体の傾斜角度が許容角度以下のとき、拡大画像表
示領域の移動方向を、画面横方向に応じた元画像横方向および画面縦方向に応じた元画像
縦方向に定め、
　前記表示領域移動手段が、前記機器本体の傾斜角度が許容角度を超えるとき、拡大画像
表示領域の移動方向を、元画像横方向および元画像縦方向から傾斜角度に応じた角度だけ
傾けた方向へ変更することを特徴とする携帯機器。
【請求項９】
　前記表示領域移動手段が、機器本体の傾斜角度が画面対角線角度に応じた角度範囲にあ
るとき、拡大画像表示領域の移動方向を、元画像対角線方向に沿った方向へ変更すること
を特徴とする請求項８に記載の携帯機器。
【請求項１０】
　前記表示手段が、拡大画像表示のとき、元画像横方向および元画像縦方向を示す指示マ
ークを画面横方向および画面縦方向に沿ってそれぞれ表示し、拡大画像表示領域の移動方
向が変更されると、指示マークの表示位置を画面対角線方向に沿った方向に変更すること
を特徴とする請求項８乃至９のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項１１】
  前記操作部材が、拡大画像表示領域を左方向、右方向、上方向、下方向へ移動させる上
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下左右ボタンから成る十字キーボタンを有することを特徴とする請求項８に記載の携帯機
器。
                                                                                
  
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラ、携帯電話など、画像表示可能な携帯機器に関し、特に、拡大画像表
示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラでは、撮影画像を画面に再生表示している間、表示画像の一部を拡大表
示することが可能である。さらに、再生画像表示中にズーム操作が行われると、表示画像
の一部領域が拡大表示される。
【０００３】
　この拡大画像を表示している間、拡大表示領域を移動させ、拡大画像をスクロール表示
することができる。十字キーボタンの上下ボタン、左右ボタンを操作することにより、拡
大画像は上下方向、左右方向にそれぞれ移動する（例えば、特許文献１参照）。これによ
って、撮影画像のピント確認等を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－７２２０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　拡大表示領域を移動させる方向は、十字キーボタンの上下左右ボタンに習い、画面横方
向、左右方向に規定されている。そのため、再生画像の対角線方向に沿って拡大表示領域
を移動させる場合、必要な入力操作量が多い。特に、高倍率で拡大画像表示した場合、拡
大表示領域を移動させるのに、非常に多くの時間と手間がかかる。
【０００６】
　したがって、拡大表示領域をスムーズに所望の方向へ移動させることができるスクロー
ル表示が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の携帯機器は、デジタルカメラ、撮影機能付き携帯電話など、画面に表示してい
る画像（以下、元画像という）の一部を拡大した拡大画像を表示可能な機器であり、拡大
画像を画面に表示する表示手段と、元画像における拡大画像表示領域を、画面横方向およ
び画面縦方向に沿って移動させるために操作される入力手段と、入力手段に対する入力操
作に従い、拡大画像表示領域を移動させる表示領域移動手段とを備える。
【０００８】
　入力手段としては、タッチパネル、あるいは、ボタン、ダイヤル等から構成される操作
部材が適用可能である。例えば、拡大画像表示領域を左方向、右方向、上方向、下方向へ
それぞれ移動させる上ボタン、下ボタン、左ボタン、右ボタンを含む十字キーボタンを設
けることが可能である。また、画面横方向および画面縦方向を示す指示マークを画面横方
向および画面縦方向に沿ってそれぞれ表示するようにしてもよい。
【０００９】
　本発明の携帯機器は、さらに、機器本体の傾斜角度を検出する傾斜センサを備える。例
えば、携帯機器の水平姿勢からの傾き角度を検出する。そして、カメラが傾斜状態にある
と、本発明の表示手段は、拡大画像表示領域を傾斜角度に応じた角度だけ傾けた画像領域
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に変更し、表示領域移動手段は、拡大画像表示領域の移動方向を、元画像横方向および元
画像縦方向から傾斜角度に応じた方向へそれぞれ変更する。
【００１０】
　拡大画像表示領域の移動方向が、機器を傾けたことによって元画像の斜め方向に切り替
わり、拡大画像表示領域も斜め方向に沿った領域に変更される。移動方向は機器の傾斜角
度に対応するため、傾いた機器の画面横方向、縦方向に沿って移動方向が規定される。
【００１１】
　ユーザは、入力操作によって元画像の斜め方向へスクロールすることが可能であり、元
画像の四隅付近へ拡大表示領域が素早く移動する。また、移動方向が画面横方向、縦方向
に沿っているため、指示マークもそのまま画面縦、横方向に表示することが可能であり、
機器傾斜前と違和感なく入力操作することができる。
【００１２】
　元画像における拡大画像表示領域の移動方向は、機器傾斜角度と同等に斜め方向に設定
することが可能であり、あるいは、機器傾斜角度の前後を含む角度範囲内で設定してもよ
い。機器の傾きと移動方向が認知的に違和感なく対応するように、移動方向を定めればよ
い。
【００１３】
　拡大倍率が大きい場合、元画像の４隅に拡大画像表示領域を移動させるまでの移動距離
は、元画像横方向、縦方向に比べて長くなる。したがって、機器が傾斜している場合、表
示領域移動手段は、傾斜角度に応じて、入力操作量に対する拡大画像表示領域の移動量を
変更してもよい。例えば、傾斜角度を内角とする三角形の底辺に対する斜辺の比に基づい
て単位操作当たりの移動量を変更することができる。
【００１４】
　元画像のうちどのエリアを切り出して拡大表示しているかをユーザに知らせるため、表
示手段は、元画像における拡大画像表示領域の位置を示すガイドマークを表示することが
可能である。この場合、水平方向に沿った元画像の中で斜め方向に沿った拡大画像表示領
域の相対的位置を示すため、表示手段は、機器の傾斜角度に関係なく、水平方向に合わせ
て表示するのがよい。ユーザは、機器の傾斜に関係なく、切り出し領域の位置関係を認知
することができる。
【００１５】
　本発明の方法は、元画像の一部を拡大した拡大画像を画面に表示し、元画像における拡
大画像表示領域を、画面横方向および画面縦方向に沿って移動させるために操作される入
力手段に対する入力操作に従い、拡大画像表示領域を移動させ、傾斜センサによって検出
される機器本体の傾斜角度に基づき、拡大画像表示領域を、傾斜角度に応じた角度だけ傾
けた画像領域に変更し、拡大画像表示領域の移動方向を、元画像横方向および元画像縦方
向から傾斜角度に応じた方向へそれぞれ変更することを特徴とする。
【００１６】
　本発明のプログラムは、携帯機器を、元画像の一部を拡大した拡大画像を画面に表示す
る表示手段と、元画像における拡大画像表示領域を、画面横方向および画面縦方向に沿っ
て移動させるために操作される入力手段に対する入力操作に従い、拡大画像表示領域を移
動させる表示領域移動手段として機能させるプログラムであって、傾斜センサによって検
出される機器本体の傾斜角度に基づき、拡大画像表示領域を、傾斜角度に応じた角度だけ
傾けた画像領域に変更するように、表示手段として機能させ、拡大画像表示領域の移動方
向を、元画像横方向および元画像縦方向から傾斜角度に応じた方向へそれぞれ変更するよ
うに、表示領域移動手段として機能させることを特徴とする。
【００１７】
　一方、本発明の他の局面における携帯機器は、元画像の一部を拡大した拡大画像を画面
に表示する表示手段と、元画像における拡大画像表示領域を移動させるために操作される
操作部材と、操作部材に対する入力操作に従い、拡大画像表示領域を移動させる表示領域
移動手段と、機器本体の傾斜角度を検出する傾斜センサとを備える。
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【００１８】
　表示領域移動手段は、機器本体の傾斜角度が許容角度以下のとき、拡大画像表示領域の
移動方向を、画面横方向に応じた元画像横方向および画面縦方向に応じた元画像縦方向に
定める。一方、機器本体の傾斜角度が許容角度を超えるとき、表示領域移動手段は、拡大
画像表示領域の移動方向を、元画像横方向および元画像縦方向から傾斜角度に応じた角度
だけ傾けた方向へ変更する。
【００１９】
　拡大画像表示領域を元画像の斜め方向に沿って移動させる場合、ユーザにその移動方向
が画面から認識されるのが望ましい。例えば、表示領域移動手段は、機器本体の傾斜角度
が画面対角線角度に応じた角度範囲にあるとき、拡大画像表示領域の移動方向を、元画像
対角線方向に沿った方向へ変更することが可能である。
【００２０】
　元画像横方向および元画像縦方向を示す指示マークを画面横方向および画面縦方向に沿
ってそれぞれ表示する場合、拡大画像表示領域の移動方向が変更されると、指示マークの
表示位置を画面対角線方向に沿った方向に変更するのがよい。
【００２１】
　本発明の他の局面における携帯機器は、元画像の一部を拡大した拡大画像を画面に表示
する表示手段と、元画像における拡大画像表示領域を移動させるために操作される操作部
材と、操作部材に対する入力操作に従い、拡大画像表示領域を移動させる表示領域移動手
段とを備え、表示領域移動手段が、入力操作に従い、拡大画像表示領域の移動方向を、画
面横方向に応じた元画像横方向および画面縦方向に応じた元画像縦方向から傾斜角度に応
じた角度だけ傾けた方向へ変更することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、デジタルカメラ等の携帯機器に対し、ユーザに利便性のある拡大表示
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１の実施形態であるデジタルカメラの背面図である。
【図２】デジタルカメラのブロック図である。
【図３】再生画像の拡大表示を示した図である。
【図４】カメラが水平姿勢であるときの拡大画像表示領域を示した図である。
【図５】カメラが傾いているときの拡大画像表示領域を示した図である。
【図６】拡大表示処理のフローチャートである。
【図７】第２の実施形態におけるカメラ傾斜時の拡大画像表示を示した図である。
【図８】第２の実施形態における拡大表示処理のフローチャートである。
【図９】第３の実施形態における拡大画像表示を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下では、図面を参照して本実施形態であるデジタルカメラについて説明する。
【００２５】
　図１は、第１の実施形態であるデジタルカメラの背面図である。図２は、デジタルカメ
ラのブロック図である。図３は、再生画像の拡大表示を示した図である。
【００２６】
　デジタルカメラ１０は、カメラ前面に撮影レンズ（図示せず）、カメラ背面にＬＣＤ４
０を備えたコンパクト型デジタルカメラであり、モードダイヤルボタン１３によって撮影
モードが選択され、レリーズボタン１２に対する操作によって撮影が行われる。カメラ背
面には、ズームダイヤル１４、上下左右ボタン１６Ａ～１６Ｄから成る十字キーボタン１
６、そして実行ボタン１７が設けられている。
【００２７】
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　図２に示すシステムコントロール回路２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を含む制御回
路であり、システムコントロール回路２０によってカメラ動作が制御される。制御動作の
プログラムは、ＲＯＭにあらかじめ格納されている。撮影モードが設定されると、スルー
画像表示の処理が実行される。
【００２８】
　ＣＣＤ２８上面には、Ｒ、Ｇ、Ｂをベイヤー配列した原色フィルタが設置されており、
撮影光学系２４に入射した光によって被写体像がＣＣＤ２８の受光面に形成されると、Ｒ
、Ｇ、Ｂの画素信号が生成される。Ｒ、Ｇ、Ｂの画素信号は、所定時間間隔でＣＣＤ２８
から読み出され、ＣＤＳ回路３０において二重サンプリング処理、Ａ／Ｄ変換回路３２に
おいてデジタル処理された後、システムコントロール回路２０に順次入力される。
【００２９】
　システムコントロール回路２０内の画像信号処理回路３４は、順次入力されるＲ、Ｇ、
Ｂ画素信号に対してホワイトバランス調整処理等を含む画像信号処理を実行し、１フレー
ム／フィールド分のＲ、Ｇ、Ｂ画像信号を順次生成する。ただし、ＬＣＤ４０の画素サイ
ズに従い、ＣＣＤ２８から読み出される画素信号はあらかじめ間引きされている。
【００３０】
　生成された画像信号は、一時的にＳＲＡＭ３６に格納された後、ＬＣＤドライバ３８へ
送られる。ＬＣＤドライバ３８は、画像信号に基づいてＬＣＤ４０を駆動し、スルー画像
をＬＣＤ４０に表示させる。
【００３１】
　ユーザによってレリーズボタン１２が半押しされると、システムコントロール回路２０
は、レリーズ半押スイッチ５２からの操作信号を検出し、自動焦点調整および露出演算処
理を行う。焦点調整に関しては、被写体像の輝度信号（Ｇ信号）に基づいてレンズ制御回
路４２へ制御信号を出力し、被写体像を合焦させるように撮影光学系２４を駆動する。
【００３２】
　さらにレリーズボタン１２が全押しされると、システムコントロール回路２０は、レリ
ーズ全押スイッチ５４からの信号を受けて一連の撮影動作を実行する。すなわち、シャッ
タ２６が露光期間だけ開く。露光期間が終了すると、１フレーム分の画素信号がＣＣＤ２
８から読み出され、システムコントロール回路２０に送られる。
【００３３】
　画像信号処理回路３４では、ＣＣＤ２８の画素サイズに応じた１フレーム分の静止画像
データが生成される。静止画像データは、一時的にＳＲＡＭ３６に格納された後、画像圧
縮処理のためシステムコントロール回路２０へ再び送られる。圧縮された画像データは、
ＳＤカードなどのメモリカード４４に記録される。
【００３４】
　モードダイヤルボタン１３によって再生モードが設定されると、サムネイル画像が一覧
表示される。サムネイル画像群の中から１つの撮影画像を実行ボタン１７によって決定す
ることが可能であり、システムコントロール回路２０は、実行スイッチ６２から送られて
くる信号に基づき、その選択された撮影画像データをメモリカード４４から読み出す。
【００３５】
　メモリカード４４から読み出された画像データは、システムコントロール回路２０によ
り伸張処理される。復元した画像データがＬＣＤドライバ３８へ送られることにより、撮
影画像がＬＣＤ４０に表示される。このとき、ＬＣＤ画面サイズ（解像度）よりも記録さ
れた撮影画像サイズの方が大きいため、間引き処理された後に再生表示される。
【００３６】
　再生画像を表示しているときにズームダイヤル１４が操作されると、ズーム機能によっ
て再生画像の一部が拡大表示される。ズームスイッチ５６、ワイドスイッチ５８によって
ズームダイヤル１４の操作量が検出されると、表示されている再生画像（元画像）の画面
中心Ｃを中心とした領域ＥＡ（以下、拡大画像表示領域という）が拡大表示される。
【００３７】
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　図３には、所定倍率で電子ズームした拡大画像を示している。元画像となる再生画像の
中から切り出される拡大画像表示領域ＥＡは、拡大倍率によってそのサイズが定められる
。また、拡大倍率に従って元画像データが間引き処理される。ここでは、元画像と拡大画
像の縦横比は等しくなるように設定されている。
【００３８】
　拡大画像の表示中、ＬＣＤ画面の上下方向をそれぞれ示す指示マークＭ１、Ｍ２、画面
の左右方向をそれぞれ示す指示マークＭ３、Ｍ４が表示される。指示マークＭ１～Ｍ４は
、拡大画像領域の移動方向を示す。
【００３９】
　さらに、拡大画像表示中、元画像における拡大画像の切り出し位置を示すガイドマーク
Ｇが画面左隅に表示される。ガイドマークＧは、水平方向に合わせて表示されるフレーム
Ｇ１と、拡大画像表示領域を示す抽出エリアＧ２から構成される。フレームＧ１は、元画
像を認識させるインジケータであり、抽出エリアＧ２は、元画像における切り出し領域を
認識させるインジケータである。
【００４０】
　拡大画像表示中、拡大画像をスクロールすることが可能である。上ボタン１６Ａ、ある
いは下ボタン１６Ｂが操作されると、拡大画像表示領域ＥＡが元画像Ｉ０の中でそれぞれ
上方向、あるいは下方向に移動し、左ボタン１６Ｃ、あるいは右ボタン１６Ｄが操作され
ると、拡大画像表示領域ＥＡは、元画像Ｉ０の中で左方向、あるいは右方向に移動する。
【００４１】
　傾斜センサ４６（図２参照）は、カメラの水平姿勢からの傾斜角度を検出する。システ
ムコントロール回路２０は、検出される傾斜角度に基づき、拡大画像表示領域ＥＡ、およ
びその移動方向を調整し、スクロール方向が元画像の斜め方向に変更される。これについ
て、以下説明する。
【００４２】
　図４は、カメラが水平姿勢であるときの拡大画像表示領域を示した図である。図５は、
カメラが傾いているときの拡大画像表示領域を示した図である。図４、５を用いて、カメ
ラの傾斜に従う拡大画像のスクロール表示について説明する。
【００４３】
　図４では、元画像Ｉ０における拡大画像表示領域ＥＡのポジション、すなわち、元画像
Ｉ０の全体の中でどの部分を切り出して拡大しているかを明らかにしている。ただし、説
明のため、ＬＣＤ４０を含むカメラ全体も合わせて図示している。
【００４４】
　デジタルカメラ１０が傾斜せず、水平姿勢を維持している場合、拡大画像表示領域ＥＡ
の移動方向は、元画像Ｉ０の横方向ＴＡおよび縦方向ＴＢに沿っている。元画像Ｉ０の横
方向ＴＡ、縦方向ＴＢは、ＬＣＤ４０の画面横方向、縦方向に対応し、十字キーボタン１
６の上下ボタン１６Ａ、１６Ｂ、左右ボタン１６Ｃ、１６Ｄの指す方向、および指示マー
クＭ１～Ｍ４の指す方向に一致する。
【００４５】
　一方、デジタルカメラ１０が傾斜すると拡大画像表示領域ＥＡは、傾斜角度αだけ回転
した領域ＥＡ’に変更される（図５参照）。ここでは、また、傾斜角度が４５度であると
きの表示領域変更を示している。拡大画像表示領域ＥＡ’は、拡大画像表示領域ＥＡの中
心Ｃを軸として回転させた領域として規定される。
【００４６】
　その結果、拡大画像表示領域ＥＡ’の移動方向は、元画像Ｉ０の横方向ＴＡ、縦方向Ｔ
Ｂから、傾斜角αだけ傾いた方向ＴＡ’、ＴＢ’に変更される。傾斜方向ＴＡ’、ＴＢ’
は、画面横方向、縦方向に一致し、指示マークＭ１～Ｍ４の指す方向、および上下左右ボ
タン１６Ａ～１６Ｄの指す方向と一致している。
【００４７】
　したがって、ユーザが画面横方向、縦方向へスクロール操作するため十字キーボタン１
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６が操作されると、拡大画像表示領域ＥＡ’は、元画像Ｉ０の斜め方向ＴＡ’、ＴＢ’に
沿って移動する。この移動方向は、カメラの傾斜角度に応じて変わる。カメラが傾くほど
、移動方向の傾きも大きくなる。
【００４８】
　また、移動方向変更に伴い、ガイドマークＧが表示変更される。具体的には、フレーム
Ｇ１は水平方向に沿うように、画面横方向から角度α傾斜した状態で表示される。一方、
抽出エリアＧ２は、画面横方向に沿って表示される。ユーザは、フレームＧ１に対する抽
出エリアＧ２のポジションを見て、元画像の中でどの部分を切り出して拡大表示している
か確認する。
【００４９】
　図６は、拡大表示処理のフローチャートである。
【００５０】
　ユーザによって再生画像表示中にズーム操作がなされると（Ｓ１０１）、元画像Ｉ０の
中央部から拡大画像表示領域が抽出され、所定の倍率（１倍より上）による拡大画像が表
示される（Ｓ１０２）。一方、ワイド操作がなされると、操作量に合わせて縮小画像が表
示される（Ｓ１１０）。
【００５１】
　拡大画像表示処理は、従来知られているように、その拡大倍率、元画像のサイズ（画素
数）、ＬＣＤ４０の画面サイズ（画素数）等に従い、元画像データに対する間引き処理等
を行う。また、このときにガイドマークＧが表示される（Ｓ１０３）。
【００５２】
　デジタルカメラ１０が傾斜していると判断されると（Ｓ１０４）、その傾斜角度に応じ
て拡大画像表示領域が変更され、その変更領域の画像部分が拡大画像として表示される（
Ｓ１０５）。具体的には、ＳＲＡＭ３６に格納されている元画像データの中で、傾斜した
拡大画像表示領域に該当するメモリ領域の画像データが読み出され、そのメモリ領域に相
当する画像部分が表示される。また、ガイドマークＧも、傾斜角度に従って表示変更され
る（Ｓ１０６）。
【００５３】
　ユーザが上下左右ボタン１６Ａ～１６Ｄのいずれかを操作したと判断されると（Ｓ１０
７）、その方向に拡大表示領域が移動可能であるか否かを判断した後（Ｓ１０８）、拡大
表示領域を操作量に合わせて移動させ、拡大画像を変更する（Ｓ１０９）。
【００５４】
　デジタルカメラ１０が傾斜しているときに１回操作されたときの移動量は、傾斜してい
ないときの移動量に比べ、傾斜角度分だけ増加される。具体的には、傾斜角度を内角とす
る三角形を規定したときの底辺に対する斜辺の比を算出し、カメラが水平姿勢である時の
移動量にその比を乗算して移動量を得る。なお、移動可能性については、元画像の端部を
超える方向へ移動させる操作であるか否かを判断すればよい。
【００５５】
　このように本実施形態によれば、再生画像の一部を拡大表示可能なデジタルカメラ１０
において、デジタルカメラ１０を傾斜させると、拡大画像表示領域ＥＡが傾斜角度分だけ
傾いた領域ＥＡ’に変更される。そして、上下左右ボタン１６Ａ～１６Ｄに対する操作が
あると、拡大画像表示領域ＥＡ’は、元画像の横方向、縦方向から傾斜角度分だけ傾いた
方向ＴＡ’、ＴＢ’に沿って移動する。
【００５６】
　デジタルカメラ１０を傾斜させることによって拡大画像のスクロール方向を元画像の斜
め方向に移動させることにより、元画像の端から端に拡大画像を移動させるときでも、ス
ムーズに素早く移動させることができる。また、操作量に対する移動量が増加されるため
、よりスムーズに拡大画像表示領域を斜め方向に移動させることができる。
【００５７】
　また、移動方向がＬＣＤ４０の画面横方向、縦方向に沿っているため、十字キーボタン
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１６、指示マークＭ１～Ｍ４の指す方向にしたがって移動方向を設定することができる。
また、ガイドマークＧのフレームＧ１が水平方向に合わせて表示され、抽出エリアＧ２が
フレームＧ１を基準にして表示されるため、元画像のどの部分が抽出されているかをユー
ザが明確に視認できる。
【００５８】
　なお、拡大画像表示領域の移動方向を傾斜角度に一致させなくとも、およそ傾斜角度に
合わせた方向を移動方向として設定してもよい。また、傾斜角度がある範囲（例えば、２
０度～６０度の範囲）のときだけ移動方向を変更するようにしてもよい。
【００５９】
　拡大画像を移動させる構成として、十字キーボタン以外の操作部材、あるいは機械式入
力部材以外の入力手段を採用しても良い。例えば、タッチパネルによって入力操作を行う
ことも可能である。また、撮影画像以外の画像を表示し、その一部を拡大する構成にして
もよい。
【００６０】
　次に、図７、８を用いて、第２の実施形態であるデジタルカメラについて説明する。第
２の実施形態では、カメラの傾斜に合わせて画面上での移動方向が変更される。それ以外
の構成については、第１の実施形態と実質的に同じである。
【００６１】
　図７は、第２の実施形態におけるカメラ傾斜時の拡大画像表示を示した図である。
【００６２】
　第２の実施形態では、カメラが所定角度以上傾斜されても、拡大画像表示領域は変更さ
れない。その代わり、十字キーボタン１６による拡大画像の移動方向が、画面横方向、縦
方向から対角線方向に切り替わる。これに合わせて、指示マークＭ１～Ｍ４が画面四隅に
それぞれ表示される。
【００６３】
　この場合、上下左右ボタン１６Ａ～１６Ｄの指す方向と拡大画像のスクロール方向が一
致しない。そのため、上ボタン１６Ａには、他のボタン１６Ｂ～１６Ｄとは異なる色がつ
いている。対応する指示マークＭ１も、同色で表示される。
【００６４】
　その結果、十字キーボタン１６に対する操作量に従い、拡大画像表示領域ＥＡが画面対
角線方向に沿って移動する。ここでは、スクロール移動方向を元画像対角線に対応させる
ため、対角線角度（画面横方向に対する画面対角線の角度）βを含む範囲内までカメラが
水平姿勢から傾斜すると、拡大画像表示領域の移動方向が対角線方向に切り替わる。
【００６５】
　図８は、第２の実施形態における拡大表示処理のフローチャートである。
【００６６】
　ステップＳ２０１～Ｓ２０３の実行は、第１の実施形態における図６のステップＳ１０
１～Ｓ１０３の実行と同じである。ステップＳ２０４では、カメラの傾斜角度が許容角度
を超え、所定の範囲内にあるか否かが判断される。ここでは、対角線角度βを考慮し、移
動方向変更を必要とさせる許容角度は、例えば２０度と定められる。また、対角線方向と
移動方向とが整合する所定の角度範囲として、３０～５０度の範囲が設定される。
【００６７】
　カメラ傾斜角度が所定範囲の場合、指示マークＭ１～Ｍ４およびガイドＧの表示が変更
される（Ｓ２０５）。ステップＳ２０６～Ｓ２０９の実行は、ステップＳ１０７～Ｓ１１
０の実行と同じである。ただし、拡大画像表示領域の移動方向は、画面対角線角度に定め
られる。
【００６８】
　このように第２の実施形態によれば、再生画像の一部を拡大表示可能なデジタルカメラ
１０において、デジタルカメラ１０を画面対角線角度βに応じた範囲まで傾斜させると、
拡大画像表示領域の移動方向が、画面対角線方向に変更される。それに伴い、指示マーク
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【００６９】
　なお、第１の実施形態と同じように、傾斜角度分だけ移動方向を変更させるように構成
することも可能である。ただし、移動方向が変更されることを明確に認識させるため、カ
メラ傾斜角度が許容角度以上傾いているか否かを判断し、指示マークなどを変更表示する
ような傾きが生じた場合、移動方向を変更するように構成すればよい。一方、第１、２の
実施形態においては、スイッチ操作などを条件として、ガイド表示、指示マークの変更を
行なうようにしてもよい。
【００７０】
　次に、図９を用いて、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態では、カメラ
の水平姿勢を維持したまま、拡大画像表示領域の移動方向が変更される。それ以外の構成
については、第２の実施形態と実質的に同じである。
【００７１】
　図９は、第３の実施形態における拡大画像表示を示した図である。
【００７２】
　第３の実施形態では、拡大画像表示中に入力操作（ここでは、モードダイヤルボタン１
３に対する操作）が行なわれると、拡大画像表示領域の移動方向が、画面横方向、縦方向
から対角線角度βだけ傾斜した方向ＴＡ、ＴＢにそれぞれ変更される。そして、指示マー
クＭ１～Ｍ４は、画面四隅に表示される。
【００７３】
　これにより、第２の実施形態と同様、拡大画像表示領域の移動方向が画面横方向、縦方
向から対角線角度βだけ傾いた方向に変更される。
【００７４】
　第１～第３の実施形態では、デジタルカメラの拡大画像表示を説明しているが、デジタ
ルカメラ以外の携帯機器で拡大画像表示可能なものにも適用可能である。また、十字キー
ボタン以外の操作部材を備えた携帯機器に適用してもよい。
【符号の説明】
【００７５】
　１０　デジタルカメラ
　２０　システムコントロール回路
　４０　ＬＣＤ
　４６　傾斜センサ
　ＥＡ　拡大画像表示領域
　Ｉ０　元画像
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