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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を記憶する記憶手段と、
　前記画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段に１つの前記画像を表示させる１画像再生モードおよび前記表示手段に表
示する画像の表示倍率を変更可能な拡大再生モードとを切り替える再生モード切替手段と
、
　前記拡大再生モードにおいて、前記画像の表示位置を変更する表示位置指示手段と、
　前記拡大再生モードにおいて、前記表示位置指示手段により変更された画像の中心座標
を記憶する表示中心記憶手段と、
　前記再生モード切替手段により前記再生モードが前記拡大再生モードに切り替えられた
際に前記表示中心記憶手段により記憶されている中心座標を画面中心として前記画像を表
示することを示す第１のフラグ、および前記再生モード切替手段により前記再生モードが
前記拡大再生モードに切り替えられた際に所定の中心座標を画面中心として前記画像を表
示することを示す第２のフラグのいずれか一方を記憶する拡大位置フラグ保持手段と、
　前記拡大再生モードが第１操作態様で終了した場合は、前記拡大位置フラグ保持手段に
前記第１のフラグを記憶させ、前記拡大再生モードが第２操作態様で終了した場合は、前
記拡大位置フラグ保持手段に前記第２のフラグを記憶させる制御手段とを備えることを特
徴とするカメラ。
【請求項２】
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　請求項１に記載のカメラにおいて、
　前記拡大再生モードにおいて前記画像の表示倍率の縮小を指示する縮小指示手段をさら
に備え、
　前記第１操作態様は、前記縮小指示手段により前記画像の倍率を縮小して所定の倍率に
する操作であることを特徴とするカメラ。
【請求項３】
　請求項１に記載のカメラにおいて、
　前記第２操作態様は、一回の操作で前記１画像再生モードに戻る操作であることを特徴
とするカメラ。
【請求項４】
　請求項１に記載のカメラにおいて、
　前記制御手段は、前記１画像再生モードにおいて前記拡大位置フラグ保持手段に前記第
１のフラグが記憶されている際に、コマ送り、またはコマ戻しされた場合は、前記拡大位
置フラグ保持手段に前記第２のフラグを記憶させることを特徴とするカメラ。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のカメラにおいて、
　前記拡大位置フラグ保持手段に前記第１のフラグが記憶されている状態で前記拡大再生
モードによる画像再生が指示されると、前記表示中心記憶手段に記憶されている中心位置
を画面中心として前記画像を表示することを特徴とするカメラ。
【請求項６】
　請求項１に記載のカメラにおいて、
　前記拡大再生モードで拡大された画像に重畳して、前記画像の全体を所定の大きさで表
示する重畳表示手段をさらに備えることを特徴とするカメラ。
【請求項７】
　請求項６に記載のカメラにおいて、
　前記拡大再生モードにおいて前記画像の表示倍率の拡大を指示する拡大指示手段をさら
に備え、
　前記拡大指示手段、前記縮小指示手段および前記表示位置指示手段からの指示が行われ
ずに所定時間経過した場合、前記重畳表示手段は表示中の前記画像の全体の表示を終了す
ることを特徴とするカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、拡大した再生画像の中心座標を記憶することができるカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　外部表示装置に表示する画像の拡大率および拡大する画像の領域を変更するとともに、
拡大率および領域に関しては、連続して表示される複数の画像に対して適用されるものが
知られている（たとえば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００４－２６０７１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、拡大再生後に１画像再生に戻ってから、再び同一部分を拡大表示する場
合に、拡大領域を所望の位置へ移動させる操作が必要となるという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　請求項１の発明のカメラは、画像を記憶する記憶手段と、画像を表示する表示手段と、
表示手段に１つの画像を表示させる１画像再生モードおよび表示手段に表示する画像の表
示倍率を変更可能な拡大再生モードとを切り替える再生モード切替手段と、拡大再生モー
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ドにおいて、画像の表示位置を変更する表示位置指示手段と、拡大再生モードにおいて、
表示位置指示手段により変更された画像の中心座標を記憶する表示中心記憶手段と、再生
モード切替手段により再生モードが拡大再生モードに切り替えられた際に表示中心記憶手
段により記憶されている中心座標を画面中心として画像を表示することを示す第１のフラ
グ、および再生モード切替手段により再生モードが拡大再生モードに切り替えられた際に
所定の中心座標を画面中心として画像を表示することを示す第２のフラグのいずれか一方
を記憶する拡大位置フラグ保持手段と、拡大再生モードが第１操作態様で終了した場合は
、拡大位置フラグ保持手段に第１のフラグを記憶させ、拡大再生モードが第２操作態様で
終了した場合は、拡大位置フラグ保持手段に第２のフラグを記憶させる制御手段とを備え
ることを特徴とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のカメラにおいて、拡大再生モードにおいて
画像の表示倍率の縮小を指示する縮小指示手段をさらに備え、第１操作態様は、縮小指示
手段により画像の倍率を縮小して所定の倍率にする操作であることを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載のカメラにおいて、第２操作態様は、一回の
操作で１画像再生モードに戻る操作であることを特徴とする。
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載のカメラにおいて、制御手段は、１画像再生
モードにおいて拡大位置フラグ保持手段に第１のフラグが記憶されている際に、コマ送り
、またはコマ戻しされた場合は、拡大位置フラグ保持手段に第２のフラグを記憶させるこ
とを特徴とする。
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれか一項に記載のカメラにおいて、拡
大位置フラグ保持手段に第１のフラグが記憶されている状態で拡大再生モードによる画像
再生が指示されると、表示中心記憶手段に記憶されている中心位置を画面中心として画像
を表示することを特徴とする。
　請求項６に記載の発明は、請求項１に記載のカメラにおいて、拡大再生モードで拡大さ
れた画像に重畳して、再生画像の全体を所定の大きさで表示する重畳表示手段をさらに備
えることを特徴とする。
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載のカメラにおいて、拡大再生モードにおいて
画像の表示倍率の拡大を指示する拡大指示手段をさらに備え、拡大指示手段、縮小指示手
段および表示位置指示手段からの指示が行われずに所定時間経過した場合、重畳表示手段
は表示中の画像の全体の表示を終了することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、第１の操作態様により拡大再生モードを終了した場合は、拡大された
画像の中心座標を記憶するので、拡大再生モードにおける操作性を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明によるカメラの一実施の形態を図１～５を参照して説明する。図１は電子カメラ
の外観を説明する背面図、図２は要部構成図である。
　図１に示すように、カメラボディ１０はその背面に、液晶モニタ２０５と、再生ボタン
１１１と、メニューボタン１１２と、縮小ボタン１１３と、拡大ボタン１１４と、プロテ
クトボタン１１５と、コマンドダイヤル１１６と、操作部材１１７と、ＯＫボタン１１８
と、削除ボタン１１９とを備える。
【０００７】
　図２は、実施の形態による電子カメラの要部構成を説明する図である。カメラボディ１
０には、撮影レンズ１２０を備えるレンズ鏡筒１１０が交換可能に装着されている。レン
ズ鏡筒１１０内には、レンズ群１２０ａ～１２０ｃから成る撮影レンズ１２０、絞り１４
０が設けられている。
【０００８】
　カメラボディ１０の内部には、被写体を撮像するための撮像素子２０が設けられている
。撮像素子２０はＣＣＤやＣＭＯＳ等が使用される。撮影レンズ１２０と撮像素子２０と
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の間には、撮影レンズ１２０を通過した被写体光をファインダ光学系へと反射するクイッ
クリターンミラー７０が設けられている。
【０００９】
　クイックリターンミラー７０で反射された被写体光は、撮像素子２０と光学的に等価な
位置に設けられたフォーカシングスクリーン９０上に結像する。フォーカシングスクリー
ン９０上に結像された被写体像は、ペンタプリズム３０から接眼レンズ５０を介して撮影
者に観察されるとともに、ペンタプリズム３０から測光センサ４０の受光面上に結像する
。
【００１０】
　撮影の際には、クイックリターンミラー７０が被写体光の光路上から光路外（図２の破
線部）へと移動し、撮像素子２０上に被写体像が結像する。撮像素子２０は、撮像面に結
像された被写体像に対応する信号電荷の蓄積および蓄積電荷の掃き出しを行ない、Ａ／Ｄ
変換回路２０１は、撮像素子２０から出力されたアナログ撮像信号をデジタル画像信号に
変換して、画像処理回路２０２へ出力する。画像処理回路２０２では、入力されたデジタ
ル画像信号に対して、ホワイトバランス調整、シャープネス調整、ガンマ補正、階調調整
などの画像処理が施され、画像データとして制御回路２００へ出力される。
【００１１】
　制御回路２００はＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭおよび各種周辺回路から構成され、電子カメ
ラの制御を行なうマイクロコンピュータである。また、画像処理回路２０２から入力され
たデジタル画像信号は、圧縮／伸張回路２０４によりＪＰＥＧ形式などの方式により圧縮
されて、ＬＣＤなどによって構成される液晶モニタ２０５に表示されるとともに、バッフ
ァメモリ２０６または記録媒体２０７に記録される。
【００１２】
　測光回路２０３は、測光センサ４０から得られた測光信号をＡ／Ｄ変換して制御回路２
００へ出力する。制御回路２００は、入力された測光信号に基づいて算出された被写体の
輝度および撮像感度（ＩＳＯ感度）に基づいてシャッタスピードと撮影レンズ１２０の絞
り値を演算する。
【００１３】
　カメラには、電源スイッチ３とレリーズボタン４とが設けられている。レリーズボタン
４の押下操作に連動してオン／オフする半押しスイッチ４７および全押しスイッチ４８は
、それぞれオン信号もしくはオフ信号を制御回路２００へ出力する。
【００１４】
　再生ボタン１１１の操作により、たとえば１画像再生モードや撮影モードなどへ切り換
わる。メニューボタン１１２の操作により、カメラの各種動作を設定するためのメニュー
画面が液晶モニタ２０５に表示される。縮小ボタン１１３の押下操作に連動して、再生表
示中の画像は所定の縮小率ごとに縮小される。１画像再生モードにて再生画像を表示中に
操作されるとサムネイル表示モードに移行する。拡大ボタン１１４の操作により、再生表
示中の画像は所定の拡大率ごとに拡大される。さらに、１画像再生モードにて再生画像を
表示中に拡大ボタン１１４が操作されると、拡大再生モードが設定される。プロテクトボ
タン１１５の操作により、再生画像が誤って削除されることがないように、画像データに
プロテクトがかけられる。
【００１５】
　コマンドダイヤル１１６の操作により、撮影モード時においては、撮像感度や露出モー
ドなどの設定が行われる。また、再生画像表示中においては、右方向に操作されると表示
画像がコマ送りされ、左方向に操作されると表示画像がコマ戻しされる。操作部材１１７
は、たとえば十字キーなどで構成される。操作部材１１７の操作により、メニュー画面上
の各種メニューの選択が行なわれる。１画像再生モードにおいては、コマンドダイヤル１
１６と同様に表示画像のコマ送りもしくはコマ戻しが行なわれる。また、拡大再生モード
においては、拡大再生表示中の再生画像の位置が変更される。ＯＫボタン１１８の操作に
より、拡大再生モードによる再生画像の表示が終了して１画面再生モードに戻る。削除ボ
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タン１１９は、プロテクトボタン１１５によりプロテクトのかけられていない画像データ
をバッファメモリ２０６および記録媒体２０７から削除するときに用いられる。
【００１６】
　再生ボタン１１１の操作により設定された１画像再生モードにおいて、制御回路２００
は、バッファメモリ２０６もしくは記録媒体２０７に記録された再生画像ファイル情報を
取得し、その再生画像ファイルの画像データを読み出す。読み出された画像データは、圧
縮／伸張回路２０４により原画像データに伸張されて液晶モニタ２０５に再生表示される
とともに、バッファメモリ２０６に展開される。
【００１７】
　拡大ボタン１１４の操作により設定された拡大再生モードにおいて、制御回路２００は
、拡大再生用画像データを読み出し、バッファメモリ２０６に展開する。拡大再生用画像
データに拡大位置フラグが立っていなければ、拡大再生用画像データの中心座標Ｘを拡大
中心座標とし、所定の拡大率で拡大して液晶モニタ２０５に表示する。ずなわち、図３（
ａ）に示すように表示されていた再生画像が、図３（ｂ）に示すように、再生画像の中心
を基準として拡大表示される。さらに拡大ボタン１１４が操作されると、拡大再生用画像
データの中心座標Ｘを拡大中心座標として、拡大率が一段引き上げられて、液晶モニタ２
０５に、図３（ｃ）に示すように表示されるとともに、拡大率がバッファメモリ２０６に
記憶される。また、再生画像が図３（ｃ）で表示されている状態で縮小ボタン１１３が操
作されると、拡大再生用画像データの中心座標Ｘを拡大中心座標とし、拡大率が一段引き
下げられて、液晶モニタ２０５に、図３（ｂ）に示すように表示される。この場合も、拡
大再生用画像データの拡大率がバッファメモリ２０６に記憶される。
【００１８】
　再生画像が図３（ｂ）に示す状態で表示されている時に、操作部材１１７の操作により
、図３（ｄ）に示すように再生画像の中心が変更されたとする。この場合、拡大再生用画
像データの中心座標Ｘを、図３（ｄ）の再生画像の中心に対応する中心座標Ｙに更新して
バッファメモリ２０６に記憶する。以後、縮小ボタン１１３または拡大ボタン１１４の操
作により、再生画像が縮小もしくは拡大される場合には、更新された中心座標Ｙを拡大中
心座標として再生用画像データの拡大率が変更される。すなわち、図３（ｄ）の再生画像
を拡大すると、図３（ｅ）に示す再生画像が表示される。
【００１９】
　上述したように、再生画像の中心が変更された状態で、縮小ボタン１１３の操作により
拡大率が１倍、すなわち１画像再生モードに戻った場合は、中心座標Ｙを保持したまま、
拡大位置フラグを立てる。拡大位置フラグが立っている状態で拡大ボタン１１４が操作さ
れると、中心座標Ｙを拡大中心座標として拡大再生用画像データの拡大率が変更される。
すなわち、図３（ａ）に示す再生画像に戻った状態において拡大ボタン１１４が操作され
ると、拡大された再生画像は、図３（ｄ）に示すように表示される。なお、拡大位置フラ
グは、ＯＫボタン１１８の操作により拡大再生モードから１画像再生モードに切り換わっ
た場合、もしくは１画像再生モードにおいてコマンドダイヤル１１６や操作部材１１７に
よりコマ送りまたはコマ戻しされない限り保持される。
【００２０】
　再生画像が拡大表示されている場合に縮小ボタン１１３、拡大ボタン１１４による縮小
、拡大操作、または操作部材１１７による液晶モニタ２０５上の再生画像に対する上下左
右方向への移動操作が行われると、図３（ｄ）、（ｅ）に示すように、再生画像の全体が
ナビ画面３００として、液晶モニタ２０５の所定の小範囲に、拡大表示中の再生画像に半
透過状態で重畳して表示される。ナビ画面３００内の枠３０１は、拡大表示中の再生画像
が、再生画像全体に対して占有する位置を示すものである。なお、ナビ画面３００は縮小
ボタン１１３、拡大ボタン１１４および操作部材１１７の操作後、所定時間、たとえば２
秒間だけ表示される。
【００２１】
　次に、図４、図５に示すフローチャートを用いて、実施の形態よるカメラの再生画像表
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示の動作における各処理について説明する。なお、このフローチャートに示す各処理は、
制御回路２００によりプログラムを実行して行われる。また、このフローチャートは再生
ボタン１１１からオン信号が入力されると開始される。
　ステップＳ１０１において、拡大位置フラグｉを０にクリアしてステップＳ１０２へ進
む。ステップＳ１０２においては、再生画像ファイルのファイル情報を取得してステップ
Ｓ１０３へ進む。ステップＳ１０３においては、ステップＳ１０２で取得した再生画像フ
ァイルの画像データをバッファメモリ２０６または記録媒体２０７から読み出してステッ
プＳ１０４へ進む。
【００２２】
　ステップＳ１０４において、圧縮／伸張回路２０４により、ステップＳ１０３で読み出
した画像データを原画像データに伸張し、バッファメモリ２０６に展開してステップＳ１
０５へ進む。ステップＳ１０５では、ステップＳ１０４で伸張された画像データを、再生
画像として液晶モニタ２０５に表示してステップＳ１０６へ進む。
【００２３】
　ステップＳ１０６において、再生ボタン１１１が操作されたか否かを判定する。再生ボ
タン１１１が操作されオフ信号を入力した場合は、ステップＳ１０６が肯定判定されてス
テップＳ１０７へ進む。ステップＳ１０７では、１画像再生モードを終了し、さらに液晶
モニタ２０５をオフして一連の処理を終了する。再生ボタン１１１が操作されずオフ信号
を入力しない場合は、ステップＳ１０６が否定判定されてステップＳ１０８へ進む。
【００２４】
　ステップＳ１０８においては、メニューボタン１１２が操作されたか否かを判定する。
メニューボタン１１２からオン信号を入力した場合は、ステップＳ１０８が肯定判定され
てステップＳ１０９へ進む。ステップＳ１０９においては、１画像再生モードを終了する
とともに、液晶モニタ２０５に各種設定を行なうためのメニュー画面を表示して一連の処
理を終了する。メニューボタン１１２が操作されずオン信号を入力しない場合は、ステッ
プＳ１０８が否定判定されてステップＳ１１０へ進む。
【００２５】
　ステップＳ１１０においては、拡大ボタン１１４が操作されたか否かを判定する。拡大
ボタン１１４が操作されてオン信号を入力した場合は、ステップＳ１１０が肯定判定され
てステップＳ１１１へ進む。ステップＳ１１１においては、後述の拡大再生のサブルーチ
ンを呼び出し、拡大再生処理を行なう。拡大ボタン１１４が操作されずオン信号を入力し
ない場合は、ステップＳ１１０が否定判定されてステップＳ１１２へ進む。
【００２６】
　ステップＳ１１２では、縮小ボタン１１３が操作されたか否かを判定する。縮小ボタン
１１３が操作されてオン信号を入力した場合は、ステップＳ１１２が肯定判定されてステ
ップＳ１１３へ進む。ステップＳ１１３においては、液晶モニタ２０５に再生画像をサム
ネイル表示する。縮小ボタン１１３が操作されずオン信号を入力しない場合は、ステップ
Ｓ１１２が否定判定されてステップＳ１１４へ進む。
【００２７】
　ステップＳ１１４では、削除ボタン１１９が操作されたか否かを判定する。削除ボタン
１１９が操作されてオン信号を入力した場合は、ステップＳ１１４が肯定判定されてステ
ップＳ１１５へ進み、表示中の再生画像の画像データをバッファメモリ２０６もしくは記
録媒体２０７から削除するための処理を行なう。削除ボタン１１９が操作されずオン信号
を入力しない場合は、ステップＳ１１４が否定判定されてステップＳ１１６へ進む。
【００２８】
　ステップＳ１１６においては、プロテクトボタン１１５が操作されたか否かを判定する
。プロテクトボタン１１５が操作されてオン信号を入力した場合は、ステップＳ１１６が
肯定判定されてステップＳ１１７へ進み、表示中の再生画像の画像データを保護するため
のプロテクト処理を行なう。プロテクトボタン１１５からオン信号を入力しない場合は、
ステップＳ１１６が否定判定されてステップＳ１１８へ進む。
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【００２９】
　ステップＳ１１８においては、コマンドダイヤル１１６の右方向操作もしくは操作部材
１１７の右ボタンが操作されたか否かを判定する。コマンドダイヤル１１６から右方向操
作信号もしくは操作部材１１７の右ボタンからオン信号を入力した場合は、ステップＳ１
１８が肯定判定されてステップＳ１１９へ進む。ステップＳ１１９では、液晶モニタ２０
５に表示中の再生画像の次の画像ファイルの情報を取得してステップＳ１２２へ進む。コ
マンドダイヤル１１６から右方向操作信号もしくは操作部材１１７の右ボタンからオン信
号を入力しない場合は、ステップＳ１１８が否定判定されてステップＳ１２０へ進む。
【００３０】
　ステップＳ１２０においては、コマンドダイヤル１１６の左方向操作もしくは操作部材
１１７の左ボタンが操作されたか否かを判定する。コマンドダイヤル１１６から左方向操
作信号もしくは操作部材１１７の左ボタンからオン信号を入力した場合は、ステップＳ１
２０が肯定判定されてステップＳ１２１へ進む。ステップＳ１２１では、液晶モニタ２０
５に表示中の再生画像の前の画像ファイルの情報を取得してステップＳ１２２へ進む。コ
マンドダイヤル１１６から左方向操作信号もしくは操作部材１１７の左ボタンからオン信
号を入力しない場合は、ステップＳ１２０が否定判定されてステップＳ１０５へ戻る。
【００３１】
　ステップＳ１２２では、現在表示中の画像データにおいて拡大位置フラグｉが１である
か否かを判定する。拡大位置フラグｉが１の場合は、ステップＳ１２２が肯定判定されて
ステップＳ１２３へ進み、拡大位置フラグｉを０にリセットしてステップＳ１０３へ戻る
。拡大位置フラグｉが０の場合は、ステップＳ１２２が否定判定されてステップＳ１０３
へ戻る。
【００３２】
　図４のステップＳ１１１における拡大再生のサブルーチンについて、図５に示すフロー
チャートを用いて説明する。
　ステップＳ２０１において、拡大再生用画像データを読み出し、ステップＳ２０２にお
いては、ステップＳ２０１で読み出した画像データをバッファメモリ２０６に展開してス
テップＳ２０３へ進む。
【００３３】
　ステップＳ２０３においては、拡大位置フラグｉが１であるか否かを判定する。拡大位
置フラグｉが１の場合は、ステップＳ２０３が肯定判定されてステップＳ２０４へ進む。
拡大位置フラグｉが０の場合は、ステップＳ２０３が否定判定されてステップＳ２０５へ
進む。
【００３４】
　ステップＳ２０４において、拡大再生用画像データの拡大中心座標を中心座標Ｙとした
まま、拡大率を初期化してステップＳ２０６へ進む。ステップＳ２０５においては、再生
用画像データの拡大率を初期化し、拡大中心座標を中心座標ＸとしてステップＳ２０６へ
進む。ステップＳ２０６では、ステップＳ２０４またはステップＳ２０５において初期化
された拡大率と、中心座標ＸまたはＹに基づいて、再生画像を液晶モニタ２０５に拡大表
示してステップＳ２０７へ進む。
【００３５】
　ステップＳ２０７においては、不図示のタイマを起動し、ステップＳ２０８では液晶モ
ニタ２０８の所定の小範囲に、ナビ画面３００を再生画像に重畳表示してステップＳ２０
９へ進む。ステップＳ２０９（再生ボタン操作判定）からステップＳ２１２（再生モード
終了、メニュー画面表示）までの各処理は、ステップＳ１０６（再生ボタン操作判定）か
らステップＳ１０９（再生モード終了、メニュー画面表示）までの各処理と同様の処理を
行なう。
【００３６】
　ステップＳ２１３において、拡大ボタン１１４が操作されたか否かを判定する。拡大ボ
タン１１４からオン信号を入力した場合は、ステップＳ２１３が肯定判定されてステップ
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Ｓ２１４へ進む。ステップＳ２１４では、拡大再生用画像データの拡大率を一段引き上げ
てステップＳ２１９へ進む。拡大ボタン１１４が操作されずオン信号を入力しない場合は
、ステップＳ２１３が否定判定されてステップＳ２１５へ進む。
【００３７】
　ステップＳ２１５においては、縮小ボタン１１３が操作されたか否かを判定する。縮小
ボタン１１３が操作されてオン信号を入力した場合は、ステップＳ２１５が肯定判定され
てステップＳ２１６へ進む。縮小ボタン１１３が操作されずオン信号を入力しない場合は
、ステップＳ２１５が否定判定されてステップＳ２２１へ進む。
【００３８】
　ステップＳ２１６では、バッファメモリ２０６に記憶された拡大率を参照して、再生画
像の倍率が等倍、すなわち１画像再生か否かを判定する。等倍の場合はステップＳ２１６
が肯定判定されてステップＳ２１７へ進む。等倍ではない場合は、ステップＳ２１６が否
定判定されてステップＳ２１８へ進む。
【００３９】
　ステップＳ２１７においては、拡大再生用画像データの拡大位置フラグｉを１に設定し
て、図４のステップＳ１０５へ戻る。ステップＳ２１８では、拡大再生用画像データの拡
大率を一段引き下げてステップＳ２１９へ進む。ステップＳ２１９において、ステップＳ
２０７で起動したタイマをゼロにリセットして再度時間計測を開始し、ステップＳ２２０
では、拡大再生用画像データの拡大率をバッファメモリ２０６に記憶してステップＳ２０
６へ戻る。
【００４０】
　ステップＳ２２１においては、ＯＫボタン１１８が操作されたか否かを判定する。ＯＫ
ボタン１１８が操作されてオン信号を入力する場合は、ステップＳ２２１が肯定判定され
てステップＳ２２２へ進む。ステップＳ２２２では、拡大再生用画像データの拡大位置フ
ラグｉを０に設定して、図４のステップＳ１０５に戻る。ＯＫボタン１１８からオン信号
を入力しない場合は、ステップＳ２２１が否定判定されてステップＳ２２３へ進む。
【００４１】
　ステップＳ２２３（削除ボタン操作判定）からステップＳ２２６（画像プロテクト処理
）までの各処理は、ステップＳ１１４（削除ボタン操作判定）からステップＳ１１７（画
像プロテクト処理）までの各処理と同様の処理を行なう。ステップＳ２２７においては、
操作部材１１７が操作されたか否かを判定する。操作部材１１７が操作されてオン信号を
入力する場合は、ステップＳ２２７が肯定判定されてステップＳ２２８へ進む。操作部材
１１７からオン信号を入力しない場合は、ステップＳ２３１へ進む。
【００４２】
　ステップＳ２２８では、操作部材１１７の操作方向に応じて拡大再生用画像データの中
心座標Ｙを移動してステップＳ２２９へ進む。ステップＳ２２９において、ステップＳ２
１９と同様にしてタイマをゼロにリセットして再度時間計測を開始し、ステップＳ２３０
においては、ステップＳ２２８で移動した中心座標Ｙをバッファメモリ２０６に記憶して
ステップＳ２０６へ戻る。
【００４３】
　ステップＳ２３１では、コマンドダイヤル１１６が右方向へ操作されたか否かを判定す
る。コマンドダイヤル１１６から右方向への操作信号を入力した場合は、ステップＳ２３
１が肯定判定されてステップＳ２３２へ進み、液晶モニタ２０５に表示中の再生画像の次
の画像ファイルの情報を取得してステップＳ２０６へ戻る。コマンドダイヤル１１６から
右方向への操作信号を入力しない場合は、ステップＳ２３１が否定判定されてステップＳ
２３３へ進む。
【００４４】
　ステップＳ２３３においては、コマンドダイヤル１１６が左方向へ操作されたか否かを
判定する。コマンドダイヤル１１６から左方向への操作信号を入力した場合は、ステップ
Ｓ２３３が肯定判定されてステップＳ２３４へ進み、液晶モニタ２０５に表示中の再生画
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像の前の画像ファイルの情報を取得してステップＳ２０６へ戻る。コマンドダイヤル１１
６から左方向への操作信号を入力しない場合は、ステップＳ２３３が否定判定されてステ
ップＳ２３５へ進む。
【００４５】
　ステップＳ２３５においては、ステップＳ２０７で起動したタイマによる計測時間が２
秒経過しているか否かを判定する。２秒経過している場合は、ステップＳ２３５が肯定判
定されてステップＳ２３６へ進み、ステップＳ２０８で表示を開始したナビ画面３００を
消去してステップＳ２０９へ戻る。２秒経過していない場合は、ステップＳ２３５が否定
判定されてステップＳ２０９へ戻る。
【００４６】
　以上で説明した実施の形態によれば、以下の作用効果が得られる。
（１）撮影者の縮小ボタン１１３の操作により１画像再生モードに戻った場合は、撮影者
は縮小操作を繰り返すうちに意図せず拡大再生モードを終了した可能性が高いと考えられ
る。そのため、本実施の形態においては、縮小ボタン１１３の操作により拡大再生モード
を終了して１画像再生モードに戻ると、拡大位置フラグｉを１にセットするようにした。
さらに拡大再生モードにおいて拡大ボタン１１４や操作部材１１７の操作により移動した
画像データの中心座標Ｙをバッファメモリ２０６に記憶させるようにした。したがって、
再びこの画像を拡大表示させる場合には、中心座標Ｙを拡大中心座標として再び拡大操作
を行なうことができる。そのため、撮影者は、操作部材１１７の操作により拡大画像の中
心を再び指定する必要がなくなるので、画像閲覧時の操作性が向上する。
【００４７】
（２）ＯＫボタン１１８の操作により１画像再生モードに戻った場合は、撮影者が意図し
て拡大再生を終了した可能性が高く、撮影者が同一画像を再び拡大操作する、または記憶
されている中心座標に基づいて再び拡大再生を行なう可能性が低いと考えられる。そのた
め、本実施の形態においては、ＯＫボタン１１８の操作により１画像再生モードに戻った
場合は、拡大位置フラグｉを０にリセットするようにした、したがって、再びこの画像を
拡大表示させる場合は、初期の中心座標を拡大中心座標として拡大再生することができ、
画像閲覧時の操作性が向上する。
【００４８】
（３）また、縮小ボタン１１３の操作により１画像再生モードに戻り拡大位置フラグがｉ
が１にセットされている場合でも、コマンドダイヤル１１６や操作部材１１７の操作によ
り、再生画像がコマ送りもしくはコマ戻しされた場合は、撮影者は同一の表示画像を再び
拡大表示する意図を持っていない可能性が高いと考えられる。そのため、本実施の形態に
おけるカメラでは、縮小ボタン１１３により１画像再生モードに戻った場合でも、コマン
ドダイヤル１１６や操作部材１１７の操作により、再生画像がコマ送りもしくはコマ戻し
された場合は、拡大位置フラグｉを０にリセットするようにした。したがって、撮影者は
、コマ送りまたはコマ戻しされた新しい画像を拡大表示させる場合は、初期の中心座標を
拡大中心座標として再び拡大再生することができ、画像閲覧時の操作性が向上する。
【００４９】
（４）拡大再生モードにより拡大された再生画像に重畳して、ナビ画面３００、すなわち
再生画像の全体を所定の大きさにて液晶モニタ２０５に２画面表示するようにした。さら
に、縮小ボタン１１３、拡大ボタン１１４による縮小、拡大操作、または操作部材１１７
による再生画面内の映像に対する上下左右方向への移動操作がおこなわれるとナビ画面３
００を表示し、操作してから所定時間である２秒が経過するとナビ画面３００を消去する
ようにした。したがって、撮影者は、拡大された再生画像が再生画像の全体に対して占有
する位置を把握することができ、所定時間経過後には、拡大された再生画像のうち、ナビ
画面３００の重畳表示により隠れる部分についても確認することができるので利便性が増
す。
【００５０】
　以上で説明した実施の形態を、以下のように変形できる。
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（１）ナビ画面３００を半透過状態で拡大再生中の再生画像に重畳するものに代えて、図
６（ａ）、（ｂ）に示すように、ナビ画面３００を半透過させずに再生画像に重畳しても
よい。
（２）電子カメラに限られることなく、たとえばデジタルビデオカメラ、画像閲覧装置等
に適用されるものであってもよい。
【００５１】
　また、本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態に限定されるものでは
なく、本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の形態についても、本発明の範囲
内に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施の形態によるカメラの外観を示す背面図である。
【図２】実施の形態によるカメラの要部構成図である。
【図３】拡大表示された再生画像を説明する図である。
【図４】１画像再生モードにおけるカメラの動作を説明するフローチャートである。
【図５】拡大再生モードにおけるカメラの動作を説明するフローチャートである。
【図６】ナビ画像の表示状態の変形例を説明する図である。
【符号の説明】
【００５３】
１１１　再生ボタン　　　　　　１１３　縮小ボタン
１１４　拡大ボタン　　　　　　１１７　操作部材
１１８　ＯＫボタン　　　　　　２００　制御回路
２０５　液晶モニタ　　　　　　３００　ナビ画面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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