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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライブビュー画像を表示する撮像装置であって、
　前記ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像された撮影画像に対して
、同じ撮影画像から異なる部分を切り出す画像処理を実行する画像処理手段と、
　前記画像処理手段により切り出された複数の処理画像を前記ライブビュー画像を表示さ
せたままの状態で、前記画像処理手段による画像処理が完了した順番で順次表示させる表
示制御手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記画像処理手段は、前記ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像及
び撮像された撮影画像に対する画像処理を開始すると共に、前記ライブビュー画像を表示
させたままの状態で前記画像処理を実行し、
　前記表示制御手段は、前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で、前記画像処理
手段による各画像処理の完了に応じて、各画像処理で得られた処理画像を前記画像処理手
段による画像処理が完了した順番で順次表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を
所定の順序で前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で、前記画像処理手段による
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画像処理が完了した順番で順次表示させる、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を
前記所定の順序に従った表示位置で前記ライブビュー画像の表示画面の一部に並べて並列
表示させる、
　ことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を
前記所定の順序に従った順番で前記ライブビュー画像の表示画面の一部に順次追加表示さ
せる、
　ことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を
前記所定の順序に従った順番で前記ライブビュー画像の表示画面の一部に順次切り換えな
がら表示させていく、ことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を
その重要度に応じた順序で表示させる、
　ことを特徴とする請求項２～請求項６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記画像処理手段は、前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で前記画像処理を
順番にさせる、
　ことを特徴とする請求項２～請求項６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記画像処理手段は、前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で順次行われる複
数回の撮影指示に応じて順次撮像される複数の撮影画像の各々に対して、前記画像処理を
順次し、
　前記表示制御手段は、複数の撮影画像の各々に対して前記画像処理のいずれかをして得
られた複数の処理画像を、前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で、前記画像処
理手段による画像処理が完了した順番で順次表示させる、
　ことを特徴とする請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記ライブビュー画像の縦横比を維持するようにその縦方向及び
横方向の一辺部に確保した領域を、前記ライブビュー画像の表示画面の一部とし、この領
域内に前記複数の処理画像を順次追加表示させる、
　ことを特徴とする請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記画像処理手段による画像処理は、同じ撮影画像から各々が異なる被写体部分を検出
してその被写体部分を切り出す処理である、
　ことを特徴とする請求項１～請求項１０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記画像処理手段による画像処理は、前記撮影指示に応じて撮像されたＲＡＷ画像を現
像する現像処理と、この現像処理により生成された現像画像を加工して加工画像を生成す
る加工処理を含む、
　ことを特徴とする請求項１～請求項１１のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記画像処理手段は、前記現像処理が完了したタイミングで前記加工処理を実行し、
　前記表示制御手段は、前記現像処理により生成された現像画像と前記加工処理により生
成された加工画像を前記ライブビュー画像の表示画面の一部に表示させる、
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　ことを特徴とする請求項１２に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記画像処理手段による前記画像処理が実行中であっても撮影指示を待機する撮影準備
状態を維持する撮影制御手段を更に備える、
　ことを特徴とする請求項１～請求項１３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像された撮影画像に対して、同
じ撮影画像から異なる部分を切り出す画像処理を実行するステップと、
　前記各画像処理で得られた複数の処理画像を前記ライブビュー画像を表示させたままの
状態で、前記画像処理が完了した順番で順次表示させるステップと、
　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項１６】
　コンピュータに対して、
　ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像された撮影画像に対して、同
じ撮影画像から異なる部分を切り出す画像処理を実行する機能と、
　前記各画像処理で得られた複数の処理画像を前記ライブビュー画像を表示させたままの
状態で、前記画像処理が完了した順番で順次表示させる機能と、
　を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ライブビュー画像をモニタ表示する撮像装置、撮像方法及びプログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ユーザは、デジタルカメラ（撮像装置）で撮影の失敗が許されないような重要
な撮影を行う場合に、シャッタ操作に応じて撮影されたプレビュー画像をモニタ画面で確
認し、その写り具合が悪ければ、露出や画角などの撮影条件を変更してから撮影をやり直
すようにしている。このような場合、モニタ画面の表示内容は、ライブビュー画像（スル
ー画像）からプレビュー画像に切り替えられるが、このモニタ画面上では両者を直接見比
べることができないために、撮影条件の変更を間違えてしまうことがある。そこで、例え
ば、特許文献１及び特許文献２のようにライブビュー画像とプレビュー画像をモニタ画面
上に同時に表示させるようにした技術が存在している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１１７１６３号公報
【特許文献２】特開２００４－２３１６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した各特許文献の技術は、ライブビュー画像の一部にプレビュー画
像を縮小表示することによってライブビュー画像とプレビュー画像とを同時に表示するよ
うにしているが、両者を単に同時に表示するだけでは、例えば、その細部までを詳細に見
比べるなど、撮影画像を所望の状態で確認したいような場合に、その確認作業に時間がか
かり、ユーザに負担をかけるほか、その間に被写体の状態が大きく変化してしまうことが
ある。
【０００５】
　本発明の課題は、撮影指示に応じて撮像された撮影画像の写り具合をライブビュー画像
と共に目視確認する場合に円滑な確認を期待できるようにすることである。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために本発明の撮像装置は、
　ライブビュー画像を表示する撮像装置であって、
　前記ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像された撮影画像に対して
、同じ撮影画像から異なる部分を切り出す画像処理を実行する画像処理手段と、
　前記画像処理手段により切り出された複数の処理画像を前記ライブビュー画像を表示さ
せたままの状態で、前記画像処理手段による画像処理が完了した順番で順次表示させる表
示制御手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置である。
【０００７】
　上述した課題を解決するために本発明の撮像方法は、
　ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像された撮影画像に対して、同
じ撮影画像から異なる部分を切り出す画像処理を実行するステップと、
　前記各画像処理で得られた複数の処理画像を前記ライブビュー画像を表示させたままの
状態で、前記画像処理が完了した順番で順次表示させるステップと、
　を含むことを特徴とする撮像方法である。
【０００８】
　上述した課題を解決するために本発明のプログラムは、
　コンピュータに対して、
　ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像された撮影画像に対して、同
じ撮影画像から異なる部分を切り出す画像処理を実行する機能と、
　前記各画像処理で得られた複数の処理画像を前記ライブビュー画像を表示させたままの
状態で、前記画像処理が完了した順番で順次表示させる機能と、
　を実現させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、撮影指示に応じて撮像された撮影画像の写り具合をライブビュー画像
と共に目視確認する場合に円滑な確認を期待することができ、その結果、適切な撮影支援
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】撮像装置として適用したデジタルカメラの基本的な構成要素を示したブロック図
。
【図２】現像画像を加工する処理として、現像画像を複数に分割して切り出す処理を説明
するための図。
【図３】現像画像を加工する処理としてその現像画像を複数に分割して切り出す処理（Ｐ
１）において、他の分割の仕方を説明するための図。
【図４】現像画像を加工する処理として、現像画像内から人間の顔を検出して特定人物で
あるかを認証し、特定人物であればその被写体部分を切り出す処理を説明するための図。
【図５】（１）、（２）は、現像画像及び各加工画像のサムネイル画像をモニタ画面の一
部に表示させる表示方式を説明するための図。
【図６】現像画像及び各加工画像のサムネイル画像をモニタ画面の一部に表示させる他の
表示方式を説明するための図。
【図７】電源投入に応じて実行開始されるデジタルカメラの動作（本実施形態の特徴的な
動作）を説明するためのフローチャート。
【図８】図７の動作に続くフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図１～図８を参照して本発明の実施形態を説明する。
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　図１は、撮像装置として適用したデジタルカメラの基本的な構成要素を示したブロック
図である。このデジタルカメラは、基本的な撮像機能、計時機能、撮影画像を現像する現
像処理を行う現像機能などを備え、静止画像のほかに動画像の撮影も可能なコンパクトカ
メラである。制御部１は、電源部（二次電池）２からの電力供給によって動作し、記憶部
３内の各種のプログラムに応じてこのデジタルカメラの全体動作を制御するもので、この
制御部１には図示しないＣＰＵ（中央演算処理装置）やメモリなどが設けられている。
【００１２】
　記憶部３は、例えば、ＲＯＭ、フラッシュメモリなどを有する構成で、後述する図７及
び図８に示した動作手順に応じて本実施形態を実現するためのプログラムや各種のアプリ
ケーションなどが格納されているプログラムメモリ３Ａを有している。更に、記憶部３は
、撮像された撮影データを一時記憶する複数個のバッファを備えたバッファメモリ３Ｂと
、このカメラが動作するために必要となる各種の情報（例えば、フラグなど）を一時的に
記憶するその他のワークメモリ３Ｃと、撮影画像を記録保存する画像メモリ３Ｄなどを有
している。なお、記憶部３は、例えば、ＳＤカード、ＩＣカードなど、着脱自在な可搬型
メモリ（記録メディア）を含む構成であってもよく、図示しないが、通信機能を介してネ
ットワークに接続されている状態においては所定のサーバ装置側の記憶領域を含むもので
あってもよい。
【００１３】
　操作部４は、図示省略したが、撮影が可能な動作モード（撮影モード）と、撮影済み画
像（保存画像）を再生する動作モード（再生モード）とを切り換えるモード変更ボタンと
、撮影開始を指示するレリーズボタンのほかに、露出やシャッタスピードなどの撮影条件
の設定操作、再生対象を選択する画像選択操作などを行う押しボタン式の各種のキーを備
えたもので、制御部１は、この操作部４からの入力操作信号に応じた処理として、例えば
、モード変更処理、撮影処理、撮影条件の設定、画像選択処理などを行う。
【００１４】
　撮像部５は、図示省略したが、光学レンズからの被写体像が撮像素子（ＣＣＤやＣＭＯ
Ｓなど）に結像されることにより被写体を高精細に撮影可能なカメラ部を構成するもので
、撮像素子によって光電変換された画像信号（アナログ値の信号）は、デジタル値のデー
タに変換されてＲＡＷ（Ｂａｙｅｒパターン）画像としてバッファメモリ３Ｂに一時記憶
される。なお、撮像部５は、制御部１の制御下で、オートフォーカス処理（ＡＦ処理）、
露出調整処理（ＡＥ処理）、オートホワイトバランス調整処理（ＡＷＢ）、画像圧縮処理
、画像復元処理なども実行可能となっている。
【００１５】
　現像処理部６は、バッファメモリ３Ｂ内に一時記憶された現像待ち画像、つまり、現像
待ちのＲＡＷ画像に対して、例えば、データ補間（デモザイク）を行ったり、カラー変換
したり、ホワイトバランスやシャープネスなどを調整したりする現像処理を行い、１画像
毎にその現像処理が完了したか否かを判別し、現像の完了時にはその完了通知を制御部１
に与える。この現像完了通知を受けた制御部１は、現像処理部６からその現像済みの撮影
画像（現像画像）を取得し、この現像画像を加工して加工画像を生成する加工処理を実行
するようにしている。そして、この加工処理によって生成した処理画像（加工画像）を現
像画像と共に所定のサイズに縮小し、その縮小画像（サムネイル画像）をライブビュー画
像の表示画面の一部に表示させるようにしている。そして、制御部１は、現像画像を圧縮
処理した後、記憶部３の画像メモリ（例えば、ＳＤカード）３Ｄに記録保存させる。
【００１６】
　ここで、撮影画像（現像画像）を加工する処理とは、（Ｐ１）：現像画像を複数に分割
してその分割画像の個々をそれぞれ切り出す処理と、（Ｐ２）：現像画像内から人間の顔
を検出して特定人物であるかを認証し、特定人物であれば、その被写体部分（人物部分）
を中心としてその個々をそれぞれ切り出す処理と、（Ｐ３）：現像画像内からオブジェク
ト（花、建物、乗り物など）を検出し、そのオブジェクト部分を中心としてその個々を切
り出す処理である。制御部１は、この３種類の加工処理の中から予めユーザ操作によって
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任意に選択された処理を実行するようにしている。なお、加工処理としては、この３種類
に限らず、例えば、現像画像から切り出した被写体部分（人物部分）の画像を予め用意さ
れている背景画像（例えば、風景画像）に合成した画像であってもよい。
【００１７】
　このような加工処理は、現像処理が完了したタイミングで実行され、その加工処理によ
って生成された処理画像（加工画像）は、ライブビュー画像の表示画面の一部に表示され
る。タッチ表示部７は、表示パネル７ａにタッチパネル７ｂを積層配設した構成で、表示
パネル７ａは、高精細液晶ディスプレイ又は有機ＥＬ（Electro　Luminescence）ディス
プレイで、撮像されたライブビュー画像を表示するモニタ画面として機能したり、撮影画
像を再生する再生画面として機能したりする。
【００１８】
　図２は、現像画像を加工する処理としてその現像画像を複数に分割して切り出す処理（
Ｐ１）を説明するための図である。
　現像画像Ａから切り出される５枚の分割画像Ｂ～Ｆのうち、分割画像Ｂは、現像画像Ａ
の中央部から切り出された画像を示し、分割画像Ｃ～Ｆは、現像画像Ａの全体を上下左右
に分割（四等分）して切り出された各画像を示している。そして、この現像画像Ａ及び各
分割画像Ｂ～Ｆは、それぞれ同一のサイズとなるように縮小されると共に、その縮小画像
（サムネイル画像）ａ～ｆは、ライブビュー画像の表示画面（モニタ画面）の一部に表示
される。この場合、複数のサムネイル画像ａ～ｆは、所定の順序（重要度に応じた順序）
で表示される。
【００１９】
　図２（１）は、複数のサムネイル画像ａ～ｆを“ａ～ｆ”の順（重要度の高い順）に配
列する場合で、先ず、最も重要度が高い画像として全体画像ａを配列し、次に重要度が高
い画像として中央部分からの切り出し画像ｂを配列し、最も重要度が低い画像として周辺
部分からの切り出し画像ｃ～ｆを配列する。図２（２）は、複数のサムネイル画像ａ～ｆ
を“ｂ、ｃ～ｆ、ａ”の順（重要度の高い順）に配列する場合で、先ず、最も重要度が高
い画像として中央部分からの切り出し画像ｂを配列し、次に重要度が高い画像として周辺
部分からの切り出し画像ｃ～ｆを配列し、最も重要度が低い画像として全体画像ａを配列
する。
【００２０】
　図２（３）は、複数のサムネイル画像ａ～ｆを“ｃ～ｆ、ａ、ｂ”の順（重要度の低い
順）に配列する場合で、先ず、最も重要度が低い画像として周辺部分からの切り出し画像
ｃ～ｆを配列し、次に重要度が低い画像として全体画像ａを配列し、最も重要度が高い画
像として中央部分からの切り出し画像ｂを配列する。なお、本実施形態においては、図２
（１）～（３）に示した各配列順のうち、どの配列順を使用して各サムネイル画像を表示
させるかは、予めユーザ操作により任意に選択可能としている。なお、配列順の種類は、
これに限らず、任意である。また、なお、周辺部分からの切り出し画像ｃ～ｆについても
、重要度を同一とするか異なるとするかは任意である。
【００２１】
　図３は、現像画像を加工する処理としてその現像画像を複数に分割して切り出す処理（
Ｐ１）において、他の分割の仕方を説明するための図である。
　現像画像Ａの中央部から切り出されたた画像Ｂと、この画像Ｂの周辺部を複数（六つ）
に分割して切り出された各画像Ｃ～Ｈを示している。この現像画像Ａ、分割画像Ｂ～Ｈは
、同一のサイズに縮小され、その縮小画像（サムネイル画像）ａ～ｈは、ライブビュー画
像のモニタ画面の一部に表示される。この場合、分割画像Ｂ～Ｈは、その切り出しの仕方
によって縦長画像と横長画像とが混在したものとなる。図示の例では、縦長画像と横長画
像が混在したままの状態で表示させる場合を示しているが、縦長画像を横長画像に変換し
、又は、横長画像を縦長画像に変換して表示させるようにしてもよい。なお、この複数の
サムネイル画像ａ～ｈは、図２の場合と基本的には同様に、所定の順序（重要度に応じた
順序）で表示される。
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【００２２】
　図４は、現像画像を加工する処理として、現像画像内から人間の顔を検出して特定人物
（例えば、家族）であるかを認証し、特定人物であればその被写体部分を切り出す処理（
Ｐ２）を説明するための図である。
　すなわち、現像画像Ａを解析して人物の顔を検出し、予め特定人物（例えば、家族）と
して登録されている人物の顔情報と比較することによって顔認証を行い、その結果、特定
人物であれば、その被写体部分（人物部分）を中心として切り出す処理を示している。こ
れによって切り出された画像（例えば、長男）Ｂ及び画像Ｃ（例えば、長女）の個々は、
人物部分を中心とする加工画像である。この現像画像Ａ及び加工画像Ｂ及びＣは、それぞ
れ同一のサイズとなるように縮小され、その縮小画像（サムネイル画像）ａ、ｂ、ｃは、
ライブビュー画像のモニタ画面の一部に表示される。この場合においても複数のサムネイ
ル画像ａ、ｂ、ｃは、図２の場合と基本的には同様に、画像ａ、ｂ、ｃの順のように所定
の順序（重要度に応じた順序）で表示される。
【００２３】
　また、加工処理（Ｐ３）の場合においても基本的には上述した加工処理（Ｐ２）と同様
であり、現像画像内からオブジェクト（花、建物、乗り物など）を検出し、そのオブジェ
クト部分を中心としてその個々を切り出した後に、各オブジェクト画像がそれぞれ同一の
サイズとなるように縮小し、その縮小画像（サムネイル画像）をライブビュー画像のモニ
タ画面の一部に表示させるようにしている。この場合においても複数のサムネイル画像は
、所定の順序（重要度に応じた順序）で表示される。
【００２４】
　なお、上述のように、撮影指示に応じて撮像された撮影画像に対する複数の画像処理と
して、現像処理と加工処理を実行するようにしたが、加工処理の個々を複数の画像処理と
してもよい。例えば、加工処理（Ｐ１）の場合には、現像画像を分割する処理と分割画像
を切り出す処理を含めて複数の画像処理としてもよい。また、加工処理（Ｐ２）の場合に
は、現像画像内から人間の顔を検出して特定人物であるかを認証する処理と、特定人物で
あれば、その被写体部分（人物部分）を中心としてその個々をそれぞれ切り出す処理を含
めて複数の画像処理としてもよい。また、加工処理（Ｐ３）の場合には、現像画像内から
オブジェクト（花、建物、乗り物など）を検出する処理と、検出したオブジェクト部分を
中心としてその個々を切り出す処理を含めて複数の画像処理としてもよい。
【００２５】
　上述の加工処理によって得られたサムネイル画像をライブビュー画像のモニタ画面の一
部に表示させる場合に本実施形態においては、その表示方式として、（Ｄ１）：現像画像
及び各加工画像のサムネイル画像をモニタ画面の一部（ライブビュー画像の下の領域）に
並べて同時に表示させる並列表示方式と、（Ｄ２）：現像画像及び各加工画像のサムネイ
ル画像をモニタ画面の一部（ライブビュー画像の下の領域）に順次追加表示させる追加表
示方式と、（Ｄ３）：現像画像及び各加工画像のサムネイル画像をモニタ画面の一部（ラ
イブビュー画像の下及び右の領域）に順次追加表示させる特殊追加表示方式がある。制御
部１は、この３種類の表示方式の中からユーザ操作によって任意に選択された表示方式に
したがって画像表示を制御するようにしている。
【００２６】
　図５（１）は、現像画像及び各加工画像のサムネイル画像をモニタ画面の一部（ライブ
ビュー画像の下の領域）に所定の順序に並べて同時に表示させる並列表示方式（Ｄ１）を
説明するための図である。
　図示の例では、ライブビュー画像の下側の領域（サムネイル画像の表示領域）に、現像
画像のサムネイル画像ａ、各加工画像のサムネイル画像ｂ～ｅが横一列に並列表示されて
いる状態を示し、このサムネイル画像の表示領域は、サムネイル画像を５枚まで並列に表
示可能となっているが、その数はサムネイル画像の大きさに応じて変更可能となる。なお
、図示の例は、サムネイル画像を５枚まで並列して表示する場合を示したが、画面サイズ
や画像サイズを考慮してその数はこれに限らず、また、画面幅を超える枚数の場合には、
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一定時間後に自動的に次の画像列に切り替えるようにしてもよい。
【００２７】
　図５（２）は、現像画像及び各加工画像のサムネイル画像をモニタ画面の一部（ライブ
ビュー画像の下の領域）に所定の順序にしたがって順次追加表示させる追加表示方式（Ｄ
２）を説明するための図である。
　図示の例は、ライブビュー画像の下の領域（サムネイル画像の表示領域）に、現像画像
のサムネイル画像ａ及び各加工画像のサムネイル画像ｂ～ｅを順次追加表示させる場合で
ある。この場合、制御部１は、先頭の画像ａがモニタ画面の左下に表示されている状態で
一定時間が経過すると、画像ａを右にシフトして次の画像ｂを画像ａの表示位置に追加表
示させ、更に一定時間が経過すると、画像ａ及び画像ｂを右にシフトして次の画像ｃを追
加表示させる。そして、画像ｅ、ｄ、ｃが表示されている状態において、一定時間が経過
すると、最初の画像ａが追加表示される。以下、一定時間が経過する毎に次の画像が追加
表示されることによって各画像は、循環的に表示されることになる。
【００２８】
　図示の例では、ライブビュー画像が表示されているモニタ画面に画像ｃが追加表示され
たときに、その画像ｃ、ｂ、ａが並列表示される。また、画像ｄが追加表示されたときに
、画像ａがモニタ画面から外れるために画像ｄ、ｃ、ｂが並列表示され、画像ｅが追加表
示されたときに、画像ｂがモニタ画面から外れるために画像ｅ、ｄ、ｃが並列表示される
。なお、図中、矢印方向は、このような追加表示によって画像が進行する方向を示し、図
示の例は左から進入して右から退出する場合である。
【００２９】
　図６は、現像画像及び各加工画像のサムネイル画像をモニタ画面の一部（ライブビュー
画像の下及び右の領域）に所定の順序にしたがって順次追加表示させる特殊追加表示方式
（Ｄ３）を説明するための図である。
　図示の例は、ライブビュー画像の下及び右の領域（サムネイル画像の表示領域）に、現
像画像のサムネイル画像ａ、各加工画像のサムネイル画像ｂ～ｇを順次追加表示させる場
合である。すなわち、モニタ画面上のライブビュー画像の縦横比を維持するようにそのラ
イブビュー画像の縦方向及び横方向の一辺部（ライブビュー画像の下及び右の領域）をサ
ムネイル画像の表示領域として確保し、その領域内に各画像ａ～ｇを順次追加表示させる
場合である。図示の例では、サムネイル画像の表示領域を、左右を反転したＬ字型とした
場合で、この領域内に画像を追加表示する場合には、先ず、先頭の画像ａが画面の右上に
追加表示させた後、以下、一定時間が経過する毎に次の画像を順次追加表示させることに
よって各画像は、循環的に表示される。
【００３０】
　この特殊追加表示方式（Ｄ３）においても、上述した図５（２）の表示形式と同様に、
一定時間が経過する毎に次の画像を順次追加表示させるが、図５（２）の場合には３枚の
画像までの同時表示であるのに対し、図６の表示形式の場合には、７枚の画像までの同時
表示が可能となる。なお、同時表示が可能な枚数は、これに限らない。また、図中、矢印
方向は、このような追加表示によって画像が進行する方向を示し、図示の例では左から進
入して右から退出する場合である。なお、上述した図５（１）、（２）、図６で示したサ
ムネイル画像の表示領域は、ライブビュー画像の外側に設けた専用の領域としてもよいが
、サムネイル画像をライブビュー画像に重ね合わせて合成表示することによって設けられ
た領域としてもよい。
【００３１】
　このように本実施形態において撮像装置（デジタルカメラ）は、ライブビュー画像の表
示中における撮影指示（レリーズボタンの操作）に応じて撮像された撮影画像に対して複
数の画像処理（現像処理、加工処理）を実行する画像処理手段（制御部１、プログラムメ
モリ３Ａ）と、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像（現像画像
、加工画像）を前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で順次又は同時に表示させ
る表示制御手段（制御部１、プログラムメモリ３Ａ、タッチ表示部７）と、を備える構成
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となっている。
【００３２】
　次に、本実施形態における撮像装置（デジタルカメラ）の動作概念を図７及び図８に示
すフローチャートを参照して説明する。ここで、これらのフローチャートに記述されてい
る各機能は、読み取り可能なプログラムコードの形態で格納されており、このプログラム
コードにしたがった動作が逐次実行される。また、ネットワークなどの伝送媒体を介して
伝送されてきた上述のプログラムコードに従った動作を逐次実行することもできる。すな
わち、記録媒体のほかに、伝送媒体を介して外部供給されたプログラム／データを利用し
て本実施形態特有の動作を実行することもできる。
【００３３】
　図７及び図８は、電源投入に応じて実行開始されるデジタルカメラの動作（本実施形態
の特徴的な動作）を説明するためのフローチャートである。
　先ず、制御部１は、電源投入操作に応じてメモリなどをクリアする初期化処理を実行し
た後、動作モード（撮影モード／再生モード）を判別し（図７のステップＳ１）、再生モ
ードであれば（ステップＳ１）、再生処理に移り（ステップＳ２）、再生対象として選択
された画像をタッチ表示部７に表示させる。そして、再生モードを解除する操作が行われ
たかを調べ（ステップＳ３）、再生モードが解除されるまで再生処理を継続するが、再生
モードの解除を指示する操作が行われたときには（ステップＳ３でＹＥＳ）、上述のステ
ップＳ１に戻る。これによって撮影モードに切り替えられると（ステップＳ１でＹＥＳ）
、以下、撮影モードに応じた処理の実行に移る（ステップＳ４～Ｓ２９）。
【００３４】
　制御部１は、撮影モードに切り替えられると、ライブビュー画像をモニタ画面に表示さ
せる動作を開始する（ステップＳ４）。そして、操作部４のレリーズボタンの操作によっ
て撮影が指示されたかを調べ（ステップＳ５）、撮影が指示されなければ（ステップＳ５
でＮＯ）、レリーズボタン以外の操作に応じてその操作に応じた処理に移る（ステップＳ
６）。例えば、露出補正ボタン、フォーカスリンクなどが操作された場合には、その操作
に応じて撮影条件を設定する処理を実行し、また、上述した現像画像を加工する処理（Ｐ
１）～（Ｐ３）の中から任意の加工処理を選択する操作が行われた場合には、その操作に
応じて加工処理を選択する処理を実行し、また、上述した表示方式（Ｄ１）～（Ｄ３）の
中から任意の表示方式を選択する操作が行われた場合には、その操作に応じて表示方式を
選択する処理を実行する。そして、撮影モードを解除する操作が行われたかを調べ（ステ
ップＳ７）、撮影モードの解除が指示されたときには（ステップＳ７でＹＥＳ）、上述の
ステップＳ１に戻るが、撮影モードのままであれば（ステップＳ７でＮＯ）、後述するス
テップＳ８に移る。
【００３５】
　いま、レリーズボタンが操作されて撮影が指示されたときには（ステップＳ５でＹＥＳ
）、それに応答して撮影された撮影画像（ＲＡＷ画像）をバッファメモリ３Ｂに格納し（
ステップＳ９）、現像処理部６にその撮影画像（ＲＡＷ画像）の現像を依頼する（ステッ
プＳ１０）。この場合、現像処理部６は、制御部１から新たな現像依頼を受け取ると、バ
ッファメモリ３Ｂ内の空いているバッファ領域に現像依頼された撮影画像を格納し、また
、バッファメモリ３Ｂ内の現像待ち画像に対してその１画像分の現像が完了したときには
、制御部１に対して現像の完了を通知する。
【００３６】
　制御部１は、現像処理部６から現像完了の通知を受けたかを調べ（ステップＳ１１）、
現像中であれば（ステップＳ１１でＮＯ）、バッファメモリ３Ｂ内に空きが有るかを調べ
（ステップＳ１２）、空きが無ければ（ステップＳ１２でＮＯ）、上述のステップＳ１１
に戻り、現像が完了するまで待機状態となるが、バッファメモリ３Ｂ内に空きが有れば（
ステップＳ１２でＹＥＳ）、上述のステップＳ５に戻る。ここで、撮影が指示されず（ス
テップＳ５でＮＯ）、かつ撮影モードのままであれば（ステップＳ７でＮＯ）、現像処理
部６から現像完了の通知を受けたかを調べ（ステップＳ８）、完了通知を受けなければ（
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ステップＳ８でＮＯ）、後述するステップＳ２５に移る。
【００３７】
　現像完了の通知を受けたときには（ステップＳ８でＹＥＳ又はステップＳ１１でＹＥＳ
）、現像処理部６から現像済みの撮影画像（現像画像）を取得して、画像メモリ３Ｄに圧
縮保存する処理（ステップＳ１３）を行った後、図８のフローに移り、予めユーザ操作に
よって選択された現像画像を加工する処理の種別を判別する（ステップＳ１４）。すなわ
ち、現像画像の分割処理（Ｐ１）が選択されているのか、現像画像内から特定人物の被写
体部分（人物部分）を切り出す顔検出処理（Ｐ２）が選択されているのか、現像画像内か
らオブジェクト部分を切り出すオブジェクト検出処理（Ｐ３）が選択されているのかを調
べる。
【００３８】
　分割処理（Ｐ１）が選択されているときには、例えば、図２又は図３に示すように現像
画像を複数に分割して各分割画像をそれぞれ切り出す処理を行う（ステップＳ１５）。ま
た、顔検出処理（Ｐ２）が選択されているときには、例えば、図４に示すように現像画像
内から人間の顔を検出して特定人物であるかを認証し、特定人物であれば、その被写体部
分（人物部分）を中心として切り出す処理を行う（ステップＳＳ１６）。また、オブジェ
クト検出処理（Ｐ３）が選択されているときには、現像画像内からオブジェクト（花、建
物、乗り物など）を検出してそのオブジェクト部分を中心として切り出す処理を行う（ス
テップＳ１７）。
【００３９】
　そして、制御部１は、上述のようにして得られた現像画像及び各加工画像を同一のサイ
ズに縮小してサムネイル画像を生成すると共に（ステップＳ１８）、この複数のサムネイ
ル画像を所定の順序（画像の重要度に応じた順序）に配列する（ステップＳ１９）。例え
ば、重要度の高い順又は重要度の低い順に配列するようにしているが、その配列の仕方は
ユーザ操作により任意に指定された順であってもよい。次に、予めユーザ操作によって選
択されたサムネイル画像の表示方式の種別を判別する（ステップＳ２０）。すなわち、並
列表示方式（Ｄ１）が選択されているのか、追加表示方式（Ｄ２）が選択されているのか
、特殊追加表示方式（Ｄ３）が選択されているのかを調べる。
【００４０】
　ここで、並列表示方式（Ｄ１）が選択されているときには、例えば、図５（１）に示す
ように、複数のサムネイル画像を所定の順序でモニタ画面の一部（ライブビュー画像の下
の領域）に所定の順序（その画像の重要度に応じた順序）に並べて並列表示させる（ステ
ップＳ２１）。また、追加表示方式（Ｄ２）が選択されているときには、例えば、図５（
２）に示すように、複数のサムネイル画像のうちその先頭の画像をモニタ画面の一部（ラ
イブビュー画像の下の領域）に追加表示させる（ステップＳ２２）。この場合、その先頭
画像は画面の左端に追加表示される。また、特殊追加表示方式（Ｄ３）が選択されている
ときには、例えば、図６に示すように、複数のサムネイル画像のうちその先頭の画像をモ
ニタ画面の一部（ライブビュー画像の下及び右の領域）に追加表示させる（ステップＳ２
３）。この場合、その先頭画像は、画面の右上に追加表示される。
【００４１】
　このようにしてサムネイル画像の表示を開始すると、タイマ（図示省略）の計測動作を
開始させ（ステップＳ２４）、タイムアウトかを調べる（ステップＳ２５）。このタイマ
は、サムネイル画像の表示を一定時間に制限するためにサムネイル画像の表示時間を計測
するもので、サムネイル表示を開始した時点ではタイムアウト前であるから（ステップＳ
２５でＮＯ）、ステップＳ２７に移り、選択されている表示方式は、追加表示方式（Ｄ２
）又は特殊追加表示方式（Ｄ３）であるかを調べる。
【００４２】
　ここで、並列表示方式（Ｄ１）が選択されているときには（ステップＳ２７でＮＯ）、
図７のステップＳ５に戻るが、追加表示方式（Ｄ２）又は特殊追加表示方式（Ｄ３）が選
択されているときには（ステップＳ２７でＹＥＳ）、次の画像の追加タイミング（例えば
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、０．５秒間隔）であるかを調べる（ステップＳ２８）。ここで、追加タイミングでなけ
れば（ステップＳ２８でＮＯ）、図７のステップＳ５に戻るが、追加タイミングであれば
（ステップＳ２８でＹＥＳ）、次の画像を追加表示させる処理（ステップＳ２９）を行っ
た後、図７のステップＳ５に戻る。このような表示動作を行うことによってサムネイル画
像の表示を開始してから一定時間が経過し、そのタイムアウトを検出すると（ステップＳ
でＹＥＳ）、ライブビュー画像の表示画面（モニタ画面）に表示されているサムネイル画
像を全て消去する処理（ステップＳ２６）を行った後、図７のステップＳ５に戻る。以下
、撮影が指示される毎に上述の動作を繰り返す。
【００４３】
　以上のように、本実施形態において制御部１は、ライブビュー画像の表示中における撮
影指示（レリーズボタンの操作）に応じて撮像された撮影画像に対して複数の画像処理を
実行し、各画像処理で得られた複数の処理画像をライブビュー画像を表示させたままの状
態で順次又は同時にタッチ表示部７に表示させるようにしたので、ライブビュー画像と共
に表示される処理画像は多彩なものとなり、撮影指示に応じて撮像された撮影画像の写り
具合をライブビュー画像と共に目視確認する場合に円滑な確認を期待することができ、そ
の結果、適切な撮影支援が可能となる。
【００４４】
　制御部１は、ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像及び撮像された
撮影画像に対する複数の画像処理を開始すると共に、ライブビュー画像を表示させたまま
の状態で複数の画像処理を実行し、その各画像処理の完了に応じて、各画像処理で得られ
た処理画像をライブビュー画像を表示させたままの状態で順次又は同時に表示させるよう
にしたので、ライブビュー画像の表示を中断することなく、複数の画像処理を実行して各
処理画像をライブビュー画像と共に確認可能な状態とすることができる。
【００４５】
　制御部１は、各画像処理で得られた複数の処理画像を所定の順序でライブビュー画像と
共に同時に表示させるようにしたので、ユーザは個々の処理画像をその表示順序にしたが
って順次確認することができ、更にその確認が円滑なものとなる。
【００４６】
　制御部１は、各画像処理で得られた複数の処理画像をその重要度に応じた順序で表示さ
せるようにしたので、ユーザは個々の処理画像を重要度の高い順又は重要度の低い順に確
認することができ、更にその確認が円滑なものとなる。
【００４７】
　制御部１は、各画像処理で得られた複数の処理画像をライブビュー画像の表示画面の一
部に並べて並列表示させるようにしたので、ライブビュー画像の表示画面上で全ての処理
画像を見比べることができる。
【００４８】
　制御部１は、各画像処理で得られた複数の処理画像をライブビュー画像の表示画面の一
部に順次追加表示させるようにしたので、ユーザは追加表示されたタイミングでその追加
表示の画像を確認することができるほか、それ以前に追加されて表示されている画像も併
せて確認することができる。
【００４９】
　制御部１は、ライブビュー画像の縦横比を維持するようにその縦方向及び横方向の一辺
部に確保した領域内に複数の処理画像を順次追加表示させるようにしたので、複数の処理
画像を追加表示させたとしてもライブビュー画像の縦横比を維持することができると共に
、追加表示中の画像数を多くすることが可能となる。
【００５０】
　複数の画像処理は、同じ撮影画像から異なる部分を切り出す処理であるから、例えば、
現像画像を複数に分割し個々の分割画像をライブビュー画像と共に表示させることができ
る。この場合、中心部分の分割画像を確認してからその周囲の分割画像を確認することが
できるなど、個々の分割画像を時系列的に確認することも可能となる。
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【００５１】
　複数の画像処理は、同じ撮影画像から各々が異なる被写体部分を検出してその被写体部
分を切り出す処理であるから、例えば、人物やオブジェクト（花、建物、乗り物など）部
分を切り出した個々の被写体部分の画像をライブビュー画像と共に表示させることができ
る。この場合、個々の画像を時系列的に確認することも可能となる。
【００５２】
　複数の画像処理の中には、撮影指示に応じて撮像された撮影画像を現像する現像処理と
、この現像処理により生成された現像画像を加工して加工画像を生成する加工処理を含む
ので、現像後の加工画像を得ることができる。
【００５３】
　制御部１は、現像処理が完了したタイミングで加工処理を実行した際に、この現像画像
と加工画像をライブビュー画像の表示画面の一部に表示させるようにしたので、ユーザは
現像直後に現像画像と共にその加工画像を確認することができる。
【００５４】
　なお、上述した実施形態においては、複数の画像処理の全てが完了したタイミングで、
各々の画像処理で得られた処理画像を表示させるようにしたが、複数の画像処理の各々が
完了したタイミングで、各々の画像処理で得られた処理画像を表示させるようにしてもよ
い。例えば、複数の画像処理の中に現像処理と加工処理を含む場合には、現像処理が完了
した直後にその現像画像の表示を開始し、その加工処理が完了した直後にその加工画像を
表示するようにしてもよい。これによって処理が完了する毎にその画像を逐次表示させる
ことができ、撮影指示してから時間を空けずに画像を表示することが可能となる。
【００５５】
　このように画像処理が完了する毎にその画像を逐次表示させる場合に、制御部１は、ラ
イブビュー画像を表示させたままの状態で複数の画像処理を順番に実行し、かつ、ライブ
ビュー画像を表示させたままの状態で、各画像処理が完了した順番で各画像処理により得
られた処理画像を表示させるようにしてもよい。このように画像処理が完了する毎にその
画像を逐次表示させることにより全ての画像処理が完了した時点でその処理画像を表示す
るものに比べて処理画像を素早く表示させることができる。
【００５６】
　上述した実施形態においては、複数の画像処理によって得られた処理画像を並列表示又
は追加表示するようにしたが、複数の処理画像を所定の順序に従った順番でライブビュー
画像の表示画面の一部に順次切り換えながら表示するようにしはてもよい。これによって
ライブビュー画像の表示を中断することなく、ライブビュー画像と見比べられる処理画像
を順次変更することができる。
【００５７】
　上述した実施形態においては、一回の撮影指示で一枚の画像を撮影する場合を例示した
が、ライブビュー画像を表示させたままの状態で順次行われる複数回の撮影指示に応じて
順次撮影される複数の撮影画像（例えば、連写された複数の撮影画像）の各々に対して、
複数の画像処理のいずれかを実行して得られた複数の処理画像を、ライブビュー画像を表
示させたままの状態で順次又は同時に表示するようにしてもよい。つまり、一つの撮影画
像に対しては１つの処理画像だけを表示するが、各々の撮影画像で表示対象となる画像処
理の種類が異なる場合には、複数の撮影画像の全体として、撮像された（複数の）撮影画
像に対して複数の画像処理を実行して得られた複数の処理画像をライブビュー画像を表示
させたままの状態で順次又は同時に表示するようにしてもよい。これによって、ユーザは
、複数回の撮影のそれぞれについて、複数の撮影画像に対して複数の画像処理を実行して
得られた複数の処理画像を見比べることができる。
【００５８】
　上述した実施形態においては、複数の処理画像として現像画像及び加工画像を、ライブ
ビュー画像を表示させたままの状態で順次又は同時に表示させるようにしたが、これに限
らず、以下のような表示方法であってもよい。例えば、現像画像を表示せずに、ライブビ
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ュー画像を表示させたままの状態で加工画像を順次表示又は同時表示するようにしてもよ
い。又は、現像画像と加工画像を順次表示した後、複数の加工画像を同時に表示するよう
にしてもよい。又は、現像完了後に現像画像を表示した後、複数の加工処理が完了した場
合に、現像画像の表示を削除して複数の加工画像を同時に表示するようにしてもよい。こ
のような表示方法の中から複数の処理画像として現像画像及び加工画像を、どのような方
法で表示するかをユーザ操作により任意に選択可能としてもよい。
【００５９】
　上述した実施形態においては、複数の画像処理の全てが完了し、その画像処理の表示を
開始してから撮影指示を受け付け可能としたが、複数の画像処理のいずれかが実行中であ
っても撮影指示を受け付け可能とする、つまり、撮影指示を待機する撮影準備状態を維持
するようにしてもよい。これによってユーザにあっては複数の画像処理の完了を待つこと
なく、次の撮影を指示することができる。
【００６０】
　また、複数の画像処理は、同じ撮影画像を並行処理する異なる画像処理であってもよく
、又は同じ撮影画像を逐次処理する異なる画像処理であってもよい。
　また、例えば、複数の画像処理を並行して実行した場合には各処理画像を同時表示（並
列表示）し、複数の画像処理を逐次実行した場合には各処理画像を順次表示するなど、処
理の種類や処理時間に応じて表示方法を選択するようにしてもよい。
【００６１】
　上述した実施形態においては、一回の撮影指示で一枚の画像を撮影する場合を例示した
が、例えば、一回の撮影指示で撮影パラメータ（例えば、露出、ホワイトバランスなど）
の初期値（基準値）及びその初期値を変更した値に基づいて複数回の高速撮影を連続して
行うブラケッテング撮影機能や一回の撮影指示で複数枚の撮影を連続して行う連写機能を
備えたデジタルカメラにおいては、そのブラケッテング撮影や連写にも同様に適用可能で
ある。この場合、ブラケッテング撮影や連写された複数の撮影画像の個々に対して複数の
画像処理を実行するようにしてもよい。例えば、露出のブラケッテング撮影を行った場合
には、“露出＝ＡＥ、－２ＥＶ、＋２ＥＶで撮影された各撮影画像の個々に対して複数の
画像処理（現像処理、加工処理）を実行するようにしてもよい。この場合においても各画
像処理で得られた複数の処理画像をライブビュー画像と共に同時に表示させるようにすれ
ば、ユーザはその処理画像の表示で露出状態を確認し、所望する露出を素早く見つけ出す
ことが可能となる。
【００６２】
　また、上述した実施形態においては、撮像装置としてデジタルカメラに適用した場合を
示したが、これに限らず、カメラ機能付きスマートフォンなどの携帯電話・タブレット端
末・ＰＤＡ（個人向け携帯型情報通信機器）・電子ゲーム・音楽プレイヤーなどであって
もよい。
【００６３】
　また、上述した実施形態において示した“装置”や“部”とは、機能別に複数の筐体に
分離されていてもよく、単一の筐体に限らない。また、上述したフローチャートに記述し
た各ステップは、時系列的な処理に限らず、複数のステップを並列的に処理したり、別個
独立して処理したりするようにしてもよい。
【００６４】
　以上、この発明の実施形態について説明したが、この発明は、これに限定されるもので
はなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
　以下、本願出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
（付記）
（請求項１）
　請求項１に記載の発明は、
　ライブビュー画像を表示する撮像装置であって、
　前記ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像された撮影画像に対して
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複数の画像処理を実行する画像処理手段と、
　前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を前記ライブビュー画像
を表示させたままの状態で順次又は同時に表示させる表示制御手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項２）
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の撮像装置において、
　前記画像処理手段は、前記ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像及
び撮像された撮影画像に対する複数の画像処理を開始すると共に、前記ライブビュー画像
を表示させたままの状態で前記複数の画像処理を実行し、
　前記表示制御手段は、前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で、前記画像処理
手段による各画像処理の完了に応じて、各画像処理で得られた処理画像を順次又は同時に
表示させる、
　ことを特徴とする記載の撮像装置である。
（請求項３）
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の撮像装置において、
　前記表示制御手段は、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を
所定の順序で前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で順次又は同時に表示させる
、
　ことを特徴とする撮像装置である。（請求項４）
　請求項４に記載の発明は、請求項２に記載の撮像装置において、
　前記表示制御手段は、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を
所定の順序に従った表示位置で前記ライブビュー画像の表示画面の一部に並べて並列表示
させる、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項５）
　請求項５に記載の発明は、請求項２に記載の撮像装置において、
　前記表示制御手段は、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を
所定の順序に従った順番で前記ライブビュー画像の表示画面の一部に順次追加表示させる
、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項６）
　請求項６に記載の発明は、請求項２に記載の撮像装置において、
　前記表示制御手段は、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を
前記所定の順序に従った順番で前記ライブビュー画像の表示画面の一部に順次切り換えな
がら表示させていく、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項７）
　請求項７に記載の発明は、請求項２～請求項６のいずれか１項に記載の撮像装置におい
て、
　前記表示制御手段は、前記画像処理手段による各画像処理で得られた複数の処理画像を
その重要度に応じた順序で表示させる、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項８）
　請求項８に記載の発明は、請求項２～請求項６のいずれか１項に記載の撮像装置におい
て、
　前記画像処理手段は、前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で前記複数の画像
処理を順番に実行し、
　前記表示制御手段は、前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で、前記画像処理
手段による各画像処理が完了した順番で各画像処理により得られた処理画像を表示させて
いく、
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　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項９）
　請求項９に記載の発明は、請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の撮像装置におい
て、
　前記画像処理手段は、前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で順次行われる複
数回の撮影指示に応じて順次撮像される複数の撮影画像の各々に対して、前記複数の画像
処理を順次実行し、
　前記表示制御手段は、複数の撮影画像の各々に対して前記複数の画像処理のいずれかを
実行して得られた複数の処理画像を、前記ライブビュー画像を表示させたままの状態で順
次又は同時に表示させる、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１０）
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の撮像装置にお
いて、
　前記表示制御手段は、前記ライブビュー画像の縦横比を維持するようにその縦方向及び
横方向の一辺部に確保した領域を、前記ライブビュー画像の表示画面の一部とし、この領
域内に前記複数の処理画像を順次追加表示させる、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１１）
　請求項１１に記載の発明は、請求項１～請求項１０のいずれか１項に記載の撮像装置に
おいて、
　前記画像処理手段による複数の画像処理は、同じ撮影画像から異なる部分を切り出す処
理である、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１２）
　請求項１２に記載の発明は、請求項１～請求項１０のいずれか１項に記載の撮像装置に
おいて、
　前記画像処理手段による複数の画像処理は、同じ撮影画像から各々が異なる被写体部分
を検出してその被写体部分を切り出す処理である、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１３）
　請求項１３に記載の発明は、請求項１～請求項１２のいずれか１項に記載の撮像装置に
おいて、
　前記画像処理手段による複数の画像処理の中には、前記撮影指示に応じて撮像されたＲ
ＡＷ画像を現像する現像処理と、この現像処理により生成された現像画像を加工して加工
画像を生成する加工処理を含む、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１４）
　請求項１４に記載の発明は、請求項１３に記載の撮像装置において、
　前記画像処理手段は、前記現像処理が完了したタイミングで前記加工処理を実行し、
　前記表示制御手段は、前記現像処理により生成された現像画像と前記加工処理により生
成された加工画像を前記ライブビュー画像の表示画面の一部に表示させる、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１５）
　請求項１５に記載の発明は、請求項１４に記載の撮像装置において、
　前記表示制御手段は、前記複数の画像処理の各々が完了したタイミングで、各々の画像
処理で得られた処理画像を表示させる、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１６）
　請求項１６に記載の発明は、請求項１～請求項１５のいずれか１項に記載の撮像装置に



(16) JP 6332827 B2 2018.5.30

10

20

30

おいて、
　前記画像処理手段による前記複数の画像処理のいずれかが実行中であっても撮影指示を
待機する撮影準備状態を維持する撮影制御手段を更に備える、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１７）
　請求項１７に記載の発明は、
　ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像された撮影画像に対して複数
の画像処理を実行するステップと、
　前記各画像処理で得られた複数の処理画像を前記ライブビュー画像を表示させたままの
状態で順次又は同時に表示させるステップと、
　を含むことを特徴とする撮像方法である。
（請求項１８）
　請求項１８に記載の発明は、
　コンピュータに対して、
　ライブビュー画像の表示中における撮影指示に応じて撮像された撮影画像に対して複数
の画像処理を実行する機能と、
　前記各画像処理で得られた複数の処理画像を前記ライブビュー画像を表示させたままの
状態で順次又は同時に表示させる機能と、
　を実現させるためのプログラムである。
【符号の説明】
【００６５】
　１　制御部
　３　記憶部
　３Ａ　プログラムメモリ
　３Ｂ　バッファメモリ
　３Ｄ　画像メモリ
　４　操作部
　５　撮像部
　６　現像処理部
　７　タッチ表示部
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