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(57)【要約】
【課題】機器の条件設定時の操作性を向上させた表示制
御装置を提供すること。
【解決手段】表示制御装置は、画面上で機器の条件を設
定するための条件設定画面の表示を制御する表示制御部
を備え、表示制御部は、機器の条件の設定項目をまとめ
た一覧画面１００を表示し、指示に応じて、一覧画面の
中で１以上の設定項目を表示した項目プレート２１０ａ
を一覧画面に重ねて表示する。
【選択図】図５Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面上で機器の条件を設定するための条件設定画面の表示を制御する表示制御部を備え
、
　前記表示制御部は、機器の条件の設定項目をまとめた一覧画面を表示し、指示に応じて
、前記一覧画面の中で１以上の設定項目を表示した項目プレートを前記一覧画面に重ねて
表示する
ことを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記一覧画面の中で指定された設定項目及び前記指定された設定項
目に機能が関連する設定項目を前記項目プレートに表示する
ことを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記項目プレートに表示された設定項目に対応する条件を示す選択
肢列を表示する
ことを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記項目プレートと離して、前記選択肢列を表示する
ことを特徴とする請求項３に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記項目プレートと共に、前記選択肢列に表示された条件を選択す
るための操作ガイドを表示する
ことを特徴とする請求項３に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記一覧画面において、前記機能が関連する複数の設定項目からな
る領域を関連項目ブロックとして分けて表示する
ことを特徴とする請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記項目プレートとして、複数の前記関連項目ブロックに対応する
各項目プレートを、前記一覧画面に重ねて表示する
ことを特徴とする請求項６に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記項目プレートを、各設定項目に対応する複数枚の項目プレート
の束として表示する
ことを特徴とする請求項７に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記表示制御部は、前記一覧画面でいずれかの設定項目が指定された場合に、前記指定
された設定項目と共に、前記一覧画面で前記指定項目の近傍に配置される設定項目を前記
項目プレートに表示する
ことを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、指示に応じて前記項目プレートの位置を前記一覧画面上で移動させ
、前記移動した項目プレートに表示される設定項目を、移動した前記項目プレートにより
隠される前記一覧画面の設定項目に変更する
ことを特徴とする請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、指示に応じて、前記項目プレートに表示される設定項目を拡大表示
する
ことを特徴とする請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１２】
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　当該表示制御装置は、撮像機器に設けられ、前記表示制御部は、前記撮像機器の撮影条
件の設定項目を設定するための条件設定画面の表示を制御する
ことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか1項に記載の表示制御装置。
【請求項１３】
　画面上で機器の条件を設定するための条件設定画面の表示を制御する表示制御方法にお
いて、
　機器の条件の設定項目をまとめた一覧画面を表示し、
　指示に応じて、前記一覧画面の中で１以上の設定項目を表示した項目プレートを前記一
覧画面に重ねて表示する
ことを特徴とする表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器条件の設定値を変更するためのユーザーインターフェースの技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　多機能電話やデジタルカメラ等の携帯型の情報機器の多くにはタッチパネルが搭載され
、タッチパネルに表示される各種設定画面へのタッチ操作により必要な条件設定が行われ
る。このように小型サイズのタッチパネルにおいて、情報機器に搭載されている機能は豊
富であるため、機器の設定条件は階層的に構成されることが多い。このようなものとして
、例えば特許文献１が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１５９１６６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、特許文献１の提案では、表示領域がタッチ領域を兼ねている。多数の情報を表
示する際には、タッチ操作性を向上するためにタッチ用のアイコンが所定以上のサイズが
必要になるため、まとめて表示できる情報の数に制限が生じて視認性に欠ける。また、階
層的に構成した場合には、下位の階層に遷移した際にその上位階層にどのような設定条件
があるか等が分かりにくくなる。一覧性を損なわずに、かつ条件設定を行う際に項目やそ
の条件の選択操作が容易な条件設定画面が求められる。
【０００５】
　本願発明は、上記課題に鑑み、機器条件の設定時に、操作性を向上させた条件設定画面
を表示する表示制御装置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】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の表示制御装置は、画面上で機器の条件を設定する
ための条件設定画面の表示を制御する表示制御部を備え、前記表示制御部は、機器の条件
の設定項目をまとめた一覧画面を表示し、指示に応じて、前記一覧画面の中で１以上の設
定項目を表示した項目プレートを前記一覧画面に重ねて表示する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、機器条件の設定時に、操作性を向上させた条件設定画面を表示する表
示制御装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】本発明の実施の形態に係るデジタルカメラのブロック図である。
【図２】第１実施形態における、撮影条件設定画面の表示制御処理の手順を説明するフロ
ーチャートである。
【図３】ライブビューが表示された画面である。
【図４】一覧画面の表示例である。
【図５Ａ】関連項目プレートの表示開始時の画面である。
【図５Ｂ】関連項目プレートの拡大図である。
【図５Ｃ】関連項目プレートに、操作ガイドと選択肢列を加わった画面である。
【図６Ａ】単一項目プレートの表示開始時の画面である。
【図６Ｂ】単一項目プレートに、操作ガイドと選択肢列を加わった画面である。
【図７】関連項目プレートで、選択肢が変更された画面である。
【図８Ａ】第１の確定操作後の一覧画面である。
【図８Ｂ】関連項目プレートにおける、第２の確定操作後の画面である。
【図８Ｃ】関連項目プレートにおける、第３の確定操作後の画面である。
【図９Ａ】明るさ調整の関連項目プレートを説明する画面１である。
【図９Ｂ】明るさ調整の関連項目プレートを説明する画面２である。
【図９Ｃ】明るさ調整の関連項目プレートを説明する画面３である。
【図１０Ａ】ホワイトバランス調整の関連項目プレートを説明する画面１である。
【図１０Ｂ】ホワイトバランス調整の関連項目プレートを説明する画面２である。
【図１０Ｃ】ホワイトバランス調整の関連項目プレートを説明する画面３である。
【図１１】関連項目ブロックが重複する場合の一覧画面である。
【図１２Ａ】関連項目プレートの他の表示形態１を示す画面１である。
【図１２Ｂ】関連項目プレートの他の表示形態１を示す画面２である。
【図１２Ｃ】関連項目プレートの他の表示形態１を示す画面３である。
【図１３Ａ】関連項目プレートの他の表示形態２を示す画面１である。
【図１３Ｂ】関連項目プレートの他の表示形態２を示す画面２である。
【図１４】単一項目プレートの変形例を示す画面である。
【図１５Ａ】第２実施形態における一覧画面である。
【図１５Ｂ】第２実施形態の隣接項目プレートを示す画面である。
【図１５Ｃ】第２実施形態の隣接項目プレートの移動を示す画面である。
【図１６Ａ】隣接項目プレートの他の表示形態１を示す画面１である。
【図１６Ｂ】隣接項目プレートの他の表示形態１を示す画面２である。
【図１６Ｃ】隣接項目プレートの他の表示形態１を示す画面３である。
【図１７Ａ】隣接項目プレートの他の表示形態２を示す画面１である。
【図１７Ｂ】隣接項目プレートの他の表示形態２を示す画面２である。
【図１７Ｃ】隣接項目プレートの他の表示形態２を示す画面３である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面に従って本発明の表示制御装置についての実施形態を説明する。表示制御装
置は、画面上で機器の条件を設定するための条件設定画面の表示を制御するものである。
以下では、表示制御装置を、携帯型の情報機器の１つであるデジタルカメラ（撮像機器）
に搭載された例で説明する。
【００１０】
　また、デジタルカメラ１において、表示制御装置により設定される機器の条件には、撮
影条件以外に、再生条件や通信条件や印刷条件等があるが、以下では、条件設定画面とし
て、撮影条件の設定画面を代表して説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の表示制御装置が搭載されたデジタルカメラ１のブロック図である。デ
ジタルカメラ１は、撮像部１０、画像処理部１２、操作部１４、タッチパネル１６、表示
部１８、ＲＡＭ２０、メモリ２２、制御部３０等を有する。
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【００１２】
　撮像部１０は、被写体像を結像させるレンズと結像された画像信号を光電変換して画像
信号として出力する撮像素子等を有するカメラ部と、画像信号のゲインを調整してＡＤ変
換し画像データとして出力する撮像回路部を有する。
【００１３】
　画像処理部１２は、ゲイン調整、色補間処理、ＷＢ（ホワイトバランス）処理、γ（ガ
ンマ）処理、階調処理、圧縮伸長処理（例えばＪＰＥＧ処理）及び特殊効果撮影処理等の
各種処理を、画像信号に対し行う。
【００１４】
　操作部１４は、電源のオンオフ制御を指示する電源ボタン、撮影モードや再生モードを
含む各種カメラモードを切換えるモードボタン、撮影の実行を指示するレリーズボタン、
ライブビューの切換えを指示するＩボタン、ＸＹ方向ボタン、ＯＫボタン及びダイヤル等
（いずれも不図示）を有する。
【００１５】
　タッチパネル１６は、画面に対するユーザの接触位置を検出する操作手段であって、表
示部１８と一体的に設けられる。表示部１８は、ＬＣＤ等から構成され、デジタルカメラ
１の背面等に配置される。表示部１８には、撮影画像や撮影メニューあるいは撮影条件設
定画面等が表示される。
【００１６】
　ＲＡＭ２０は、撮像部１０から出力される画像データを格納し、画像処理部１２による
各種処理におけるワーキングエリアを提供する、一時記憶メモリである。メモリ２２は、
画像処理部１２により圧縮処理された画像データや、制御プログラムを保管する不揮発性
の保存用のメモリである。
【００１７】
　制御部３０は、デジタルカメラ１の全体を統括的に制御する制御部である。制御部３０
は、制御プログラム３０ｂを読込んだＣＰＵ３０ａにより実行される機能部である。ＣＰ
Ｕ３０ａは、メモリ２２に記憶された制御プログラム３０ｂを読み込んで、制御処理を実
行する。
【００１８】
　制御部３０は、制御プログラム３０ｂを読込んだＣＰＵ３０ａにより実行される表示制
御処理に係る機能部として、撮影条件設定部３２、タッチ操作判断部３４、表示制御部３
６を有する。制御部３０により、表示制御装置は構成される。
【００１９】
　撮影条件設定部３２は、撮影モードにおいて、操作部１４やタッチ操作判断部３４で検
出されたユーザからの指示に基づき、撮像部１０や画像処理部１２に対して各種撮影条件
の設定を指示する。各種撮影条件に対応する項目を撮影条件設定項目（以下では、設定項
目と略す）と呼ぶ。
【００２０】
　具体的に言えば、撮影条件設定部３２は、撮像部１０に対しては、フラッシュ、連写、
ＡＦモード等の各設定項目に対応する具体的条件を設定する。また、撮影条件設定部３２
は、画像処理部１２に対しては、ＩＳＯ感度、ホワイトバランス、アスペクト比、連写モ
ード、特殊効果撮影処理等の各設定項目に対応する具体的な条件を設定する。
【００２１】
　タッチ操作判断部３４は、タッチパネル１６から出力された信号を受信して、ユーザの
指のタッチの態様（位置や時間あるいは方向等）を検出して、タッチ操作の内容を判断す
る。
【００２２】
　表示制御部３６は、ＲＡＭ２０をビデオメモリとして、表示部１８に表示する表示画像
を作成し、作成した表示画像を表示部１８に表示制御する。表示制御部３６は、再生モー
ド時には、メモリ２２に記録された撮影画像を表示する。
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【００２３】
　また、表示制御部３６は、撮影条件を設定するための条件設定画面を表示する。表示制
御部３６は、条件設定画面として、一覧画面や項目プレートを表示する。一覧画面は、設
定項目が縦横一覧で配列された画面で、項目プレートは、１以上の特定の設定項目が表示
された画面である。
【００２４】
　表示制御部３６は、撮影モード時に、条件設定画面としてライブビューに一覧画面を重
畳して表示する。そして、表示制御部３６は、一覧画面で指定された設定項目を基準とし
た項目プレートを、一覧画面に重畳して表示する。また、表示制御部３６は、項目プレー
トで具体的な条件を選択するために、選択肢を並べた選択肢列を、項目プレートと共に表
示する。また、表示制御部３６は、選択肢列で条件を選択するために、切換えボタンが含
まれる選択ガイドを、項目プレートと共に表示する。詳細を、以下で説明する。
【００２５】
〔第１実施形態〕
　第１実施形態は、項目プレートとして、機能が関連する設定項目が配列された関連項目
プレートを表示する例である。図２は、第１実施形態における、撮影条件設定画面の表示
制御処理の手順を説明するフローチャートである。また、第１実施形態として、表示部１
８に表示される画面の例を、図３～図１４に示す。適宜画面の例を参照しながら、図２の
フローチャートの順番に沿って説明する。なお、図２のフローチャートで説明する表示制
御処理は、撮影条件設定部３２、タッチ操作判断部３４及び表示制御部３６により、主に
実行される。
【００２６】
　デジタルカメラ１は、電源がオンされ、撮影モードに設定されたものとする。表示制御
部３６は、画像処理部１２より出力されたライブビューを表示部１８に表示する（ステッ
プＳ１０）。
【００２７】
　図３は、ライブビューＬＶが表示された画面５０である。画面５０の左下に、現在の撮
影条件として、撮影モード（プログラム）・ＩＳＯ感度（３２００）・絞り（Ｆ１．８）
・露出補正値（+１．３）等が表示される。
【００２８】
　表示制御部３６は、操作部１４から撮影者によって一覧画面の表示指示があったかを判
断する（ステップＳ１２）。表示制御部３６は、操作部１４に含まれる一覧画面指示ボタ
ンの押下による一覧画面の表示指示がないと判断すると（ステップＳ１２Ｎｏ）、ステッ
プＳ１０に戻る。また、制御部３０は、操作部１４に含まれるレリーズボタンにより撮影
指示があった場合には、撮影を実行して、撮影画像をメモリ２２に記録する。
【００２９】
　表示制御部３６は、操作部１４から一覧画面の表示指示があったと判断すると（ステッ
プＳ１２Ｙｅｓ）、ライブビューＬＶに重畳して、一覧画面１００を表示する。図４は、
一覧画面１００の表示例である。一覧画面１００は、画面５０の主要な領域を占めるサイ
ズで表示される。
【００３０】
　表示制御部３６は、一覧画面１００に、複数の設定項目を配列する。本例は、設定項目
が縦５×横７で配列された例である。設定項目は、アイコンあるいは記号で表現され、設
定項目の種別と、現在の設定条件が判別できるように表される。なお、表示制御部３６は
、一覧画面１００を、下層のライブビューＬＶが多少透けて見えるような調子で表示する
。
【００３１】
　第１実施形態の一覧画面１００では、機能が関連する設定項目は領域を分けて表示され
る。一覧画面１００で、白枠１２０ａで囲まれた領域が、ドライブ系の関連項目ブロック
である。ドライブ系の関連項目ブロックには、設定項目ａ１～ａ６が含まれる。
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【００３２】
　ドライブ系の関連項目ブロックに属する設定項目を簡単に説明する。設定項目ａ１は、
マニュアルＡＦやシングルＡＦや連続ＡＦ等のＡＦの種類を設定する項目である。設定項
目ａ２は、最至近距離を設定する項目である。設定項目ａ３は、ブラケット撮影の条件（
ＡＥ、ＡＦ、ＷＢ）を設定する項目である。設定項目ａ４は、セルフタイマの時間を設定
する項目である。設定項目ａ５は、顔優先ＡＦで対象となる瞳の左右を選択する項目であ
る。設定項目ａ６は、連写／単車あるいは連写撮影での連写速度を設定する項目である。
【００３３】
　白枠１２０ｂで囲まれた領域は、明るさ調整の関連項目ブロックである。明るさ調整の
関連項目ブロックには、設定項目ｂ１～ｂ４の項目が含まれる。設定項目ｂ１～ｂ４は、
明るさ調整に関して、機能が相互に関連する設定項目である。
【００３４】
　設定項目ｂ１は、露出補正値を設定する項目である。設定項目ｂ２は、フラッシュ発光
量を調整する項目である。設定項目ｂ３は、強制発光を設定する項目である。設定項目ｂ
４は、スローシンクロを設定する項目である。
【００３５】
　白枠１２０ｃで囲まれた領域は、ホワイトバランス調整の関連項目ブロックである。ホ
ワイトバランス調整の関連項目ブロックには、設定項目ｃ１～ｃ２の項目が含まれる。設
定項目ｃ１～ｃ２は、ホワイトバランス調整に関して、機能が相互に関連する設定項目で
ある。
【００３６】
　設定項目ｃ１は、ホワイトバランス補正値を設定する項目である。設定項目ｃ２は、ホ
ワイトバランスモードを設定する項目である。
【００３７】
　白枠１２０ａ、白枠１２０ｂ、白枠１２０ｃ外の設定項目は、相互の関連性が少ない項
目である。例えば、左上隅の設定項目ｄ１は、特殊撮影の条件を設定する項目である。
【００３８】
　図２に戻る。図４の一覧画面１００で、タッチ操作判断部３４は、いずれかの設定項目
が指定されたかを判断する（ステップＳ１６）。タッチ操作判断部３４は、タッチパネル
１６で、いずれかの設定項目の位置にタッチ操作があったかを判断する。
【００３９】
　タッチ操作判断部３４は、いずれか設定項目が指定されていないと判断すると（ステッ
プＳ１６Ｎｏ）、ステップＳ１４に戻る。タッチ操作判断部３４は、いずれかの設定項目
が指定されたと判断すると（ステップＳ１６Ｙｅｓ）、表示制御部３６は、指定された項
目が関連項目ブロックに属する項目であるかを判断する（ステップＳ１８）。表示制御部
３６は、指定された項目が関連項目ブロックに属する項目であると判断すると（ステップ
Ｓ１８Ｙｅｓ）、項目プレート２００として、対応する関連項目プレートを、一覧画面１
００に重畳して表示する（ステップＳ２０）。
【００４０】
　図５Ａは、関連項目プレート２１０の表示開始の画面である。図４の画面で、ドライブ
系の関連項目ブロックに属する設定項目ａ１～設定項目ａ６のいずれかが指定された場合
で、ここでは、設定項目ａ１（ＡＦ）が、指定されたとする。なお、図５以降は、ライブ
ビューＬＶの図示は省略する。
【００４１】
　表示制御部３６は、関連項目プレート２１０としてドライブ系の関連項目プレート２１
０ａを、一覧画面１００の白枠１２０ａの位置に、重畳して表示する。
【００４２】
　図５Ｂは、関連項目プレート２１０ａの拡大図である。関連項目プレート２１０ａには
、設定項目ａ１～設定項目ａ６が、一覧画面１００と同様な位置関係で表示される。また
、指定された設定項目を明確にするため、ここでの指定された項目である設定項目ａ１を
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他より大きく表示してもよい。
【００４３】
　表示制御部３６は、図５Ａの画面を短時間（１秒程度）表示した後、図５Ｃに示す操作
ガイド２３０と選択肢列３００が加わった画面を表示する（ステップＳ２４）。操作ガイ
ド２３０は、指定された設定項目で、条件を切換える操作部である。操作ガイド２３０は
、左右方向にカーソルを移動させるための一対のボタン２３２が設けられる。操作ガイド
２３０は、関連項目プレート２１０ａに隣接あるいは近接した位置に設けられる。
【００４４】
　選択肢列３００は、指定された設定項目に対応する条件を、選択肢３２０として羅列し
たものである。選択肢３２０の中で、現在の条件を識別させるために、カーソル３３０が
表示される。操作ガイド２３０のボタン２３２により、カーソル３３０の位置が移動する
。また、選択肢列３００は、関連項目プレート２１０ａから離れた位置に表示されるが、
画面の上部ではなく、底部に表示してもよい。
【００４５】
　表示制御部３６は、指定された項目が関連項目ブロックに属する項目でないと判断する
と（ステップＳ１８Ｎｏ）、項目プレート２００として、単一項目プレート２１２を、一
覧画面１００に重畳して表示する（ステップＳ２２）。
【００４６】
　図６Ａ、図６Ｂは、単一項目プレート２１２が表示された画面である。図４の一覧画面
１００の左上隅の設定項目ｄ１（Ａｒｔ３）が、指定された場合に表示される単一項目プ
レート２１２の例である。
【００４７】
　表示制御部３６は、関連項目プレート２１０の場合と同様に、単一項目プレート２１２
についても、単一項目プレート２１２のみの画面（図６Ａ参照）を短時間表示した後、操
作ガイド２３０と選択肢列３０２を加えた画面を表示する（図６Ｂ参照）。ステップＳ２
４で説明した通りである。表示制御部３６は、単一項目プレート２１２を、一覧画面１０
０で対応する設定項目の位置に表示する。ここでは、単一項目プレート２１２は、画面の
左上隅に表示される。
【００４８】
　タッチ操作判断部３４は、操作ガイド２３０のボタン２３２がタッチ操作されたかを判
断する（ステップＳ２６）。タッチ操作判断部３４は、操作ガイド２３０のボタン２３２
がタッチ操作されたと判断すると（ステップＳ２６Ｙｅｓ）、表示制御部３６は、タッチ
操作されたボタンの種類や回数に応じて、選択肢列３００のカーソル３３０を移動する（
ステップＳ２８）。
【００４９】
　図７は、選択肢が変更された画面である。図７は、操作ガイド２３０のボタン２３２が
操作されて、選択肢列３００で、ＡＦの条件が、Ｓ－ＡＦ（単一ＡＦ）からＳ／Ｃ―ＡＦ
（単一／連続ＡＦ）に、切換った例である。カーソル３３０がＳ／Ｃ―ＡＦに移動する。
【００５０】
　タッチ操作判断部３４は、確定操作がされたかを判断する（ステップＳ３０）。確定操
作とは、操作ガイド２３０で変更した条件を決定する操作で、撮影者によって行われる操
作である。
【００５１】
　ここで、項目プレートが関連項目プレート２１０ａの場合には、確定操作には、以下３
通りの操作がある。まず、第１の確定操作は、「項目プレート外へのタッチ操作」である
。項目プレート外とは、図５Ｃでの関連項目プレート２１０ａの範囲外のことである。つ
まり、タッチ操作判断部３４は、関連項目プレート２１０ａの範囲外でタッチ操作があっ
た場合に、第1の確定操作が行われたと判断する。
【００５２】
　次に、第２の確定操作は、「現在の指定されている設定項目へのタッチ操作」である。
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図５Ｃでは、設定項目ａ１が指定された設定項目であるので、設定項目ａ１がタッチ操作
された場合に、タッチ操作判断部３４は、第２の確定操作が行われたと判断する。
【００５３】
　更に、第３の確定操作は、「項目プレートの他の設定項目へのタッチ操作」である。図
５Ｃでは、設定項目ａ１が指定された設定項目であるので、設定項目ａ１以外、例えば、
関連項目プレート２１０ａで設定項目ａ４が押下された場合に、タッチ操作判断部３４は
、第３の確定操作が行われたと判断する。
【００５４】
　なお、項目プレートが、単一項目プレート２１２では、確定操作は、第1の確定操作の
みとする。以下、ステップＳ３６～ステップＳ４２では、関連項目プレート２１０ａを主
として説明する。
【００５５】
　撮影条件設定部３２は、確定操作がされていないと判断すると（ステップＳ３０Ｎｏ）
、ステップＳ２６に戻る。タッチ操作判断部３４は、いずれか確定操作がされと判断する
と（ステップＳ３０Ｙｅｓ）、撮影条件設定部３２は、設定項目の条件を選択肢に応じて
変更し、表示制御部３６は、確定操作の違いによって、変更後の表示を変える。
【００５６】
　確定操作が第１の確定操作の場合には、第１の確定操作の処理として（ステップＳ３６
）、撮影条件設定部３２は、設定項目の条件を変更し、表示制御部３６は、関連項目プレ
ート２１０ａが重畳表示されていない、条件が変更された一覧画面を表示して、ステップ
Ｓ１４に戻る。
【００５７】
　図８Ａは、第１の確定操作後の一覧画面１００である。設定項目ａ１については、前の
条件（Ｓ－ＡＦ）から変更された条件（Ｓ／Ｃ－ＡＦ）に切換えられて表示される。項目
プレートが、単一項目プレート２１２の場合も同様である。
【００５８】
　確定操作が第２の確定操作の場合には、第２の確定操作の処理として（ステップＳ３８
）、撮影条件設定部３２は、設定項目の条件を変更する。そして、表示制御部３６は、第
２の確定操作処理では、図８Ｂに示すように、設定項目の条件が変更された関連項目プレ
ート２１０ａを表示し、操作ガイド２３０と選択肢列３００を消去する。
【００５９】
　図８Ｂの画面で、タッチ操作判断部３４は、関連項目プレート２１０ａで、いずれか設
定項目が指定（タッチ操作）されたかを判断する（ステップＳ４２）。タッチ操作判断部
３４は、いずれか設定項目が指定されるまで（ステップＳ４２Ｎｏ）、ループする。タッ
チ操作判断部３４は、いずれか設定項目が指定されたと判断すると（ステップＳ４２Ｙｅ
ｓ）、ステップＳ２４に戻り、新たに指定された設定項目の選択肢列を表示する。
【００６０】
　確定操作が第３の確定操作の場合には、第３の確定操作の処理として（ステップＳ４０
）、撮影条件設定部３２は、設定項目の条件を変更する。ここで、図７Ｃにおいて、関連
項目プレート２１０の設定項目ａ４（セルフタイマ）がタッチ操作されたとする。すると
、表示制御部３６は、図８Ｃに示す画面を表示する。関連項目プレート２１０ａには、設
定項目ａ１が変更された条件で表示され、新たな指定された設定項目ａ４が大きなサイズ
で表示され、選択肢列３０４が設定項目ａ４に対応する内容で表示される。
【００６１】
　ステップＳ２６に戻り、タッチ操作判断部３４は、操作ガイド２３０のボタン２３２が
タッチ操作されていないと判断すると（ステップＳ２６Ｎｏ）、表示制御部３６は、ステ
ップＳ１６で指定された設定項目の変更の有無を判断する（ステップＳ３２）。なお、ス
テップＳ３２の処理は、関連項目プレート２１０表示時のみの処理とし、単一項目プレー
ト２１２の場合には、ステップＳ２６Ｎｏの場合には、ステップＳ３０に進む。単一項目
プレート２１２には、設定項目は１つのみだからである。
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【００６２】
　ここで、図５Ｃに示すような項目プレート２００として、関連項目プレート２１０が表
示されている場合には、タッチ操作判断部３４が、関連項目プレート２１０の他の設定項
目（図５Ｃでは、設定項目ａ１以外の項目、つまり、設定項目ａ２～ａ６）がタッチ操作
されたと判断したら、表示制御部３６は、条件変更を希望する設定項目（図５Ｃでは、設
定項目ａ１）が変更されたと判断する。なお、以下で、条件変更の対象に指定されている
設定項目を、指定項目とも呼ぶ。
【００６３】
　表示制御部３６は、指定項目の変更がないと判断すると（ステップＳ３２Ｎｏ）、ステ
ップＳ３０に戻る。表示制御部３６は、指定項目の変更がされたと判断すると（ステップ
Ｓ３２Ｙｅｓ）、指定項目の変更表示を行う（ステップＳ３４）。以上で、図２のフロー
チャートの説明を終える。
【００６４】
　これまでの説明では、関連項目プレート２１０として、図５に示すドライブ系の関連項
目プレート２１０ａの例を示したが、次に、他の関連項目プレートの表示例を紹介する。
明るさ調整系の関連項目ブロックの関連項目プレート２１０ｂの表示例を図９に示す。
【００６５】
　図９Ａは、一覧画面１００において、明るさ調整に関する項目である設定項目ｂ１が指
定（タッチ操作）される様子である。設定項目ｂ１が指定されると、白枠１２０ｂに重ね
るように、関連項目プレート２１０ｂが表示される（図９Ｂ参照）。関連項目ブロックに
属する設定項目ｂ１～ｂ４が、関連項目プレート２１０ｂ上にまとめて表示され、設定項
目ｂ１は、大きなサイズで表示される。
【００６６】
　図９Ｂの画面が短時間表示された後、関連項目プレート２１０ｂと共に設定項目ｂ１に
対応する選択肢列３０６と、操作ガイド２３０が表示される（図９Ｃ参照）。選択肢列３
０６は、関連項目プレート２１０ｂから離れた位置に表示され、操作ガイド２３０は、関
連項目プレート２１０ｂに隣接するような位置に表示される。
【００６７】
　図１０Ａは、一覧画面１００において、ホワイトバランス調整に関する項目である設定
項目ｃ１が指定される様子である。設定項目ｃ１が指定されると、白枠１２０ｃより大き
なサイズの関連項目プレート２１０ｃが、白枠１２０ｃを覆うような位置に表示される（
図１０Ｂ参照）。関連項目ブロックに属する設定項目ｃ１～ｃ２が、関連項目プレート２
１０ｃ上にまとめて表示され、設定項目ｃ１は、大きなサイズで表示される。なお、関連
項目プレート２１０ｂや関連項目プレート２１０ｃの大きさは、関連項目プレート２１０
ａと同等な大きさで表示するようにしてもよい。
【００６８】
　図１０Ｂの画面が短時間表示された後、関連項目プレート２１０ｃと共に設定項目ｃ１
に対応する選択肢列３０８と、操作ガイド２３０が表示される（図１０Ｃ参照）。選択肢
列３０８は、関連項目プレート２１０ｃから離れた位置に表示され、操作ガイド２３０は
、関連項目プレート２１０ｃに隣接するような位置に表示される。
【００６９】
　図１１は、関連項目ブロックが重複する場合の一覧画面である。図４で示した関連項目
ブロックは、関連項目ブロックが重複しない場合であった。図１１は、一部の設定項目が
複数の関連項目ブロックにまたがる場合の一覧画面１０１の例である。ここで、設定項目
ａ１が、白枠１２０ａの関連項目ブロックと白枠１２０ｂの関連項目ブロックの両方に属
する場合には、図１１に示すように、設定項目ａ１が双方の領域に含まれることが明確に
なるように白枠１２０ａと白枠１２０ｂを重ねて表示する。
【００７０】
　また、関連項目プレートの表示形態は、図５等で示した形態に限るものではない。関連
項目プレートの他の表示形態を２例示す。
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【００７１】
　図１２Ａ～図１２Ｃは、関連項目プレートの他の表示形態１を示す画面１～３である。
他の表示形態１は、関連項目プレートが複数同時に表示される例である。他の表示形態１
は、関連項目プレート２１０ａ、関連項目プレート２１０ｂ及び関連項目プレート２１０
ｃを、一覧画面１００にまとめて表示するようにしたものである（図１２Ａ参照）。関連
項目プレート２１０ｂが指定（タッチ操作）されると、関連項目プレート２１０ｂが他の
関連項目プレートの上に表示される（図１２Ｂ参照）。
【００７２】
　そして、図１２Ｂの画面で、関連項目プレート２１０ｂの設定項目ｂ１が指定されると
、図１２Ｃに示す画面に変わる。図１２Ｃの画面では、関連項目プレート２１０ｂで設定
項目ｂ１が大きく表示され、関連項目プレート２１０ｂの下に操作ガイド２３０が表示さ
れ、設定項目ｂ１に対応する選択肢列３１０が画面の下部に表示される。
【００７３】
　図１３Ａ、図１３Ｂは、関連項目プレートの他の表示形態２を示す画面１、２である。
他の表示形態２は、関連項目プレートが単一項目プレートの束で表示される例である。関
連項目プレート２１０が、単一項目プレート２１５の束で表示される。この例では、図１
３Ａに示すように、ドライブ系の関連項目ブロックに属する設定項目ａ１～設定項目ａ６
が、単一項目プレート２１５ａ～単一項目プレート２１５ｆで示す単一項目プレート２１
５の束で表示される。
【００７４】
　一番上にある単一項目プレート２１５ａが、現在変更可能な設定項目である。変更可能
プレートである単一項目プレート２１５ａには、操作ガイドのボタン２３２が表示される
。
　また、対応して、単一項目プレート２１５ａの選択肢からなる選択肢列３１２が表示さ
れる。
【００７５】
　図１３Ａの画面で、設定項目ａ４に対応する単一項目プレート２１５ｄが選択されると
、図１３Ｂ示すような、単一項目プレート２１５ｄが、重なりの一番上に表示される。単
一項目プレート２１５ｄには、操作ガイドのボタン２３２が表示される。また、対応して
、単一項目プレート２１５ｄの選択肢からなる選択肢列３１４が切換って表示される。
【００７６】
　次に、単一項目プレート２１５の変形例を図１４に示す。図１４に示す単一項目プレー
ト２１６は、単一項目プレートに選択肢を含めた形態である。単一項目プレート２１６
は、設定項目ａ１に関するもので、単一項目プレート２１６には、５つの選択肢が周状に
配置された選択肢列３１６が表示される。単一項目プレート２１６上でタッチ操作された
選択肢が、設定項目ａ１の条件として設定される。
【００７７】
　以上説明した第１実施形態の条件設定画面によれば、一覧画面上に、項目プレートを表
示させて、項目プレートで設定項目の条件の変更操作をさせるようにしたので、一覧画面
で設定項目を選択して変更操作するのに比べて、操作性が格段に向上する。一覧画面では
個々の設定項目のサイズが小さいので、一覧画面で設定項目の変更操作を行うのは、簡単
ではないからである。また、項目プレートを一覧画面に重畳して表示するので、項目プレ
ートから一覧画面への復帰も容易である。
【００７８】
　さらに、項目プレートを、機能が関連する設定項目を集めた関連項目プレートとして表
示するので、一連の条件設定を行う際に、項目プレートの切換え操作が行う必要が少なく
なる。
【００７９】
〔第２実施形態〕
　第２実施形態は、一覧画面に表示される設定項目が、機能の関連性では配列されていな



(12) JP 2016-151996 A 2016.8.22

10

20

30

40

50

い場合の、設定画面表示処理である。つまり、第２実施形態は、項目プレートが、関連項
目プレートではない場合での設定画面表示処理である。なお、第２実施形態における表示
制御装置が搭載されるデジタルカメラ１のハードウェア構成は、第１実施形態と同一であ
る。
【００８０】
　図１５Ａは、第２実施形態における一覧画面１０２の例である。第２実施形態では、表
示制御部３６は、一覧画面でいずれかの設定項目が指定された場合に、指定された設定項
目と共に、一覧画面で指定項目の近傍に配置される設定項目を前記項目プレートに表示す
る。一覧画面１０２はライブビューＬＶに重畳されて表示されるが、ライブビューＬＶの
図示は省略する。画面５０に表示される一覧画面１０２の設定項目の配列は、関連機能で
配列されたものではなく、図４Ａでの一覧画面１００と異なる。
【００８１】
　設定項目の一部を説明する。設定項目ｅ１、ｅ２、ｅ３、ｅ４、ｅ５、ｅ６、ｅ７、ｅ
８、ｅ９は、モノトーン、画質、特殊撮影、ホワイトバランス、ＡＦ、連写、ＩＳＯ感度
、フラッシュ発光量補正、アスペクト比の各項目である。
【００８２】
　図１５Ａの一覧画面１０２で、設定項目ｅ５（ＡＦ）がタッチ操作で指定されたとする
。すると、図１５Ｂに示すように、一覧画面１０２の設定項目ｅ５を中心とした位置に、
一覧画面１０２に重畳して隣接項目プレート２２０が表示される。第２実施形態の項目プ
レートには、指定された設定項目に隣接した位置にある設定項目をまとめられるので、こ
れを隣接項目プレート２２０と呼ぶ。この例では、設定項目ｅ５を中心にし、設定項目ｅ
５の上下・左右・斜めに位置する計９つの設定項目が、隣接項目プレート２２０にまとめ
られる。また、隣接項目プレート２２０での表示は、一覧画面１０２に対して簡略にして
いる。例えば、設定項目ｅ１や設定項目ｅ２がそうである。紛らわしくならない範囲で、
隣接項目プレート２２０上で、簡略な表示にして、その分だけ、表示サイズを大きくする
ことで、視認性を向上させることができる。
【００８３】
　隣接項目プレート２２０では、タッチ操作された状態で指を移動させることで、隣接項
目プレート２２０の設定項目を切換えることができる。図１５Ｃは、図１５Ｂで指を左斜
め上（一覧画面１０２の設定項目ｅ７付近）に移動させた場合の画面である。隣接項目プ
レート２２０は、中心が設定項目ｅ７に変わり、あわせて、隣接項目プレート２２０に表
示される設定項目も、一覧画面１０２で設定項目ｅ７に隣接する設定項目に変わる。
【００８４】
　次に、隣接項目プレートの他の表示形態１を説明する。他の表示形態１の隣接項目プレ
ートは、その下にある一覧画面１０２の視認性を改善したものである。図１６は、ハーフ
トーン化した隣接項目プレート２２２の例である。ハーフトーン化した隣接項目プレート
２２２を表示することによって、その下にある一覧画面１０２が透けて見え、隣接項目プ
レート２２２を移動させなくても、一覧画面１０２の内容を容易に確認することができる
。
【００８５】
　さらに、タッチした指を隣接項目プレート２２２の周辺位置までスライドさせると（図
１６Ｂ）、隣接項目プレート２２２のスライド位置の部分２２２ａが透明になり、隠れて
いた下の一覧画面１０２の設定項目が透けて見えるようになる（図１６Ｃ）。これにより
、隣接項目プレート２２２をいちいち移動させなくても、隣接項目プレート２２２で隠れ
ている一覧画面１０２の設定項目名を確認することが容易になる。
【００８６】
　次に、隣接項目プレートの他の表示形態２を説明する。他の表示形態２は、隣接項目プ
レートの設定項目名を拡大表示する例である。図１７Ａで、隣接項目プレート２２４の中
心の設定項目ｅ５にタッチされた指を、斜め左上の設定項目ｅ７付近までスライド操作さ
せたとする。隣接項目プレート２２４の設定項目ｅ７付近を外側に膨ませ、膨らませた部
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項目ｅ４にスライド移動されたら、設定項目ｅ４付近を外側に膨らませて、膨らませた部
分２２４ｂに設定項目ｅ４のサイズを大きくして表示する（図１７Ｃ）。
【００８７】
　これにより、隣接項目プレート２２４に設定項目名を大きく表示できない場合でも、簡
単な操作で設定項目名を大きくすることができ、所望の設定項目が見つけやすくなる。
【００８８】
　なお、上記実施形態１，２では、制御部３０は、制御プログラムを読込んだＣＰＵ３０
ａによるソフトウェア処理により実現されると説明したが、一部または全部をハードウェ
ア処理で実現するようにしてよい。本発明の表示制御装置を、デジタルカメラ以外の情報
機器、例えば、プリンタに適用しても当然によい。
【００８９】
　また、本発明は上述した実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階でのそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施
形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成する
ことができる。例えば、実施形態に示される全構成要素を適宜組み合わせても良い。さら
に、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。このような、発明の趣
旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用が可能であることはもちろんである。
【符号の説明】
【００９０】
１　　デジタルカメラ
１０　撮像部
１２　画像処理部
１４　操作部
１６　タッチパネル
１８　表示部　
２０　ＲＡＭ
２２　メモリ
３０　制御部
３２　撮影条件設定部
３４　タッチ操作判断部
３６　表示制御部
１００，１０１，１０２　一覧表示
２００　項目プレート　
２１０　関連項目プレート
２１２，２１５，２１６　単一項目プレート
２２０，２２２，２２４　隣接項目プレート
２３０　操作ガイド
３００　選択肢列
３２０　選択肢
３３０　カーソル



(14) JP 2016-151996 A 2016.8.22

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】



(15) JP 2016-151996 A 2016.8.22

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図１０Ａ】



(16) JP 2016-151996 A 2016.8.22

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１１】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１４】



(17) JP 2016-151996 A 2016.8.22

【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】

【図１５Ｃ】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【図１６Ｃ】

【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】

【図１７Ｃ】



(18) JP 2016-151996 A 2016.8.22

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5E555 AA23  AA30  BA09  BA18  BB09  BB18  BC13  BE12  CA12  CB14 
　　　　 　　        CB34  CC03  DA02  DB11  DB18  DB20  DC09  DC13  DC17  DC19 
　　　　 　　        DC21  DC26  DC39  DC40  DD11  EA08  EA12  FA08  FA09  FA14 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

