
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　複数の撮像モード毎の撮像条件を記憶する撮像条件記憶部と、
　前記複数の撮像モード毎の設定値を記憶する設定値記憶部と、
　前記複数の撮像モードから、所定の撮像モードを検出する検出部と、
　撮影中の画像または撮影済みの画像に対して、前記設定値記憶部に記憶された設定値の
うち、前記検出部により検出された所定の前記撮像モードに対応する設定値に基づき画像
処理を施し、画像処理の結果得られた参照画像を前記表示部に表示する表示制御部と、
　操作入力を受け付ける操作部と、
　前記撮像条件記憶部に記憶された撮像条件のうち、前記操作部からの操作入力により選
択された前記参照画像に対応した撮像モードの撮像条件を設定する設定部と
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記検出部により検出された所定の前記撮像モードに対応したアイ
コンを前記表示部に表示し、前記操作部からの操作入力により選択された前記アイコンに
対応する前記設定値に基づき画像処理を施す
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、スルー画像を、前記表示部の所定の領域に表示し、前記参照画像を
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、前記表示部の他の領域に表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記設定部により設定された前記撮像条件に対応した前記撮像モードの識別情報を記憶
する記憶部をさらに備え、
　前記検出部は、少なくとも、前記記憶部に記憶された前記識別情報に対応する前記撮像
モードを検出する
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記検出部は、少なくとも、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モー
ドを検出する
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、撮影済みの画像に対して前記画像処理を施す場合は、撮影から所定
時間が経過しているか否かを予め判定し、撮影から前記所定時間が経過していない画像に
対して前記画像処理を施す
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記操作部からの操作入力により、撮像モードの選択が行われなかった場合は、予め決
められた所定の撮像条件で撮像を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記設定部により設定された前記撮像条件に対応した前記撮像モードの識別情報を記憶
する記憶部をさらに備え、
　前記検出部は、少なくとも、前記記憶部に記憶された前記識別情報に対応する前記撮像
モードを検出する
　ことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記検出部は、少なくとも、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モー
ドを検出する
　ことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記記憶部に記憶された前記識別情報に対応する前記撮像モードに
対応したアイコンを他のアイコンとは異なる表示形態で表示する
　ことを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モードに対応
した する
　ことを特徴とする請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　複数の撮像モード毎の撮像条件を記憶する撮像条件記憶ステップと、
　前記複数の撮像モード毎の設定値を記憶する設定値記憶ステップと、
　前記複数の撮像モードから、所定の撮像モードを検出する検出ステップと、
　撮影中の画像または撮影済みの画像に対して、前記設定値記憶ステップの処理で記憶さ
れた設定値のうち、前記検出ステップの処理で検出された設定値に基づき画像処理を施し
、画像処理の結果得られた参照画像を表示する表示制御ステップと、
　操作入力を受け付ける操作ステップと、
　前記撮像条件記憶ステップの処理で記憶された撮像条件のうち、前記操作ステップの処
理での操作入力により選択された前記参照画像に対応した撮像モードの撮像条件を設定す
る設定ステップと
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　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項１３】
　前記表示制御ステップは、前記検出ステップの処理で検出された所定の前記撮像モード
に対応したアイコンを表示し、前記操作ステップの処理での操作入力により選択された前
記アイコンに対応する前記設定値に基づき画像処理を施す
　ことを特徴とする請求項１２に記載の撮像方法。
【請求項１４】
　前記表示制御ステップは、スルー画像を、表示部の所定の領域に表示し、前記参照画像
を、前記表示部の他の領域に表示する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の撮像方法。
【請求項１５】
　前記設定ステップの処理で設定された前記撮像条件に対応した前記撮像モードの識別情
報を記憶する記憶ステップをさらに含み、
　前記検出ステップは、少なくとも、前記記憶ステップの処理で記憶された前記識別情報
に対応する前記撮像モードを検出する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の撮像方法。
【請求項１６】
　前記検出ステップは、少なくとも、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮
像モードを検出する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の撮像方法。
【請求項１７】
　前記表示制御ステップは、撮影済みの画像に対して前記画像処理を施す場合は、撮影か
ら所定時間が経過しているか否かを予め判定し、撮影から前記所定時間が経過していない
画像に対して前記画像処理を施す
　ことを特徴とする請求項１２に記載の撮像方法。
【請求項１８】
　前記操作ステップの処理での操作入力により、撮像モードの選択が行われなかった場合
は、予め決められた所定の撮像条件で撮像を行う
　ことを特徴とする請求項１２に記載の撮像方法。
【請求項１９】
　前記設定ステップの処理で設定された前記撮像条件に対応した前記撮像モードの識別情
報を記憶する記憶ステップをさらに含み、
　前記検出ステップは、少なくとも、前記記憶ステップの処理で記憶された前記識別情報
に対応する前記撮像モードを検出する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の撮像方法。
【請求項２０】
　前記検出ステップは、少なくとも、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮
像モードを検出する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の撮像方法。
【請求項２１】
　前記表示制御ステップは、前記記憶ステップの処理で記憶された前記識別情報に対応す
る前記撮像モードに対応したアイコンを他のアイコンとは異なる表示形態で表示する
　ことを特徴とする請求項１９に記載の撮像方法。
【請求項２２】
　前記表示制御ステップは、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モード
に対応した する
　ことを特徴とする請求項２０に記載の撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、 装置および撮像方法に関し、特に、撮像モードの選択を、容易にかつ適
切に行うことができるようにした 装置および撮像方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、デジタルスチルカメラには、被写体（例えば、風景や人物）や撮像環境（例え
ば、野外や室内）に適した撮像条件（例えば、シャッタースピードや絞り値）を、予め用
意した撮像モードを選択することで自動的に設定することができる撮像モード機能が設け
られている。
【０００３】
　撮像を開始する際、ユーザが、例えば、デジタルスチルカメラの表示部に表示されたい
くつかの撮像モード（「夜景モード」、「人物モード」、「風景モード」等）を表すアイ
コンから、被写体や撮像環境に応じた撮像モードのアイコンを選択すると、その撮像モー
ドに割り当てられた所定の撮像条件が設定される（例えば、特許文献参照）。すなわちこ
の機能を利用することによりユーザは、被写体や撮像環境に応じた撮像条件を個々に設定
しなくても、撮像モードを選択するだけで、最適な撮像条件を設定することができる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１０１３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このようにして撮像条件を設定し撮像を行う場合、ユーザは、アイコン
の意味（そのアイコンがどの撮像モードのものか）や撮像モードの効果を憶えておく必要
がある。また憶えていない場合、それらをマニュアル等で確認する必要がある。すなわち
、従来のデジタルスチルカメラでは、このように撮像モード選択を行うのに手間がかかる
課題があった。
【０００６】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、すでに撮像して記録されている
画像から、指定された撮像モードで撮像したならば得られたであろう画像を生成し、それ
を表示することで、アイコンの意味や撮像モードの効果を容易に確認することができるよ
うにしたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　

【０００８】

【０００９】

【００１０】
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本発明の撮像装置は、表示部と、複数の撮像モード毎の撮像条件を記憶する撮像条件記
憶部と、複数の撮像モード毎の設定値を記憶する設定値記憶部と、複数の撮像モードから
、所定の撮像モードを検出する検出部と、撮影中の画像または撮影済みの画像に対して、
設定値記憶部に記憶された設定値のうち、前記検出部により検出された所定の撮像モード
に対応する設定値に基づき画像処理を施し、画像処理の結果得られた参照画像を表示部に
表示する表示制御部と、操作入力を受け付ける操作部と、撮像条件記憶部に記憶された撮
像条件のうち、操作部からの操作入力により選択された参照画像に対応した撮像モードの
撮像条件を設定する設定部とを備えることを特徴とする。

　表示制御部は、前記検出部により検出された所定の撮像モードに対応したアイコンを表
示部に表示し、操作部からの操作入力により選択されたアイコンに対応する設定値に基づ
き画像処理を施すことができる。

　表示制御部は、スルー画像を、表示部の所定の領域に表示し、参照画像を、表示部の他
の領域に表示することができる。

　設定部により設定された撮像条件に対応した撮像モードの識別情報を記憶する記憶部を
さらに備え、検出部は、少なくとも、記憶部に記憶された識別情報に対応する撮像モード



【００１１】

【００１２】
　表示制御部は、撮影済みの画像に対して画像処理を施す場合は、撮影から所定時間が経
過しているか否かを予め判定し、撮影から所定時間が経過していない画像に対して画像処
理を施すことができる。
　操作部からの操作入力により、撮像モードの選択が行われなかった場合は、予め決めら
れた所定の撮像条件で撮像を行うことができる。
　設定部により設定された撮像条件に対応した撮像モードの識別情報を記憶する記憶部を
さらに備え、検出部は、少なくとも、記憶部に記憶された識別情報に対応する撮像モード
を検出することができる。
　検出部は、少なくとも、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モードを
検出することができる。
　表示制御部は、記憶部に記憶された識別情報に対応する撮像モードに対応したアイコン
を他のアイコンとは異なる表示形態で表示することができる。
　表示制御部は、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モードに対応した

することができる。
　本発明の撮像方法は、複数の撮像モード毎の撮像条件を記憶する撮像条件記憶ステップ
と、複数の撮像モード毎の設定値を記憶する設定値記憶ステップと、複数の撮像モードか
ら、所定の撮像モードを検出する検出ステップと、撮影中の画像または撮影済みの画像に
対して、設定値記憶ステップの処理で記憶された設定値のうち、検出ステップの処理で検
出された設定値に基づき画像処理を施し、画像処理の結果得られた参照画像を表示する表
示制御ステップと、操作入力を受け付ける操作ステップと、撮像条件記憶ステップの処理
で記憶された撮像条件のうち、操作ステップの処理での操作入力により選択された参照画
像に対応した撮像モードの撮像条件を設定する設定ステップとを含むことを特徴とする。
　表示制御ステップは、前記検出ステップの処理で検出された所定の撮像モードに対応し
たアイコンを表示し、操作ステップの処理での操作入力により選択されたアイコンに対応
する設定値に基づき画像処理を施すことができる。
　表示制御ステップは、スルー画像を、表示部の所定の領域に表示し、参照画像を、表示
部の他の領域に表示することができる。
　設定ステップの処理で設定された撮像条件に対応した撮像モードの識別情報を記憶する
記憶ステップをさらに含み、検出ステップは、少なくとも、記憶ステップの処理で記憶さ
れた識別情報に対応する撮像モードを検出することができる。
　検出ステップは、少なくとも、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モ
ードを検出することができる。
　表示制御ステップは、撮影済みの画像に対して画像処理を施す場合は、撮影から所定時
間が経過しているか否かを予め判定し、撮影から所定時間が経過していない画像に対して
画像処理を施すことができる。
　操作ステップの処理での操作入力により、撮像モードの選択が行われなかった場合は、
予め決められた所定の撮像条件で撮像を行うことができる。
　設定ステップの処理で設定された撮像条件に対応した撮像モードの識別情報を記憶する
記憶ステップをさらに含み、検出ステップは、少なくとも、記憶ステップの処理で記憶さ
れた識別情報に対応する撮像モードを検出することができる。
　検出ステップは、少なくとも、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モ
ードを検出することができる。
　表示制御ステップは、記憶ステップの処理で記憶された識別情報に対応する撮像モード
に対応したアイコンを他のアイコンとは異なる表示形態で表示することができる。
　表示制御ステップは、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モードに対
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を検出することができる。

　検出部は、少なくとも、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モードを
検出することができる。

アイコンを表示



応した することができる。
　本発明の撮像装置および方法においては、複数の撮像モード毎の撮像条件が記憶され、
複数の撮像モード毎の設定値が記憶され、複数の撮像モードから、所定の撮像モードが検
出され、撮影中の画像または撮影済みの画像に対して、記憶された設定値のうち、検出さ
れた設定値に基づき画像処理が施され、画像処理の結果得られた参照画像が表示され、操
作入力が受け付けられ、記憶された撮像条件のうち、操作ステップの処理での操作入力に
より選択された参照画像に対応した撮像モードの撮像条件が設定される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、撮像モードの選択を容易にかつ適切に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、特許請求の範囲に記載の発明の各手段と以下
の実施の形態との対応関係を明らかにするために、各手段の後の括弧内に、対応する実施
の形態（但し一例）を付加して本発明の特徴を記述すると、次のようになる。但し勿論こ
の記載は、各手段を記載したものに限定することを意味するものではない。
【００１５】
　

【００１６】

【００１７】

【００１８】

【００１９】
　検出部（例えば、図４のステップＳ６，Ｓ７の処理を行う図３の制御部３１）は、少な
くとも、これから行われる撮像の被写体や環境に対応する撮像モードを検出することがで
きる。
　表示制御部（例えば、図４のステップＳ２の処理を行う図３の画像処理部３３）は、撮
影済みの画像に対して画像処理を施す場合は、撮影から所定時間が経過しているか否かを
予め判定し、撮影から所定時間が経過していない画像に対して画像処理を施すことができ
る。
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本発明の撮像装置は、表示部（例えば、図２のモニタ１５）と、複数の撮像モード毎の
撮像条件を記憶する撮像条件記憶部（例えば、図３の撮像条件記憶部３５）と、複数の撮
像モード毎の設定値を記憶する設定値記憶部（例えば、図３の設定値記憶部３６）と、複
数の撮像モードから、所定の撮像モードを検出する検出部（例えば、図３の制御部３１）
と、撮影中の画像または撮影済みの画像に対して、設定値記憶部に記憶された設定値のう
ち、前記検出部により検出された所定の撮像モードに対応する設定値に基づき画像処理を
施し、画像処理の結果得られた参照画像を表示部に表示する表示制御部（例えば、図３の
画像処理部３３）と、操作入力を受け付ける操作部（例えば、図３の操作部３４）と、撮
像条件記憶部に記憶された撮像条件のうち、操作部からの操作入力により選択された参照
画像に対応した撮像モードの撮像条件を設定する設定部（例えば、図３の撮像部３２）と
を備えることを特徴とする。

　表示制御部（例えば、図４のステップＳ５，Ｓ８の処理を行う図３の画像処理部３３）
は、前記検出部により検出された所定の撮像モードに対応したアイコン（例えば、図５の
アイコンＭｒ）を表示部に表示し、操作部からの操作入力により選択されたアイコンに対
応する設定値に基づき画像処理を施すことができる。

　表示制御部（例えば、図６のステップＳ３１，Ｓ３５，Ｓ３９の処理を行う図３の画像
処理部３３）は、スルー画像を、表示部の所定の領域に表示し、参照画像を、表示部の他
の領域に表示することができる。

　設定部により設定された撮像条件に対応した撮像モードの識別情報を記憶する記憶部（
例えば、図３のＳＤＲＡＭ３３Ａ）をさらに備え、検出部（例えば、図４のステップＳ４
，Ｓ５の処理を行う図３の制御部３１）は、少なくとも、記憶部に記憶された識別情報に
対応する撮像モードを検出することができる。



　操作部からの操作入力により、撮像モードの選択が行われなかった場合は、予め決めら
れた所定の撮像条件で撮像を行うことができる（例えば、図４のステップＳ１２，Ｓ１５
，Ｓ１６の処理を行う図３の制御部３１）。
　表示制御部は、記憶部に記憶された識別情報に対応する撮像モードに対応したアイコン
（例えば、図５のアイコンＭｒ）を他のアイコン（例えば、図５のアイコンＭｓ）とは異
なる表示形態で表示することができる。
　

。
　本発明の撮像方法は、複数の撮像モード毎の撮像条件を記憶する撮像条件記憶ステップ
と、複数の撮像モード毎の設定値を記憶する設定値記憶ステップと、複数の撮像モードか
ら、所定の撮像モードを検出する検出ステップ（例えば、図４のステップＳ７）と、撮影
中の画像または撮影済みの画像に対して、設定値記憶ステップの処理で記憶された設定値
のうち、検出ステップの処理で検出された設定値に基づき画像処理を施し、画像処理の結
果得られた参照画像を表示する表示制御ステップ（例えば、図４のステップＳ１０，Ｓ１
１）と、操作入力を受け付ける操作ステップ（例えば、図４のステップＳ１２）と、撮像
条件記憶ステップの処理で記憶された撮像条件のうち、操作ステップの処理での操作入力
により選択された参照画像に対応した撮像モードの撮像条件を設定する設定ステップ（例
えば、図４のステップＳ１４）とを含むことを特徴とする。
【００２０】
　図１および図２は、本発明を適用したデジタルスチルカメラ１を正面および背面から視
たときの斜視図である。
【００２１】
　デジタルスチルカメラ１の正面には、固定レンズ１１、光学ファインダ１２、ストロボ
１３が設けられ、上面には、シャッターボタン１４が設けられている。また背面には、Ｔ
ＦＴ液晶モニタ１５、十字キー１６、およびクイックレビューボタン１７等が設けら 、
側面には、記録媒体（リムーバブルメモリ２１（図３））が装着されるスロット１８が設
けられている。なお、デジタルスチルカメラ１には、十字キー１６やクイックレビューボ
タン１７の他、機能に応じた操作キーが設けられているが、その図示は省略する。
【００２２】
　図３は、デジタルスチルカメラ１の内部の構成例を示している。
【００２３】
　撮像部３２は、固定レンズ１１、図示せぬフォーカスレンズ、フォーカスレンズを保持
する駆動機構、その駆動機構を駆動するＡＦドライバ、絞り部、絞り部を駆動してＣＣＤ
（ Charge Coupled Device）に入射する被写体像の光量を調整する駆動部、およびＣＣＤ
等からなる。
【００２４】
　撮像部３２は、撮像の結果得られた画像データを、画像処理部３３に供給する。
【００２５】
　画像処理部３３は、制御部３１の制御に従って、撮像部３２から供給された画像を、ス
ルー画像としてモニタ１５に表示する。画像処理部３３はまた、撮像部３２からの画像に
対し、ＳＤＲＡＭ（ Synchronous DRAM）３３Ａをワークメモリとして圧縮処理（ＪＰＥＧ
（ Joint Photographic Experts Group）規格に準拠した圧縮処理）を施し、制御部３１に
供給する。
【００２６】
　操作部３４は、シャッターボタン１４、十字キー１６、クイックレビューボタン１７な
どの操作キーに対する操作内容を表す信号を制御部３１に供給する。
【００２７】
　撮像条件記憶部３５には、撮像モード毎に、撮像モードに割り当てられた撮像条件が記
憶されている。例えば、「夜景モード」に対応して、夜景を撮像するのに最適なシャッタ
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ースピードや絞り値などの撮像条件が記憶されている。
【００２８】
　設定値記憶部３６には、後述するように指定された撮像モードの撮像条件で撮像したな
らば得られたであろう画像を生成するのに必要な画像処理上の設定値が、撮像モード毎に
記憶されている。
【００２９】
　メモリコントローラ３７は、制御部３１を介して供給された、画像処理部３３により圧
縮された画像データをリムーバブルメモリ２１に記憶したり、リムーバブルメモリ２１に
記憶されている所定の画像（撮像された画像）を読み出し、制御部３１に供給する。
【００３０】
　制御部３１は、操作部３４からの入力信号に従って、各部を制御する。例えば、制御部
３１は、画像処理部３３を制御し、スルー画像をモニタ１５に表示させたり、ＪＰＥＧ圧
縮処理を行わせる。
【００３１】
　制御部３１はまた、後述する処理により撮像モードが選択されると、撮像部３２の各部
に、選択された撮像モードの撮像条件を設定する。これにより、その撮像条件での撮像を
行うことができるようになる。
【００３２】
　次に、図４のフローチャートを参照して、撮像条件設定処理を説明する。
【００３３】
　ユーザによりクイックレビューボタン１７が操作されると、制御部３１は、ステップＳ
１において、画像処理部３３を制御し、ＳＤＲＡＭ３３Ａに記憶されている最後に撮像さ
れた画像（最新の撮像画像）（以下、クイックレビュー画像と称する）をモニタ１５に表
示させる。
【００３４】
　ステップＳ２において、制御部３１は、最後に行われた撮像から（ステップＳ１で読み
出された画像が撮像されたときから）、例えば、１０分経過しているか否かを判定し、経
過していないと判定した場合、ステップＳ３に進む。
【００３５】
　ステップＳ３において、制御部３１は、以下の処理（撮像モード選択処理）を行うか否
かを判定し、ユーザにより、操作キーに対して所定の操作がなされたとき、ステップＳ４
に進み、それ以降の処理を行う。
【００３６】
　ステップＳ４において、制御部３１は、後述するように選択された撮像モードの識別情
報がＳＤＲＡＭ３３Ａに記憶されているか否かを判定し、記憶されていると判定した場合
、ステップＳ５に進む。
【００３７】
　後述するように、選択された撮像モードの識別情報はＳＤＲＡＭ３３Ａに記憶されるの
で（ステップＳ１３）、先に行われた処理により所定の撮像モードの 情報がＳＤＲＡ
Ｍ３３Ａに記憶されているとき、ステップＳ５に進む。なお、ＳＤＲＡＭ３３Ａに識別情
報が記憶されている撮像モードを、以下において、適宜、利用撮像モードと称する。
【００３８】
　ステップＳ５において、制御部３１は、画像処理部３３を制御して、利用撮像モードを
表すアイコンを、モニタ１５に重畳表示させる。
【００３９】
　ステップＳ４で、利用撮像モードの識別情報が記憶されていないと判定されたとき、ま
たはステップＳ５で、利用撮像モードのアイコンが重畳表示されたとき、ステップＳ６に
進む。
【００４０】
　ステップＳ６において、制御部３１は、デジタルスチルカメラ１に予め用意されている
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撮像モード（以下、標準撮像モードと称する）の中から、これから行われる撮像の被写体
や環境に対応する撮像モード（以下、対応撮像モードと称する）の自動検出を行うか否か
を判定し、ユーザにより、操作キーに対して所定の操作がなされたとき、ステップＳ７に
進み、撮像部３２や各種センサ（図示せず）を利用して、対応撮像モードを検出する。
【００４１】
　ステップＳ６で、対応撮像モードの自動検出を行わないと判定されたとき（操作キーに
対して所定の操作がなされなかったとき）、またはステップＳ７で、対応撮像モードが検
出されたとき、ステップＳ８に進み、制御部３１は、画像処理部３３を制御して、ステッ
プＳ７で検出した対応撮像モードを表すアイコン、または、標準撮像モードを表すアイコ
ン（ステップＳ７の処理がスキップされたとき）を、モニタ１５にそれぞれ重畳表示させ
る。
【００４２】
　図５は、利用撮像モードおよび標準撮像モードのアイコンの表示例である。この例の場
合、利用撮像モードのアイコンＭｒは、標準撮像モードＭ s-1，Ｍ s-2，Ｍ s-3とは異なり
、白抜きで表示される。
【００４３】
　図４に戻り、ステップＳ９において、制御部３１は、ステップＳ８で表示されたアイコ
ンの中から、操作キーが操作されて１つのアイコンが指定されたか否かを判定し、指定さ
れたと判定した場合、ステップＳ１０に進む。
【００４４】
　ステップＳ１０において、制御部３１は、指定されたアイコンの撮像モードに対応する
設定値を、設定値記憶部３６から読み取る。
【００４５】
　次に、ステップＳ１１において、制御部３１は、画像処理部３３を制御して、ステップ
Ｓ１０で読み取った設定値に基づくシミュレーション画像を生成させ、それをモニタ１５
に表示せる。具体的には、画像処理部３３は、クイックビュー画像（最後に撮像された画
像）に対して、制御部３１から供給されたステップＳ１０で読み取られた設定値に基づく
画像処理を施し、シミュレーション画像を生成し、それをモニタ１５に表示する。
【００４６】
　すなわちシミュレーション画像は、クイック ビュー画像に映し出された場面を、ステ
ップＳ９で指定した撮像モードで撮像されたならば得られたであろう画像を擬似的に表し
た画像となる。
【００４７】
　ステップＳ１２において、制御部３１は、ステップＳ１１で表示されたシミュレーショ
ン画像が指定され（例えばシミュレーション画像が表示されているとき、所定の操作キー
に所定の操作がなされ）、ステップＳ９で指定された撮像モードの選択が確定したか否か
を判定する。
【００４８】
　ステップＳ１２で、撮像モードの選択が確定したと判定した場合、ステップＳ１３に進
み、制御部３１は、選択された撮像モードの識別情報をＳＤＲＡＭ３３Ａに記憶する（上
書きする）。
【００４９】
　次に、ステップＳ１４において、制御部３１は、選択された撮像モードに対応して記憶
されている撮像条件を撮像条件記憶部３５から読み取り、撮像部３２に設定する。これに
よりステップＳ１２で選択された撮像モードに対応する撮像条件で撮像を行うことができ
るようになる。
【００５０】
　ステップＳ９で、アイコンが指定されなかったと判定されたとき、またはステップＳ１
２で、撮像モードの選択が確定しなかったと判定されたとき、ステップＳ１５に進む。
【００５１】
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　ステップＳ１５において、制御部３１は、撮像モードの選択が終了したか否かを判定し
、終了していないと判定した場合、ステップＳ９に戻り、次のアイコンが指定されるまで
待機する。
【００５２】
　ステップＳ１５で、撮像モードの選択が終了したと判定された場合、ステップＳ１６に
進み、制御部３１は、所定の撮像条件を撮像部３２に設定する。この場合、予め決められ
た所定の撮像条件で撮像を行うことができるようになる。
【００５３】
　ステップＳ２で、最後の撮影から１０分が経過していると判定された場合、または撮影
モード選択処理を行わないと判定されたとき、処理は終了する。
【００５４】
　以上のように、撮像モードが選択されたとき（この例の場合、アイコンが選択されたと
き）、シミュレーション画像を表示するようにしたので、ユーザは、容易にかつ適切に撮
像モードの効果を認識することができる。
【００５５】
　また、所定の設定値で画像処理を施し、所定の撮像条件で撮像したならば得られたであ
ろう画像を生成することは、いわゆるパーソナルコンピュータを利用しても行うことがで
きるが、本発明では、デジタルスチルカメラ１自身がシミュレーション画像を生成し、そ
れを表示するようにしたので、ユーザは撮影を行う直前にシミュレーション画像を表示さ
せ、撮像モードの効果を確認することができる。さらにここで利用される設定値は、デジ
タルスチルカメラ１個々の性能に基づいて算出されたものであるので、パーソナルコンピ
ュータのアプリケーションプログラムの一般的な設定値を利用する場合より、より現実に
近いシミュレーション画像を生成することができる。
【００５６】
　また、以上においては、撮像モードのアイコンが表示され、それが操作されたとき、そ
のアイコンに対応した撮像モードのシミュレーション画像が表示されるようにしたが、ス
ルー画像とともに、複数のシミュレーション画像を分割表示させることもできる。この処
理を、図６のフローチャートを参照して説明する。
【００５７】
　ステップＳ３１において、クイックレビューボタン１７（この例の場合、撮像モードセ
レクタが割り当てられている）が操作されると、制御部３１は、画像処理部３３を制御し
て、スルー画像を、モニタ１５の所定の領域（図７の例の場合、領域Ａ）に表示させる。
【００５８】
　次に、ステップＳ３２において、制御部３１は、撮像モード選択処理を行うか否かを判
定し、行うと判定した場合、ステップＳ３３に進む。ステップＳ３３において、制御部３
１は、利用撮像モードの識別情報が、ＳＤＲＡＭ３３Ａに記憶されているか否かを判定し
、記憶されていると判定した場合、ステップＳ３４に進む。
【００５９】
　ステップＳ３４において、制御部３１は、利用撮像モードに対応する設定値を、設定値
記憶部３６から読み取り、ステップＳ３５において、画像処理部３３を制御して、その設
定値に基づくシミュレーション画像を生成させ、それを、モニタ１５の所定の領域（図７
の例の場合、領域Ｂ）に表示させる。
【００６０】
　ステップＳ３６において、制御部３１は、これから行われる撮像の被写体や環境に対応
する撮像モード（対応撮像モード）の自動検出を行うか否かを判定し、行うと判定した場
合、ステップＳ３７に進み、撮像部３１や各種センサを利用して、対応撮像モードを検出
する。
【００６１】
　ステップＳ３６で、対応撮像モードの自動検出を行わないと判定されたとき、またはス
テップＳ３７で、対応撮像モードが検出されたとき、ステップＳ３８に進み、制御部３１
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は、対応撮像モードまたは標準撮像モードに対応する設定値を、設定値記憶部３６から読
み取る。ステップＳ３９において、制御部３１は、画像処理部３３を制御して、読み取っ
た設定値に基づくシミュレーション画像をそれぞれ生成させ、それらを、モニタ１５の所
定の領域（図７の例の場合、領域Ｃ，Ｄ）に表示せる。なお、ここで生成されるシミュレ
ーション画像が、画面領域の数より多い場合、操作キーに対する操作に応じて、シミュレ
ーション画像が適宜切り替わるものとする。
【００６２】
　ステップＳ４０において、制御部３１は、表示されているシミュレーション画像が指定
され、撮像モードの選択が確定したか否かを判定し、確定したと判定した場合、ステップ
Ｓ４１に進む。
【００６３】
　ステップＳ４１乃至ステップＳ４４においては、図４のステップＳ１３乃至ステップＳ
１６における場合と同様の処理がなされるので、その説明は省略する。
【００６４】
　以上のように、スルー画像とスルー画像を元にしたシミュレーション画像を分割表示す
るようにしたので、ユーザは、構図を決めながら、撮像モードを選択することができる。
また複数のシミュレーション画像が表示されるので、撮像モードの効果の違いを容易に把
握することができるので、撮像モードの選択を適切に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明を適用したデジタルスチルカメラの外観の図である。
【図２】本発明を適用したデジタルスチルカメラの外観の他の図である。
【図３】本発明を適用したデジタルスチルカメラの内部の構成例を示す図である。
【図４】撮像条件設定処理を説明するフローチャートである。
【図５】撮像モードのアイコンの表示例を示す図である。
【図６】他の撮像条件設定処理を説明するフローチャートである。
【図７】図２のモニタの表示領域を表す図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１　デジタルスチルカメラ，　２１　リムーバブルメモリ，　３１　制御部，　３２　
撮像部，　３３　画像処理部，　３４　操作部，　３５　撮像条件記憶部，　３６　設定
値記憶部，　３７　メモリコントローラ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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