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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影画像をデジタルデータとして取得するとともに、その撮影画像を再生表示するデジ
タルカメラにおいて、
　カメラ本体の背面に配置され、前記背面とほぼ等しい大きさの画面を持ち、この画面サ
イズの範囲内で、前記撮影画像が表示される画像表示エリアを画定する画像表示枠の位置
とサイズの少なくとも一方を変更可能な画像表示パネルと、
　前記画面の全域にセンシング領域を持ち、前記画面上で撮影者の手が接触する接触位置
を検知するタッチセンサと、
　前記接触位置を除いた領域で最大の矩形エリアを前記画像表示エリアとして設定すると
ともに、前記表示エリアの中心に前記撮影画像の主要部が位置するように、前記撮影画像
を拡縮することなく前記表示エリアに重ね合わせ、前記撮影画像のうち前記表示エリアか
らはみ出す部分を切り取り加工する表示制御手段とを備えたことを特徴とするデジタルカ
メラ。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記接触位置の変化に応じて前記画像表示枠をリアルタイムで拡
縮することを特徴とする請求項１記載のデジタルカメラ。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記画面のうち前記画像表示枠外に生じ、前記撮影画像が非表示
のブランクエリアに、タッチ操作で操作指示を入力する操作部を表示することを特徴とす
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る請求項１または２記載のデジタルカメラ。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、
　前記接触位置を除いた領域で最大の矩形エリアを前記画像表示エリアとして設定すると
ともに、前記表示エリアの中心に前記撮影画像の主要部が位置するように、前記撮影画像
を拡縮することなく前記表示エリアに重ね合わせ、前記撮影画像のうち前記表示エリアか
らはみ出す部分を切り取り加工する表示モードと、
　前記接触位置の変化に応じて前記画像表示枠のサイズを前記撮影画像と同じ縦横比を維
持した状態で拡縮するとともに、その拡縮に伴って前記画像表示枠内の撮影画像の表示サ
イズを縦横比を維持した状態で拡縮する表示モードとの２つの表示モードを備えているこ
とを特徴とする請求項１～３いずれか１つ記載のデジタルカメラ。
【請求項５】
　前記２つの表示モードを切り替える表示モード切り替え手段を備えていることを特徴と
する請求項４記載のデジタルカメラ。
【請求項６】
　前記カメラ本体の背面以外の外周面上に、レリーズ操作を行うためのレリーズボタンを
含む操作部を表示する操作部表示画面を持ち、この操作部表示画面へのタッチ操作によっ
て操作指示を入力するタッチパネル式の操作パネルを設けたことを特徴とする請求項１～
５いずれか１つ記載のデジタルカメラ。
【請求項７】
　前記レリーズボタンの表示位置は、前記画像表示パネル内で前記撮影者の指が接触する
前記接触位置の変化に応じて移動することを特徴とする請求項６記載のデジタルカメラ。
【請求項８】
　前記レリーズボタンの表示位置は、前記操作部表示画面内で前記撮影者の指が接触する
タッチ位置に応じて移動することを特徴とする請求項６記載のデジタルカメラ。
【請求項９】
　前記画像表示パネルに表示された前記撮影画像の一部をカットして切り出し画像を得る
画像編集手段を備え、前記画像編集手段は、前記画像表示エリアへのタッチ操作によって
指定された範囲の撮影画像を切り出すことを特徴とする請求項１～８いずれか１つ記載の
デジタルカメラ。
【請求項１０】
　前記撮影画像の切り出し範囲は、前記画像表示エリア上で前記切り出し範囲の輪郭をな
ぞることによって指定されることを特徴とする請求項９記載のデジタルカメラ。
【請求項１１】
　前記撮影画像の切り出し範囲は、前記画像表示エリア上で前記切り出し範囲以外の部分
をなぞることによって指定されることを特徴とする請求項９記載のデジタルカメラ。
【請求項１２】
　前記カメラ本体の姿勢を検知することにより、前記画像表示パネルがその画面と直交す
る軸周りにどれだけ傾いているかを検出する傾き検出センサが設けられており、前記表示
制御手段は、前記画像表示パネルの傾きに応じて前記撮影画像の表示姿勢を回転させるこ
とにより前記表示姿勢を正姿勢に保つようにすることを特徴とする請求項１～１１いずれ
か１つ記載のデジタルカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影画像をデジタルデータとして取得するとともに、その撮影画像を再生表
示するデジタルカメラに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＣＤやＣＭＯＳなどのイメージセンサによって撮像した撮影画像をデジタルデータに
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変換して、メモリに記憶するデジタルカメラが知られている。デジタルカメラの背面には
、撮影画像を表示するために液晶ディスプレイなどの表示パネルが設けられている。この
表示パネルには、撮影時には撮影画像がスルー表示され、再生時にはメモリから読み出し
た撮影画像が再生表示される。
【０００３】
　近年、デジタルカメラは、小型化及び薄型化が進む一方、表示パネルについては、視認
性の向上や迫力のある画像表示を目的として大型化が進んでいる。表示パネルを大型化す
ると、必然的にカメラ本体の背面を占有する面積が多くなり、カメラ本体を把持するため
のグリップ領域が相対的に小さくならざるを得ないが、そうすると、撮影時のようにカメ
ラ本体をしっかりとホールドする必要があるときには、カメラ本体を把持する手が表示パ
ネルにかかってしまい、表示パネルの一部が覆い隠されてしまう。
【０００４】
　そこで、再生時には、表示パネル全体に撮影画像を表示し、撮影時には、撮影画像を所
定の大きさに縮小表示することで、表示パネルのうち上記グリップ領域に撮影画像を表示
せずにブランクエリアとするカメラが提案されている（例えば、下記特許文献１参照）。
また、このカメラでは、表示パネルにタッチセンサを設け、前記ブランクエリアにカメラ
の操作部としての機能を付加する例も記載されている。
【特許文献１】特開平１１－２８９４８４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、カメラ本体を把持する手のサイズや、把持する際の各指の位置は撮影者
毎に異なるが、上記特許文献１記載の装置は、ブランクエリアの大きさが固定である。こ
のため、撮影者によってはブランクエリアが大きすぎ、表示される撮影画像のサイズが小
さく不満に感じてしまう場合がある。また、撮影者によってはブランクエリアが小さすぎ
、カメラ本体を把持しづらいといった問題や、表示された撮影画像に手がかかってしまう
といった問題がある。
【０００６】
　本発明は、最適なサイズで撮影画像を表示することのできるデジタルカメラを提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明のデジタルカメラは、撮影画像をデジタルデータと
して取得するとともに、その撮影画像を再生表示するデジタルカメラにおいて、カメラ本
体の背面に配置され、前記背面とほぼ等しい大きさの画面を持ち、この画面サイズの範囲
内で、前記撮影画像が表示される画像表示エリアを画定する画像表示枠の位置とサイズの
少なくとも一方を変更可能な画像表示パネルと、前記画面の全域にセンシング領域を持ち
、前記画面上で撮影者の手が接触する接触位置を検知するタッチセンサと、前記接触位置
を除いた領域で最大の矩形エリアを前記画像表示エリアとして設定するとともに、前記表
示エリアの中心に前記撮影画像の主要部が位置するように、前記撮影画像を拡縮すること
なく前記表示エリアに重ね合わせ、前記撮影画像のうち前記表示エリアからはみ出す部分
を切り取り加工する表示制御手段とを備えたことを特徴としている。
【０００８】
　前記表示制御手段は、前記接触位置の変化に応じて前記画像表示枠をリアルタイムで拡
縮することが好ましい。
【０００９】
　また、前記表示制御手段は、前記画面のうち前記画像表示枠外に生じ、前記撮影画像が
非表示のブランクエリアに、タッチ操作で操作指示を入力する操作部を表示することが好
ましい。
【００１０】
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　さらに、前記表示制御手段は、前記接触位置を除いた領域で最大の矩形エリアを前記画
像表示エリアとして設定するとともに、前記表示エリアの中心に前記撮影画像の主要部が
位置するように、前記撮影画像を拡縮することなく前記表示エリアに重ね合わせ、前記撮
影画像のうち前記表示エリアからはみ出す部分を切り取り加工する表示モードと、前記接
触位置の変化に応じて前記画像表示枠のサイズを前記撮影画像と同じ縦横比を維持した状
態で拡縮するとともに、その拡縮に伴って前記画像表示枠内の撮影画像の表示サイズを縦
横比を維持した状態で拡縮する表示モードとの２つの表示モードを備えていることが好ま
し。
【００１２】
　前記２つの表示モードを切り替える表示モード切り替え手段を備えていることが好まし
い。
【００１３】
　また、前記カメラ本体の背面以外の外周面上に、レリーズ操作を行うためのレリーズボ
タンを含む操作部を表示する操作部表示画面を持ち、この操作部表示画面へのタッチ操作
によって操作指示を入力するタッチパネル式の操作パネルを設けてもよい。
【００１４】
　前記レリーズボタンの表示位置は、前記画像表示パネル内で前記撮影者の指が接触する
前記接触位置、もしくは、前記操作部表示画面内で前記撮影者の指が接触するタッチ位置
に応じて移動することが好ましい。
【００１５】
　また、前記画像表示パネルに表示された前記撮影画像の一部をカットして切り出し画像
を得る画像編集手段を備え、前記画像編集手段は、前記画像表示エリアへのタッチ操作に
よって指定された範囲の撮影画像を切り出すことが好ましい。
【００１６】
　前記撮影画像の切り出し範囲は、前記画像表示エリア上で前記切り出し範囲の輪郭をな
ぞることによって指定されるものでもよいし、前記画像表示エリア上で前記切り出し範囲
以外の部分をなぞることによって指定されるものでもよい。
【００１７】
　また、前記カメラ本体の姿勢を検知することにより、前記画像表示パネルがその画面と
直交する軸周りにどれだけ傾いているかを検出する傾き検出センサが設けられており、前
記表示制御手段は、前記画像表示パネルの傾きに応じて前記撮影画像の表示姿勢を回転さ
せることにより前記表示姿勢を正姿勢に保つようにすることが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、表示パネルにタッチセンサを設け、このタッチセンサにより撮影者の手が接
触する接触位置を検知し、接触位置を避けるように撮影画像を表示するようにしたので、
撮影者の手のサイズや把持する際の各指の位置によらず、最適なサイズで撮影画像を表示
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１、図２に、本発明を適用したデジタルカメラの前面側及び背面側の外観図を示す。
デジタルカメラ１０は、カメラ本体１２が薄型の略直方体形状に形成されている。カメラ
本体１２の前面には撮影レンズ１４が設けられ、上面にはレリーズボタン１６が設けられ
ている。デジタルカメラ１０を撮影モードにセットしてレリーズボタン１６を押下するこ
とで、撮影レンズ１４によって結像された被写体光が撮影画像として取得され、メモリカ
ード１８（図３参照）に記憶される。
【００２０】
　カメラ本体１２の側面には、モード選択ボタン２０、電源ボタン２２が設けられている
。デジタルカメラ１０は、前述した撮影モードの他、メモリカード１８に記憶された撮影
画像を再生表示する再生モード、各種設定を行うメニューモードの各モードを備え、モー
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ド選択ボタン２０を押下することで各モード間の切り替えを行うことができる。また、電
源ボタン２２を押下する毎にデジタルカメラ１０の電源のオンオフが切り替えられる。
【００２１】
　カメラ本体１２の背面には、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）２４が設けられている。ＬＣ
Ｄ２４は、その表示画面２６がカメラ本体１２の背面とほぼ等しい大きさに形成されてい
る。ＬＣＤ２４は、撮影モードでは被写体の撮影画像をリアルタイムでスルー画表示する
電子ビューファインダとして機能し、再生モードではメモリカード１８に記録済みの撮影
画像を再生表示する再生モニタとして機能する。また、メニューモードでは設定画面が表
示される。
【００２２】
　また、ＬＣＤ２４には、パネル状のタッチセンサ２８（図３参照）が設けられている。
タッチセンサ２８は、撮影者の手や指が接触するとこの接触位置を検知するものであり、
撮影者がカメラ本体１２を把持した際のグリップ領域を検知する検知手段として機能する
とともに、タッチ操作によって各種操作指示を入力する操作部としても機能する。なお、
ＬＣＤ以外の表示手段、例えば、ＥＬ（エレクトロルミネセンス）ディプレイを用いても
よい。
【００２３】
　図３に、デジタルカメラ１０の構成を表すブロック図を示す。デジタルカメラ１０の内
部にはＣＰＵ３０が設けられ、データバス３２を介してデジタルカメラ１０の各部と接続
されている。ＣＰＵ３０は、レリーズボタン１６、モード選択ボタン２０、電源ボタン２
２、並びに、タッチセンサ２８から入力される信号に基づいて接続された各部を駆動制御
する。
【００２４】
　撮影レンズ１４の背後には、絞り３４、ＣＣＤ３６が並べて配置されている。撮影レン
ズ１４にはレンズモータ３８が接続され、絞り３４にはアイリスモータ４０が接続されて
いる。レンズモータ３８は、撮影レンズ１４のズームレンズをワイド側、あるいはテレ側
に移動させることによってズーム倍率の変倍を行う。また、被写体距離やズームレンズの
変倍に応じて撮影レンズ１４のフォーカスレンズを移動させ、撮影条件が最適となるよう
に焦点調整を行う。アイリスモータ４０は、絞り３４を動作させて露出調整を行う。
【００２５】
　撮影レンズ１４、絞り３４を透過した被写体光は、ＣＣＤ３６の受光面に結像される。
ＣＣＤ３６の受光面には、受光量に応じた電荷を蓄積する受光素子が複数配列され、ＣＣ
Ｄ３６は、撮像により各受光素子に蓄積された電荷を撮像信号として出力する。ＣＣＤ３
６には、ＣＰＵ３０によって制御されるタイミングジェネレータ（ＴＧ）４２が接続され
、このＴＧ４２から入力されるタイミング信号（クロックパルス）により駆動される。
【００２６】
　ＣＣＤ３６により取得された撮像信号は、相関二重サンプリング回路（ＣＤＳ）４４に
入力され、ＣＣＤ３６の各受光素子の蓄積電荷量に正確に対応したＲ，Ｇ，Ｂの画像デー
タとして出力される。ＣＤＳ４４から出力された画像データは、増幅器（ＡＭＰ）４６で
増幅され、Ａ／Ｄ４８でデジタルの画像データに変換される。Ａ／Ｄ４８から出力された
画像データは、作業用のメモリであるＲＡＭ５０に一旦格納される。
【００２７】
　画像信号処理回路５２は、ＲＡＭ５０に記憶された画像データにアクセスして、階調変
換、ホワイトバランス補正、γ補正処理等の各種画像処理を施す。また、ＹＣ変換処理回
路５４は、各種画像処理が施された画像データを輝度信号Ｙと色差信号Ｃｒ，Ｃｂとに変
換する。
【００２８】
　撮影モードでは、所定のフレームレートでＣＣＤ３６が撮像処理を行い、取得した画像
データに対して上記画像処理が施され、処理済みの撮影画像がライブ画像としてＬＣＤ２
４にスルー表示される。ＬＣＤ２４は、ＬＣＤドライバ５６によって駆動される。ＬＣＤ
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ドライバ５６は、画像メモリやＤ／Ａコンバータを備えており、画像メモリに一時的に蓄
積した撮影画像を、Ｄ／Ａコンバータで、例えば、ＮＴＳＣ方式のアナログ信号に変換し
て、ＬＣＤ２４に出力する。
【００２９】
　撮影モードにおいて、レリーズボタン１６が押下され、レリーズ操作が行われると、Ｃ
ＣＤ３６によって、スルー表示用のライブ画像よりも画素数の大きな本画像データが取得
される。この本画像データに対しては、上記画像処理が施された後、処理済みの撮影画像
が圧縮伸張処理回路５８によって所定の圧縮形式（例えば、ＪＰＥＧ形式）で圧縮処理が
施される。圧縮処理が施された撮影画像は、メディアコントローラ６０を介してメモリカ
ード１８に記憶される。
【００３０】
　また、再生モードでは、メモリカード１８に記録された撮影画像がいったんＲＡＭ５０
に読み出されて、圧縮伸張処理回路５８によって伸張処理が施された後、ＬＣＤドライバ
５６に出力され、ＬＣＤ２４に再生表示される。
【００３１】
　タッチセンサ２８は、撮影者の手や指の接触を検知すると、この接触位置を示す信号を
ＣＰＵ３０に対して出力する。タッチセンサ２８としては、その配置位置に応じて、表示
画面２６の下に配置するタイプと、透明なスクリーンで形成され表示画面２６を覆うタイ
プがあり、また、接触の検知方式として、パネル上の圧力の変化を感知する感圧式と、静
電気による電気信号を感知する静電式などの検知方式があり、いずれを用いてもよい。
【００３２】
　ＣＰＵ３０は、撮影画像をＬＣＤ２４に表示する際に、タッチセンサ２８から信号の入
力がなされない場合、すなわち、撮影者がＬＣＤ２４に触れていない場合には、図４に示
すように、撮影画像６５を表示画面２６に全画面表示する。また、ＣＰＵ３０は、タッチ
センサ２８から信号が入力されると、検出された接触位置を避けるように、撮影画像の表
示エリアを設定し、この表示エリアに撮影画像を表示する。
【００３３】
　ＣＰＵ３０には、表示エリアの設定を行う表示エリア設定部６２と、設定された表示エ
リアに合わせて撮影画像の加工編集を行う画像編集部６４とが設けられている。ＣＰＵ３
０は、表示エリアの設定方法の異なる第１、第２の各表示モード下で、これら表示エリア
設定部６２、並びに、画像編集部６４を駆動し、ＬＣＤ２４へ表示する画面を制御する。
【００３４】
　図５（Ａ）、（Ｂ）に示すように、第１表示モードにおいて、表示エリア設定部６２は
、接触位置を除いた領域で、撮影画像のアスペクト比と等しい最大のエリアを表示エリア
６６として設定する。画像編集部６４は、表示エリアに合致するように撮影画像を拡大も
しくは縮小加工する。そして、ＣＰＵ３０は、加工済みの撮影画像６８を表示エリア６６
に表示させる。この表示エリアの設定、及び、撮影画像の拡縮表示は、接触位置の変化に
伴いリアルタイムで行われる。
【００３５】
　他方、図６（Ａ）、（Ｂ）に示すように、第２表示モードにおいて、表示エリア設定部
６２は、接触位置を除いた領域で、最大の矩形エリアを表示エリア７０として設定する。
画像編集部６４は、撮影画像の主要部（本実施形態では撮影画像の中心である。）が表示
エリア７０の中心にくるように、撮影画像を表示エリアに重ね合わせ、撮影画像のうち表
示エリアからはみ出す部分を切り取り加工する。そして、ＣＰＵ３０は、切り取られた残
りの撮影画像７２を表示エリア７０に表示させる。第１表示モードの場合と同様に、表示
エリアの設定、撮影画像の切り取り加工、並びに、加工済みの撮影画像の表示は、接触位
置の変化に伴いリアルタイムで行われる。
【００３６】
　また、図５、図６に示すように、ＣＰＵ３０は、第１、第２の各表示モードにおいて、
表示エリアとして設定されたエリア以外のブランクエリアにズームボタン７４と、表示モ



(7) JP 4510713 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

ード切り替えボタン７６とを表示させる。そして、ＣＰＵ３０は、ズームボタン７４への
タッチ操作を受けて、撮影モードにおいてはレンズモータ３８を駆動することでズーム倍
率を変倍させ、再生モードにおいては撮影画像を拡大もしくは縮小表示する。さらに、Ｃ
ＰＵ３０は、表示モード切り替えボタン７６へのタッチ操作を受けて、第１、第２の各表
示モード間で表示モードの切り替えを行う。
【００３７】
　なお、第２撮影モードにおいて、撮影画像の主要部を撮影画像の中心としたが、撮影画
像の画像解析を行い、この解析結果に基づいて撮影画像の主要部を決定するようにしても
よい。この場合、画像解析によって、被写体の種類が、人物、建物、風景のいずれである
かなどを認識したり、撮影構図から被写体の顔の位置や主要被写体を認識することによっ
て撮影画像の主要部を決定すればよい。
【００３８】
　また、第２撮影モードにおいて、撮影画像の中心を表示画面２６の中心に固定とし、表
示画面２６の右側に表示エリアが設定された場合は撮影画像の左側を切り取り、表示画面
２６の左側に表示エリアが設定された場合は撮影画像の右側を切り取るといったように、
設定された表示エリアの位置に応じて撮影画像の切り取り部分を決定するといったことも
考えられる。
【００３９】
　以下、上記構成による本発明の作用について、図７に示すフローチャートをもとに説明
する。デジタルカメラ１０の背面にはＬＣＤ２４が設けられ、このＬＣＤ２４に撮影画像
が表示される。撮影者がＬＣＤ２４に触れていない場合は、撮影画像がＬＣＤ２４に全画
面表示される（図４参照）。また、撮影者がＬＣＤ２４に触れると、タッチセンサ２８に
よって接触位置が検知され、接触位置を避けるように表示エリアが決定され、この表示エ
リアに撮影画像が表示される。
【００４０】
　このとき、第１表示モードにおいては、撮影画像のアスペクト比に対応したアスペクト
比を有し、かつ、エリアサイズが最大となるように表示エリアが決定され、この表示エリ
アに合致するように拡大または縮小された撮影画像が表示される（図５参照）。第２表示
モードにおいては、最も大きな矩形の領域となるように表示エリアが決定され、この表示
エリアからはみ出す部分が切り取られた撮影画像が表示される（図６参照）。
【００４１】
　また、第１、第２の各表示モードにおいて、表示エリア以外のブランクエリアには、ズ
ームボタン７４と表示モード切り替えボタン７６とが配置され、タッチ操作によりズーミ
ングや表示モードの切り替えを行うことができる。
【００４２】
　このように、デジタルカメラ１０は、撮影者の指がＬＣＤに触れたときの接触位置を避
けるように撮影画像を表示するので、撮影者の手のサイズやデジタルカメラを把持する際
の各指の位置によらず、常に最適なサイズで撮影画像を表示することができる。また、撮
影画像表示されないブランクエリアに操作ボタンを表示することで、ブランクエリアを有
効活用できるだけでなく、操作性もよい。さらに、撮影画像を表示する表示エリアの決定
方法の異なる第１、第２の２つの表示モードを設け、撮影者の好みに応じて切り替えられ
るようにしたため使い勝手がよく便利である。
【００４３】
　なお、上記実施形態では、タッチセンサを備えたＬＣＤに、ズーミングや表示モード切
り替え操作を行うための操作ボタンを表示する例で説明したが、これ以外の操作が割り当
てられた各種操作ボタンを表示してもよい。また、各操作ボタンの表示位置も適宜変更で
きる。さらに、表示する操作ボタンの種類や、各操作ボタンの表示位置を、表示エリアの
大きさや形状に応じて切り替えたり、表示モードに応じて切り替えたり、撮影モードと再
生モードとの間で切り替えるといったことも考えられる。もちろん、撮影者が、表示する
操作ボタンの種類や、各操作ボタンの表示位置を設定するようにしてもよい。
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【００４４】
　また、デジタルカメラの背面にのみタッチセンサ付きのＬＣＤを設ける例で説明をした
が、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、図８、図９に示すデジタルカメラ
８０のように、カメラ本体８２の背面に上記実施例にて説明したＬＣＤ２４を設けるとと
もに、カメラ本体８２の上面にタッチセンサ８４（図９参照）を備えた第２のＬＣＤ８６
を設けてもよい。なお、図８以降の図面においては上述した実施形態と同様の部材につい
ては同様の符号を付して説明を省略している。
【００４５】
　このデジタルカメラ８０では、ＣＰＵ８８内にレリーズボタン表示制御部９０が設けら
れている。レリーズボタン表示制御部９０はＬＣＤドライバ５６を介してＬＣＤ８６にレ
リーズボタン９２（図８、図１０、図１１参照）を表示させる。ＣＰＵ８８は、タッチセ
ンサ８４から得られる撮影者の指の接触位置がレリーズボタン９２の表示位置と重なる場
合に撮影処理を行う。また、ＣＰＵ８８は、ＬＣＤ２４にて検出された接触位置に基づい
て、レリーズボタン表示制御部９０を制御し、撮影者が操作し易いように、レリーズボタ
ン９２の表示位置を変化させる。
【００４６】
　すなわち、撮影者の手が大きい場合は、図１０（Ａ）に示すように、ＬＣＤ２４にて検
出される接触位置は表示画面２６の中央寄りとなる。この場合は、同図（Ｂ）に示すよう
に、カメラ本体８２上面の中央寄りの位置にレリーズボタン９２を表示する。また、撮影
者の手が小さい場合は、図１１（Ａ）に示すように、ＬＣＤ２４にて検出される接触位置
は表示画面２６の側部寄りとなる。この場合は、同図（Ｂ）に示すように、カメラ本体８
２上面の側部寄りの位置にレリーズボタン９２を表示する。こうすることで、撮影者の手
の大きさによらずレリーズボタンを操作しやすくできる。
【００４７】
　なお、本例では、カメラ本体背面のＬＣＤにて検出された接触位置に基づいてレリーズ
ボタンの表示位置を移動させる例で説明をしたが、カメラ本体上面のＬＣＤにて検出され
た接触位置に基づいてレリーズボタンの表示位置を移動させてもよい。この場合、撮影者
がカメラ本体の上面に１回触れることでレリーズボタンの表示位置を決定し、表示された
レリーズボタンをダブルクリックすることで撮影が行われるようにすればよい。もちろん
、カメラ本体の上面に設けられたＬＣＤに、レリーズボタン以外の操作ボタンを表示して
もよい。
【００４８】
　また、タッチセンサから入力される信号に基づいてメモリカードに記憶された撮影画像
の編集を行うといったことも可能である。この場合、撮影者が、ＬＣＤに再生表示された
撮影画像を指でなぞるように触れることで領域の指定を行い、画像編集部が、この操作に
よって指定された領域内の撮影画像を切り出す。そして、ＣＰＵが、切り出された撮影画
像を新規画像としてメモリカードに記憶する。
【００４９】
　具体的には、図１２に示すように、ＬＣＤに再生表示された撮影画像９４を、図中矩形
の指標９６で示すように指でなぞって領域を指定することで、この領域内（指標９６の内
側部分）の撮影画像を切り出して新たな画像としてメモリカードに記憶させるといったこ
とが考えられる。また、図１３に示すように、ＬＣＤに再生表示された撮影画像９８を、
図中直線の指標１００で示すように指でなぞることによって２つの領域（指標１００より
も上部の領域と、指標１００よりも下部の領域）に分割した後、一方の領域を指標１０１
で示すように塗りつぶすように触れることで、この領域の撮影画像を切り取り、残った撮
影画像を新たな画像としてメモリカードに記憶させるといったことも考えられる。
【００５０】
　さらに、上述した例ではＬＣＤにタッチセンサを設ける例で説明をしたが、カメラ本体
の上面や側面にタッチセンサのみを設け、このタッチセンサが撮影者の指の接触を検出し
た際にカメラ本体に各種操作指示が入力されるようにしてもよい。この場合例えば、タッ
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とや、タッチセンサをダブルクリックすることで撮影指示の入力が行われるといったこと
が考えられる。
【００５１】
　また、図１４に示すデジタルカメラ１０２のように、デジタルカメラ１０２が傾いてい
ても撮影画像１０４が水平に表示されるように、撮影画像１０４を回転表示してもよい。
この場合、カメラ本体に、デジタルカメラの傾きを検出するジャイロセンサなどの傾き検
出センサを設け、この傾き検出センサから得られるデジタルカメラの傾きに応じて、ＣＰ
Ｕが撮影画像を回転表示させる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】デジタルカメラの前面側外観図である。
【図２】デジタルカメラの背面側外観図である。
【図３】デジタルカメラの構成図である。
【図４】撮影画像の表示の一例を示す説明図である。
【図５】撮影画像の表示の一例を示す説明図である。
【図６】撮影画像の表示の一例を示す説明図である。
【図７】撮影画像の表示手順を表すフローチャートである。
【図８】デジタルカメラの背面側外観図である。
【図９】デジタルカメラの構成図である。
【図１０】レリーズボタンの表示位置の一例を示す説明図である。
【図１１】レリーズボタンの表示位置の一例を示す説明図である。
【図１２】撮影画像の編集を行う例を表す説明図である。
【図１３】撮影画像の編集を行う例を表す説明図である。
【図１４】撮影画像を回転表示する例を表す説明図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１０、８０、１０２　デジタルカメラ
　１２、８２　カメラ本体
　１６、９２　レリーズボタン
　２４、８６　ＬＣＤ
　２６　表示画面
　２８、８４　タッチセンサ
　３０、８８　ＣＰＵ
　５６　ＬＣＤドライバ
　６２　表示エリア設定部
　６４　画像編集部
　６５、６８、７２、９４、９８、１０４　撮影画像
　６６、７０　表示エリア
　７４　ズームボタン
　７６　表示モード切り替えボタン
　９０　レリーズボタン表示制御部
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