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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部の輝度を、ユーザの指示に基づいて、最大値、最小値、少なくとも１つの中
間値を含む複数段階の中から設定する設定手段と、ボタン操作部材が一定時間以上押下さ
れ続けたか否かを判定する判定手段と、
　前記設定手段によって設定された輝度で前記表示部に表示を行っている際に、単一の操
作部材に対する１回の操作である特定の操作として、前記ボタン操作部材が一定時間以上
押下され続ける操作が行われると、前記設定手段によって設定された輝度に関わらず、前
記最大値の輝度で前記表示部に表示を行い、
　前記特定の操作が行われたことによって前記最大値の輝度で前記表示部に表示を行って
いる際に、前記ボタン操作部材が一定時間以上押下され続ける操作が再度行われると、前
記最大値の輝度から前記設定手段によって設定された輝度に戻すように制御する制御手段
と、
　前記設定手段によって設定された輝度で前記表示部に表示を行っている際に、前記判定
手段によって前記ボタン操作部材が一定時間未満押下されたと判定すると、前記表示部の
輝度を変更せずに、現在の表示モードを、表示される情報が異なる他の表示モードであっ
て、映像のみの表示を行う表示モードと、映像ならびに情報表示を行う表示モードとを少
なくとも含む複数の表示モードのいずれかに切り替える表示モード切替手段と
を有することを特徴とする表示装置。



(2) JP 5188010 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

【請求項２】
　表示部と、
　前記表示部の輝度を、ユーザの指示に基づいて、最大値、最小値、少なくとも１つの中
間値を含む複数段階の中から設定する設定手段と、
　前記設定手段によって設定された輝度で前記表示部に表示を行っている際に、単一の操
作部材に対する１回の操作である特定の操作が行われると、前記設定手段によって設定さ
れた輝度に関わらず、前記最大値の輝度で前記表示部に表示を行い、
　前記特定の操作が行われたことによって前記最大値の輝度で前記表示部に表示を行って
いる際に、前記特定の操作が再度行われると、前記最大値の輝度から前記設定手段によっ
て設定された輝度に戻すように制御する制御手段と
を有し、
　前記制御手段は、前記表示部の輝度を前記最大値の輝度から前記設定手段によって設定
された輝度に戻した後に、前記単一の操作部材に対して前記特定の操作が行われると、前
記設定手段によって設定された輝度に関わらず、前記最小値の輝度で前記表示部に表示を
行うように制御することを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記特定の操作が行われたことによって前記最大値の輝度で前記表示
部に表示を行っている際に、当該表示装置の主電源がオフされたあと、再びオンした際に
は、前記設定手段によって設定された輝度で前記表示部に表示を行うよう制御することを
特徴とする請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前期設定手段によって設定された輝度を、不揮発性の記憶媒体に記録するよう制御する
記録制御手段をさらに有することを特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　撮像手段と、
　前記撮像手段によって撮像された画像を前記表示部に表示するよう制御する表示制御手
段とをさらに有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記表示部は液晶パネルであり、
　前記液晶パネルの背面より光を照射するバックライトを更に有し、
　前記設定手段と前記制御手段は、前記バックライトの照射量を制御することで、前記液
晶パネルの輝度を制御することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の表示
装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記表示部の輝度を前記最大値の輝度から前記設定手段によって設定
された輝度に戻した後に、前記単一の操作部材に対して前記特定の操作が行われると、前
記設定手段によって設定された輝度に関わらず、前記最小値の輝度で前記表示部に表示を
行うように制御することを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
　画像を表示部に表示する表示ステップと、
　前記表示部の輝度を、ユーザの指示に基づいて、最大値、最小値、少なくとも１つの中
間値を含む複数段階の中から設定する設定ステップと、
　ボタン操作部材が一定時間以上押下され続けたか否かを判定する判定ステップと、前記
設定ステップによって設定された輝度で前記表示部に表示を行っている際に、単一の操作
部材に対する１回の操作である特定の操作として、前記ボタン操作部材が一定時間以上押
下され続ける操作が行われると、前記設定ステップによって設定された輝度に関わらず、
前記最大値の輝度で前記表示部に表示を行い、
　前記特定の操作が行われたことによって前記最大値の輝度で前記表示部に表示を行って
いる際に、前記ボタン操作部材が一定時間以上押下され続ける操作が再度行われると、前
記最大値の輝度から前記設定ステップによって設定された輝度に戻すように制御する制御
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ステップと、
　前記設定ステップによって設定された輝度で前記表示部に表示を行っている際に、前記
判定ステップによって前記ボタン操作部材が一定時間未満押下されたと判定すると、前記
表示部の輝度を変更せずに、現在の表示モードを、表示される情報が異なる他の表示モー
ドであって、映像のみの表示を行う表示モードと、映像ならびに情報表示を行う表示モー
ドとを少なくとも含む複数の表示モードのいずれかに切り替える表示モード切替ステップ
とを有することを特徴とする表示装置の制御方法。
【請求項９】
　画像を表示部に表示する表示ステップと、
　前記表示部の輝度を、ユーザの指示に基づいて、最大値、最小値、少なくとも１つの中
間値を含む複数段階の中から設定する設定ステップと、
　前記設定ステップによって設定された輝度で前記表示部に表示を行っている際に、単一
の操作部材に対する１回の操作である特定の操作が行われると、前記設定ステップによっ
て設定された輝度に関わらず、前記最大値の輝度で前記表示部に表示を行い、
　前記特定の操作が行われたことによって前記最大値の輝度で前記表示部に表示を行って
いる際に、前記特定の操作が再度行われると、前記最大値の輝度から前記設定ステップに
よって設定された輝度に戻すように制御する制御ステップと
を有し、
　前記制御ステップは、前記表示部の輝度を前記最大値の輝度から前記設定ステップによ
って設定された輝度に戻した後に、前記単一の操作部材に対して前記特定の操作が行われ
ると、前記設定ステップによって設定された輝度に関わらず、前記最小値の輝度で前記表
示部に表示を行うように制御することを特徴とする表示装置の制御方法。
【請求項１０】
　コンピュータを、請求項１乃至８のいずれか１項に記載された表示装置の各手段として
機能させるプログラム。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項１乃至８のいずれか１項に記載された表示装置の各手段として
機能させるプログラムを格納したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置または表示装置の制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置で用いられているパネルバックライトの輝度を、ユーザーの好みに
変更する調光機能を備えた表示装置を有するノートブック型パソコン、デジタルカメラ、
ＰＤＡ等の装置が多数存在する。
【０００３】
　その類似機能として、バックライトの輝度を段階的に調光するのではなく、ボタン操作
で大幅に変更する表示装置も存在する。図２を用いて、輝度を変更する具体的な方法につ
いて説明する。
【０００４】
　まず、調光ステップと輝度の関係がＢの曲線からＡの曲線へ変更される。Ｂの＋２ステ
ップにあるものは、Ａの＋２ステップへと変更され、つまり、調光輝度ステップはそのま
まに、輝度をある割合アップさせることが可能となる。
【０００５】
　また、バックライトの輝度を外光の強弱により自動的に変更する提案は既に多数なされ
ている。例えば代表的な提案として、装置周囲の明るさを検出するセンサと、検出された
明るさに応じてバックライトの輝度を調整する輝度調整部により、照度に応じて輝度を制
御する技術である。
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【特許文献１】特開平２－１２１２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記機器においては、消費電力削減のために一定時間が経過すると、ユ
ーザーの意に反して自動的に液晶表示装置の輝度が変更されてしまい、ユーザーにとって
は使いづらい仕様となっている。
【０００７】
　また、液晶表示装置の最大輝度もしくは最小輝度に変更する場合は、メニュー画面等に
より調光設定を行う必要があり、即座に輝度を変化させることが出来ない。
【０００８】
　また、上記〔特許文献１〕においては、明るさを検出するセンサが必要となり、コスト
アップ、装置の体積アップ等の問題が生じる。
【０００９】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、ユーザが任意に複数段階の中から設定
した表示部の輝度に関わらず、簡単な操作で即座に輝度を最大とし、また、同じく簡単な
操作で即座に最大値にした輝度を元に戻すことが可能な表示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】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の表示装置は表示部と、
　前記表示部の輝度を、ユーザの指示に基づいて、最大値、最小値、少なくとも１つの中
間値を含む複数段階の中から設定する設定手段と、ボタン操作部材が一定時間以上押下さ
れ続けたか否かを判定する判定手段と、
　前記設定手段によって設定された輝度で前記表示部に表示を行っている際に、単一の操
作部材に対する１回の操作である特定の操作として、前記ボタン操作部材が一定時間以上
押下され続ける操作が行われると、前記設定手段によって設定された輝度に関わらず、前
記最大値の輝度で前記表示部に表示を行い、
　前記特定の操作が行われたことによって前記最大値の輝度で前記表示部に表示を行って
いる際に、前記ボタン操作部材が一定時間以上押下され続ける操作が再度行われると、前
記最大値の輝度から前記設定手段によって設定された輝度に戻すように制御する制御手段
と、
　前記設定手段によって設定された輝度で前記表示部に表示を行っている際に、前記判定
手段によって前記ボタン操作部材が一定時間未満押下されたと判定すると、前記表示部の
輝度を変更せずに、現在の表示モードを、表示される情報が異なる他の表示モードであっ
て、映像のみの表示を行う表示モードと、映像ならびに情報表示を行う表示モードとを少
なくとも含む複数の表示モードのいずれかに切り替える表示モード切替手段と
を有することを特徴とする表示装置。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、ユーザが任意に複数段階の中から設定した表示部の輝度に関わらず、
簡単な操作で即座に輝度を最大とし、また、同じく簡単な操作で即座に最大値にした輝度
を元に戻すことが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るデジタルカメラの構成図である。
【００２２】
　１０は液晶表示装置であり、ＬＣＤ等の液晶パネル１１ならびに液晶パネル１１の背面
より光を照射するバックライト１２より構成される。１３は液晶パネル１１を駆動するパ
ネル駆動回路、１４はバックライト１０を駆動するバックライト駆動回路である。
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【００２３】
　２１は画像信号処理装置であり、Ａ／Ｄ変換回路３４もしくは中央処理装置２２からの
制御信号・映像を受け、パネル駆動回路１３に映像信号を出力する。２２は中央処理装置
であり、パネル駆動回路１３、バックライト駆動回路１４、撮像駆動回路３３等の駆動回
路の制御を行う装置である。また中央処理装置２２は、モード切替スイッチ４１、表示設
定ボタン４２等の操作により、前記の駆動回路の制御を行う。
【００２４】
　３０は撮像装置であり、レンズ３１、撮像素子３２、撮像駆動回路３３、Ａ／Ｄ変換回
路３４より形成されるものとする。３１は撮像部のレンズであり、図示しないが、バリア
、絞り、鏡筒等も含む。３２はＣＣＤ等の撮像素子であり、レンズ３１を通過した光を受
光し、電圧に変換する。３３は撮像駆動回路であり、撮像素子３２を駆動する駆動回路で
ある。３４はＡ／Ｄ変換回路であり、撮像素子３２から出力された出力電圧（アナログ量
）を規定のビット数のデジタル値に変換する。なお、撮像駆動回路３３は、Ａ／Ｄ変換回
路３４のＡ／Ｄのサンプリングのタイミングも制御する。
【００２５】
　４１はモード切替スイッチであり、操作者により静止画撮影モード、動画撮影モード、
再生モードのうち１つのモードが設定される。４２は表示設定ボタンであり、押されるボ
タンの回数により、液晶表示装置の状態が（１）映像のみの表示、（２）映像表示ならび
に撮影モード、バッテリー残量等の情報表示、（３）表示なしの３つの状態に変更するこ
とが可能である。また、表示設定ボタン４２が所定時間以上押下（長押し）された場合、
本発明の特徴であるパワーＬＣＤモードが設定される。パワーＬＣＤモードの詳細につい
ては後述する。
【００２６】
　５１はフラッシュメモリ等のメモリであり、操作者によって設定されるパワーＬＣＤモ
ードの状態を示すパワーＬＣＤフラグの記憶、パワーＬＣＤモードがＯＮになった際にそ
の直前のバックライト駆動回路１４に出力する制御信号（後述するステップＳ１０４のバ
ックライト輝度調光設定により設定される制御信号。）の記憶、バックライトの輝度を最
大、最小に設定するためのバックライト駆動回路１４に出力する制御信号の記憶、各設定
状況を記憶する。
【００２７】
　５２は外部メモリスロットであり、ＳＤメモリ、コンパクトフラッシュ（登録商標）等
のメディアが挿入可能であり、中央処理装置２２により、データの読み書きがなされる。
６１は光学ファインダーである。
【００２８】
　（フローチャートの説明）
　図４乃至図１３を参照して、実施形態の動作について説明する。
【００２９】
　図４は本実施形態のフローチャートである。
【００３０】
　操作者により装置本体の主電源がオンされると、ステップＳ１０１では、所定の初期設
定が行われる。具体的には、後述するＳ１０４のバックライト輝度調光設定で設定された
制御信号による輝度が設定される。
【００３１】
　ステップＳ１０２では、主電源がオフされたか否か判断し、オフされたと判断した場合
、処理は終了する。
【００３２】
　一方、主電源オフでない場合は、ステップＳ１０６では操作者により操作された操作ボ
タンの種類が判断される。
【００３３】
　ステップＳ１０６で、表示設定ボタン４２が操作されたと判断された場合は、処理はス
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テップＳ１０７に移行する。
【００３４】
　ステップＳ１０７では、表示設定ボタン４２が押下された時間を計測し、所定時間（例
えば、１秒）以上押下、即ち、長押しされたと判断された場合、パワーＬＣＤモード設定
が選択されたと判断し、ステップＳ１０３でパワーＬＣＤモード設定が行われる。
【００３５】
　パワーＬＣＤモードで該設定された値（最大値もしくは最小値等）は、主電源がオフさ
れるまで保持され、液晶表示装置１０の輝度は保持される。また、該制御信号はフラッシ
ュメモリ５１には記憶されないため、主電源オフにより、設定された輝度はパワーＬＣＤ
モード設定前の輝度に戻る。この処理は、一般的には、電源オフされた場合、撮影のシチ
ュエーションが変わることが多いことによるためである。
【００３６】
　パワーＬＣＤモード設定の詳細については、図５を用いて説明する。
【００３７】
　ステップＳ１０７で、表示設定ボタン４２の押下時間が前記所定時間未満であった場合
、ステップＳ１０５の表示設定へと移行する。表示設定処理については、図８を用いて説
明する。
【００３８】
　また、ステップＳ１０６でＭＥＮＵボタンが操作され、バックライト輝度調光設定メニ
ューが選択されたと判断された場合、ステップＳ１０４のバックライト輝度調光設定処理
が行われる。バックライト輝度調光設定処理については、図７を用いて説明する。
【００３９】
　上記実施形態では、表示設定ボタン４２の押下時間に応じてパワーＬＣＤモードと表示
設定モードを切り替えて制御するため、パワーＬＣＤモード専用ボタンを設ける必要がな
く、デジタルカメラ等の部品数の減少、機器の小型化を実現することができる。
【００４０】
　また、デジタルカメラにおいては、Ｓ１０３～Ｓ１０５以外にも数多くの機能設定・動
作が存在するが、本実施形態においてはそれら設定・動作については詳述しないことにす
る。Ｓ１０３～Ｓ１０５それぞれのサブルーチンの動作が終了したら再びＳ１０２へ移行
する。
【００４１】
　図５は、図４のＳ１０３におけるパワーＬＣＤモード設定のサブルーチンである。
【００４２】
　パワーＬＣＤモード設定が選択されると、ステップＳ２０１にて、中央処理回路２２は
フラッシュメモリ５１内に記憶されているパワーＬＣＤフラグをチェックする。パワーＬ
ＣＤフラグは４つの値のうちの１つの値をとり、次のような意味を持つ。すなわち、
（１）００：バックライトの輝度は調光設定により設定されており、
　　　　　　かつ変更前の値が最小値（図３の－７）または調光設定により設定された値
（２）０１：バックライトの輝度はパワーＬＣＤモード設定により、
　　　　　　最大値（図３の＋７）に設定されている
（３）１０：バックライトの輝度は調光設定により設定されており、
　　　　　　かつ変更前の値が最大値
（４）１１：バックライトの輝度はパワーＬＣＤモード設定により、
　　　　　　最小値に設定されている
　上記（１）の場合は、フラッシュメモリ５１に記憶されている、バックライト１２を最
大輝度にするための、バックライト駆動回路１４に出力する制御信号を読み出した後、パ
ワーＬＣＤメモリから最大値となるような制御信号を読み出し（ステップＳ２０２）、パ
ワーＬＣＤフラグに０１を上書きし（ステップＳ２０３）、ステップＳ２１０に移行する
。
【００４３】
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　上記（２）の場合は、フラッシュメモリ５１に記憶されている、変更前の元の制御信号
（後述するステップＳ１０４のバックライト輝度調光設定により設定される制御信号）を
フラッシュメモリ５１より読み出し（ステップＳ２０４）、パワーＬＣＤフラグに１０を
上書きし（ステップＳ２０５）、ステップＳ２１０に移行する。
【００４４】
　上記（３）の場合は、フラッシュメモリ５１に記憶されている、バックライト１２を最
小輝度にするための、バックライト駆動回路１４に出力する制御信号を読み出した後、パ
ワーＬＣＤメモリから最小値となるような制御信号を読み出し（ステップＳ２０６）、パ
ワーＬＣＤフラグに１１を上書きし（ステップＳ２０７）、ステップＳ２１０に移行する
。
【００４５】
　上記（４）の場合は、フラッシュメモリ５１に記憶されている、変更前の元の制御信号
（後述するステップＳ１０４のバックライト輝度調光設定により設定される制御信号）を
フラッシュメモリ５１より読み出し（ステップＳ２０８）、パワーＬＣＤフラグに１０を
上書きし（ステップＳ２０９）、ステップＳ２１０に移行する。
【００４６】
　ステップＳ２０３、２０５、２０７、２０９を経た後、ステップＳ２１０に移行し、バ
ックライト駆動回路１４に出力していた現在の制御信号をフラッシュメモリ５１に記憶し
た後、ステップＳ２１１ではステップＳ２０２、２０４、２０６、２０８それぞれにて設
定された制御信号をバックライト駆動回路１４に出力し、それぞれに応じた輝度を出力す
る。
【００４７】
　上述した動作について図９に調光ステップと輝度の変化について詳述する。
【００４８】
　調光ステップが中間の位置にあるとする。操作者によりパワーＬＣＤ設定が操作される
と、輝度が＋αステップに変更され（遷移（１））、次の操作では輝度が中間の位置、つ
まり変更前の輝度に戻る（遷移（２））。次に操作された場合は、輝度が－βステップに
変更され（遷移（３））、次の操作では輝度が中間の位置に戻る（操作（４））。
【００４９】
　バックライト輝度がバックライト輝度調光設定により変更されていた際の、パワーＬＣ
Ｄモード設定の動作を図９にて示す。
【００５０】
　この場合も、中間輝度が調光輝度に変化されている以外は、遷移動作の（１）→（２）
→（３）→（４）に変わりはない。調光輝度がすでに＋α（－β）である場合は、（１）
（（３））の遷移を行っても一見輝度が変更しないように見えるが、ここでは問題ないと
する。
【００５１】
　ステップＳ２０２にて最大輝度制御信号読み出し、ステップＳ２０６にて最小輝度制御
信号読み出しとなっているが、バックライトで駆動できる最大・最小輝度でなくても、あ
る程度の大きさ、の輝度の制御信号読み出しとし、図８において＋α、－βステップの輝
度がそれぞれ最大輝度、最小輝度でなくても問題はない。
【００５２】
　また図９における動作は中間輝度→最大輝度→中間輝度→最小輝度→中間輝度という遷
移の繰り返しであったが、これを図１１のように中間輝度→最小輝度→中間輝度→最大輝
度→中間輝度の遷移としても問題ない。この場合は、図５のフローチャートは、ステップ
Ｓ２０２において最大輝度制御信号読み出しが最小輝度制御信号読み出しへ、ステップＳ
２０３において最小輝度制御信号読み出しが最大輝度制御信号読み出しへと変更すれば容
易に実現可能である。
【００５３】
　また図１２のように、中間輝度→最大輝度→最小輝度→中間輝度という３回の遷移の繰
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り返しも容易に実現できる。この場合は、図５のフローチャートを図６のように変更すれ
ば実現可能である。
【００５４】
　また、図１３のように中間輝度→最小輝度→最大輝度→中間輝度という遷移も容易に実
現可能である。
【００５５】
　また、以上の輝度変更はバックライトを備えた表示装置が対象となるため、特にデジタ
ルカメラでなくても構わない。例えば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、ファクシミ
リ装置、複写機等にも適用可能である。
【００５６】
　次に、図４におけるバックライト輝度調光設定サブルーチンＳ１０４について図７を用
いて説明する。
【００５７】
　操作者によりバックライト輝度調光設定がなされると、輝度変更を行い（ステップＳ３
０１）、フラッシュメモリ５１内に記憶されているパワーＬＣＤフラグを００に更新する
（ステップＳ３０２）。つまり、ステップＳ１０３にてパワーＬＣＤ設定がなされた後に
バックライト輝度調光設定がなされると、パワーＬＣＤ設定が解除されるとしている。次
に、ステップＳ３０３にて現在の制御信号を記憶して終了する。
【００５８】
　ここで、実際はステップＳ３０１～Ｓ３０３の順序が異なっていても、バックライト輝
度調光設定に全く差し支えはない。
【００５９】
　次に、図４における表示設定サブルーチンＳ１０５について図８を用いて説明する。
【００６０】
　操作者により表示設定がなされると、まずモード切替スイッチ４１の状態を確認する（
ステップＳ５０１）。モードが静止画撮影モードであればステップＳ５０２へ進み、動画
撮影モードであればステップＳ５１１へ、再生モードであれば、ステップＳ５１４へ進む
。
【００６１】
　ステップＳ５０２にて、外部メモリスロット５２に外部メモリが挿入されているかを確
認し、挿入されている場合はステップＳ５０３に、挿入されていない場合は、ステップＳ
５０７へ進む。ステップＳ５０３にて現在の表示設定モードを確認し、表示装置１０の状
態が、映像のみの表示の場合は、映像ならびに情報表示に設定する（ステップＳ５０４）
。また、ステップＳ５０３にて表示装置１０の状態が映像ならびに情報表示の場合は、表
示なしに設定し、中央処理装置２２により、バックライト駆動回路１４の駆動を停止し、
バックライト１２の駆動を停止する（ステップＳ５０５）。ステップＳ５０３にて表示な
しの場合は、映像のみの表示に設定する（ステップＳ５０６）。
【００６２】
　ステップＳ５０７にて現在の表示設定モードを確認し、表示装置１０の状態が、映像の
みの表示であれば、映像ならびに情報表示に設定する。ステップＳ５０７にて映像ならび
に情報表示の場合は、映像信号はＯＦＦとするが、バックライトの駆動はそのままとする
（ステップＳ５０９）。このとき、表示装置１０には映像信号はなくなるが、外部メディ
アが未挿入等の情報を表示装置１０に表示し、本体使用者に警告をだすことが可能である
。ステップＳ５０７にて表示なしの場合は、映像のみの表示に設定する（ステップＳ５１
０）。
【００６３】
　次に、ステップＳ５０１にて動画撮影モードの設定が選択された際のフローチャートを
示す。ステップＳ５１１にて、現在の表示設定モードを確認し、表示装置１０の状態が映
像のみの表示の場合は、映像ならびに情報表示モードに設定し（ステップＳ５１２）、ス
テップＳ５１１にて映像ならびに情報表示の場合は、映像のみの表示に設定する（ステッ
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プＳ５１３）。動画撮影モードにおいては、常に映像表示設定となっているが、これは、
映像表示をＯＦＦした際にユーザーが知りたいと思われる、録画時間、設定モード等の表
示機能を表示装置１０以外には持たない仕様を前提にしているためである。もし、前記の
表示が可能であれば、表示設定の切替で映像表示なしにしても問題ない。その場合は、ス
テップＳ５０１から静止画撮影モードの分岐と全く同じフローチャートで実現可能である
。
【００６４】
　次に、ステップＳ５０１にて再生モードの設定が選択された際のフローチャートを示す
。ここで本実施形態のデジタルカメラの映像は、外部メディアにのみ保存されることを前
提としている。ステップＳ５１４にて外部メモリスロット５２に外部メモリが挿入されて
いるかを確認し、挿入されている場合はステップＳ５１５に進む。ステップＳ５１５にて
外部メディアに保存されている映像をチェックし、１つでも保存されている場合はステッ
プＳ５１６に進む。ステップＳ５１６にて現在の表示設定モードを確認し、表示装置１０
の状態が映像のみの表示の場合は、映像ならびに情報表示モードに設定し（ステップＳ５
１７）、ステップＳ５１６にて映像ならびに情報表示の場合は、映像のみの表示に設定す
る（ステップＳ５１８）。ステップＳ５１４に外部メモリスロット５２に外部メモリが挿
入されていない場合、または外部メモリが挿入されていても、映像が１つも保存されてい
ない場合はステップＳ５１９に進み、動作無効として終了とする。
【００６５】
　以上、本実施形態ではデジタルカメラとしての動作を示したが、撮像装置３０がない構
成のものでも構わない。その際は、図４における表示設定のサブルーチン図８において、
ステップＳ５０１の分岐で静止画撮影モードと動画撮影モードの選択を除外すればよい。
【００６６】
　上記実施形態においては、パワーＬＣＤモード設定により、最大輝度もしくは最小輝度
が設定される例を用いて説明したが、最小輝度もしくは最大輝度に限定されるものではな
く、ある程度の許容範囲を持たせても良い。例えば、図３を用いて説明すると、最大輝度
とは＋７よりも少し小さな値の＋６．５（最小輝度であれば－７よりも少し大きな値の－
６．５）等も含まれるものとする。
【００６７】
　上記実施形態においては、表示設定ボタン４２の押下時間に応じて、パワーＬＣＤモー
ド及び表示設定モードを切り替えて制御する例を用いて説明したが、パワーＬＣＤモード
を設定するための専用ボタンを設けることも可能である。専用ボタンを設けることで、図
４のステップＳ１０７でボタンの長押しを判断する必要がなく、処理が単純化できる効果
がある。
【００６８】
　＜他の実施形態＞
　本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコード
を記録した記録媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコ
ンピュータ（またはＣＰＵまたはＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読
み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。この場合、記憶媒体
から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することとなり
、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【００６９】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤなどを用いることができる。
【００７０】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼動しているＯｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＯＳ）などが実際の処理の一
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ることは言うまでもない。
【００７１】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書きこまれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施
形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明によるデジタルカメラの実施形態を示すブロック図である。
【図２】従来の調光ステップと輝度の変化を示す。
【図３】本発明の調光ステップと輝度の変化を示す。
【図４】本発明の実施形態を表すフローチャートである。
【図５】図４のサブルーチンである、パワーＬＣＤ設定を示すフローチャートである。
【図６】図４のサブルーチンである、パワーＬＣＤ設定を示すフローチャートである。
【図７】図４のサブルーチンである、バックライト輝度調光設定を示すフローチャートで
ある。
【図８】図４のサブルーチンである、表示設定を示すフローチャートである。
【図９】パワーＬＣＤ設定における輝度変更の変遷を示す一例である。
【図１０】パワーＬＣＤ設定における輝度変更の変遷を示す一例である。
【図１１】パワーＬＣＤ設定における輝度変更の変遷を示す一例である。
【図１２】パワーＬＣＤ設定における輝度変更の変遷を示す一例である。
【図１３】パワーＬＣＤ設定における輝度変更の変遷を示す一例である。
【符号の説明】
【００７３】
　１０　液晶表示装置
　１１　液晶パネル
　１２　バックライト
　１３　パネル駆動回路
　１４　バックライト駆動回路
　２１　画像信号処理装置
　２２　中央処理装置
　３０　撮像装置
　３１　レンズ（バリア・絞り・鏡筒）
　３２　撮像素子
　３３　撮像駆動回路
　３４　Ａ／Ｄ変換回路
　４１　モード（静止画／動画／再生）切替スイッチ
　４２　表示設定ボタン
　５１　フラッシュメモリ
　５２　外部メモリスロット
　６１　光学ファインダー
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(14) JP 5188010 B2 2013.4.24

【図１３】
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