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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接触を検出するタッチパネルと画像を表示するパネルとから構成されるタッチスクリー
ン手段と、
　前記タッチスクリーン手段の第１の領域の接触が検出されたとき、第１の機能を示すシ
ンボルを前記第１の領域に表示させ、前記第１の領域の接触が維持された状態で前記タッ
チスクリーン手段の第２の領域の接触が検出されたとき、第２の機能を示すシンボルを前
記第２の領域に表示させる表示制御を行う表示制御手段と、
　を備え、
　前記第１の機能は複数種類の機能の集合体であり、所定の種類の機能を示すカードを模
したオブジェクトとしての第１機能カードが種類毎に設けられて、前記第１の機能を示す
シンボルが構成されており、
　前記第２の機能は複数種類の機能の集合体であり、所定の種類の機能を示すカードを模
したオブジェクトとしての第２機能カードが種類毎に設けられて、前記第２の機能を示す
シンボルが構成されており、
　前記タッチスクリーン手段に対する操作として、複数種類毎の前記第１機能カードと複
数種類毎の前記第２機能カードとからなる複数のカードのうち、機能の設定操作の対象と
なるカードが選択操作された後、そのカードにより特定される機能の設定を指示する設定
操作がなされた場合、その機能の設定を行う機能設定手段をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記設定操作がなされた場合、前記表示制御としてさらに、前記
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選択操作された前記カードをひっくり返す画像を前記タッチスクリーン手段に表示させる
制御を行う
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記タッチスクリーン手段の表示領域を上下左右に分割した場合における、右下領域が
前記第１の領域であり、左下領域が前記第２の領域である
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記表示制御として、前記第１の領域または前記第２の領域の接
触が一定時間以上継続した場合、前記第１の機能または前記第２の機能を示すシンボルを
表示させる制御を行う
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示手段は、前記表示制御としてさらに、第１の消去条件が満たされた場合、前記
第１の機能を示すシンボルの表示を消去し、第２の消去条件が満たされた場合、前記第２
の機能を示すシンボルの表示を消去する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第２の消去条件は、前記第１の機能を示すシンボルの表示が消去されたという条件
を含む
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記設定操作は、前記選択操作された前記カードに対する指のシングルタップによる操
作、または、前記選択操作された前記カードに接触している２本指の間隔を狭めていく操
作が採用される
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記情報処理装置の面のうち、タッチスクリーン手段が配置されている面と対向する面
に配置されるタッチパネル手段をさらに備え、
　前記設定操作は、前記タッチパネル手段に対する指のシングルタップによる操作が採用
される
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　接触を検出するタッチパネルと画像を表示するパネルとから構成されるタッチスクリー
ンを備える情報処理装置が、
　前記タッチスクリーンの第１の領域の接触が検出されたとき、第１の機能を示すシンボ
ルを前記第１の領域に表示させ、前記第１の領域の接触が維持された状態で前記タッチス
クリーンの第２の領域の接触が検出されたとき、第２の機能を示すシンボルを前記第２の
領域に表示させる
　ステップを含み、
　前記第１の機能は複数種類の機能の集合体であり、所定の種類の機能を示すカードを模
したオブジェクトとしての第１機能カードが種類毎に設けられて、前記第１の機能を示す
シンボルが構成されており、
　前記第２の機能は複数種類の機能の集合体であり、所定の種類の機能を示すカードを模
したオブジェクトとしての第２機能カードが種類毎に設けられて、前記第２の機能を示す
シンボルが構成されており、
　前記タッチスクリーンに対する操作として、複数種類毎の前記第１機能カードと複数種
類毎の前記第２機能カードとからなる複数のカードのうち、機能の設定操作の対象となる
カードが選択操作された後、そのカードにより特定される機能の設定を指示する設定操作
がなされた場合、その機能の設定を行うステップをさらに含み、
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　前記設定操作がなされた場合、前記選択操作された前記カードをひっくり返す画像を前
記タッチスクリーンに表示させる
　情報処理方法。
【請求項９】
　接触を検出するタッチパネルと画像を表示するパネルとから構成されるタッチスクリー
ンを備える情報処理装置を制御するコンピュータが、
　前記タッチスクリーンの第１の領域の接触が検出されたとき、前記情報処理装置の第１
の機能を示すシンボルを前記第１の領域に表示させ、前記第１の領域の接触が維持された
状態で前記タッチスクリーンの第２の領域の接触が検出されたとき、前記情報処理装置の
第２の機能を示すシンボルを前記第２の領域に表示さる
　ステップを含み、
　前記第１の機能は複数種類の機能の集合体であり、所定の種類の機能を示すカードを模
したオブジェクトとしての第１機能カードが種類毎に設けられて、前記第１の機能を示す
シンボルが構成されており、
　前記第２の機能は複数種類の機能の集合体であり、所定の種類の機能を示すカードを模
したオブジェクトとしての第２機能カードが種類毎に設けられて、前記第２の機能を示す
シンボルが構成されており、
　前記タッチスクリーンに対する操作として、複数種類毎の前記第１機能カードと複数種
類毎の前記第２機能カードとからなる複数のカードのうち、機能の設定操作の対象となる
カードが選択操作された後、そのカードにより特定される機能の設定を指示する設定操作
がなされた場合、その機能の設定を行うステップをさらに含み、
　前記設定操作がなされた場合、前記選択操作された前記カードをひっくり返す画像を前
記タッチスクリーンに表示させる
　制御処理を実行するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、撮影に関する機
能の設定操作が簡便にできるようになった、情報処理装置および方法、並びにプログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラは、撮影に関する機能を複数有している。従来、ユーザは、デジタルカ
メラの撮影時に機能を設定する場合、次のような操作をしている。即ち、ユーザは、自身
が望む機能を示すアイコンを選択する操作をする。すると、デジタルカメラは、アイコン
により選択された機能の詳細を示す画像を表示する。ユーザは、この画像を見ながら、機
能の詳細を設定する。これらの操作は、ハードウエアのボタンや、ソフトウエアのボタン
（タッチパネル搭載モデルの場合）が、ユーザの指により押下されることで行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２０５８８４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、デジタルカメラが多機能となった昨今、多くの機能を示す情報をユーザ
に並列に提示した上で、上述したような機能の設定の操作をさせることは、ユーザにとっ
て負担となる。
【０００５】
　そのため、ユーザが、希望する機能を設定できない場合や、機能の設定に長時間を要す
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る場合があった。
【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、撮影に関する機能の設定操作
を簡便にできるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面の情報処理装置は、接触を検出するタッチパネルと画像を表示するパネ
ルとから構成されるタッチスクリーン手段と、前記タッチスクリーン手段の第１の領域の
接触が検出されたとき、第１の機能を示すシンボルを前記第１の領域に表示させ、前記第
１の領域の接触が維持された状態で前記タッチスクリーン手段の第２の領域の接触が検出
されたとき、第２の機能を示すシンボルを前記第２の領域に表示させる表示制御を行う表
示制御手段とを備え、前記第１の機能は複数種類の機能の集合体であり、所定の種類の機
能を示すカードを模したオブジェクトとしての第１機能カードが種類毎に設けられて、前
記第１の機能を示すシンボルが構成されており、前記第２の機能は複数種類の機能の集合
体であり、所定の種類の機能を示すカードを模したオブジェクトとしての第２機能カード
が種類毎に設けられて、前記第２の機能を示すシンボルが構成されており、前記タッチス
クリーン手段に対する操作として、複数種類毎の前記第１機能カードと複数種類毎の前記
第２機能カードとからなる複数のカードのうち、機能の設定操作の対象となるカードが選
択操作された後、そのカードにより特定される機能の設定を指示する設定操作がなされた
場合、その機能の設定を行う機能設定手段をさらに備え、前記表示制御手段は、前記設定
操作がなされた場合、前記表示制御としてさらに、前記選択操作された前記カードをひっ
くり返す画像を前記タッチスクリーン手段に表示させる制御を行う。
【０００８】
　前記タッチスクリーン手段の表示領域を上下左右に分割した場合における、右下領域が
前記第１の領域であり、左下領域が前記第２の領域である。
【０００９】
　前記表示制御手段は、前記表示制御として、前記第１の領域または前記第２の領域の接
触が一定時間以上継続した場合、前記第１の機能または前記第２の機能を示すシンボルを
表示させる制御を行う。
【００１０】
　前記表示手段は、前記表示制御としてさらに、第１の消去条件が満たされた場合、前記
第１の機能を示すシンボルの表示を消去し、第２の消去条件が満たされた場合、前記第２
の機能を示すシンボルの表示を消去する。
【００１１】
　前記第２の消去条件は、前記第１の機能を示すシンボルの表示が消去されたという条件
を含む。
【００１４】
　前記設定操作は、前記選択操作された前記カードに対する指のシングルタップによる操
作、または、前記選択操作された前記カードに接触している２本指の間隔を狭めていく操
作が採用される。
【００１５】
　前記情報処理装置の面のうち、タッチスクリーン手段が配置されている面と対向する面
に配置されるタッチパネル手段をさらに備え、前記設定操作は、前記タッチパネル手段に
対する指のシングルタップによる操作が採用される。
【００１６】
　本発明の一側面の情報処理方法およびプログラムは、上述した本発明の一側面の情報処
理装置に対応する方法およびプログラムである。
【００１７】
　本発明の一側面の情報処理装置および方法、並びにプログラムにおいては、接触を検出
するタッチパネルと画像を表示するパネルとから構成されるタッチスクリーンに対して、



(5) JP 4840474 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

次のような制御がなされる。即ち、前記タッチスクリーンの第１の領域の接触が検出され
たとき、第１の機能を示すシンボルが前記第１の領域に表示され、前記第１の領域の接触
が維持された状態で前記タッチスクリーンの第２の領域の接触が検出されたとき、第２の
機能を示すシンボルが前記第２の領域に表示される。前記第１の機能は複数種類の機能の
集合体であり、所定の種類の機能を示すカードを模したオブジェクトとしての第１機能カ
ードが種類毎に設けられて、前記第１の機能を示すシンボルが構成されており、前記第２
の機能は複数種類の機能の集合体であり、所定の種類の機能を示すカードを模したオブジ
ェクトとしての第２機能カードが種類毎に設けられて、前記第２の機能を示すシンボルが
構成されている。また、前記タッチスクリーンに対する操作として、複数種類毎の前記第
１機能カードと複数種類毎の前記第２機能カードとからなる複数のカードのうち、機能の
設定操作の対象となるカードが選択操作された後、そのカードにより特定される機能の設
定を指示する設定操作がなされた場合、その機能の設定が行われる。また、前記設定操作
がなされた場合、前記選択操作された前記カードをひっくり返す画像が前記タッチスクリ
ーン手段に表示される。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のごとく、本発明によれば、機能の設定操作が簡便にできるようになる。特に、情
報処理装置としてタッチスクリーンを有する撮像装置を採用することで、撮影に関する機
能の設定操作が簡便にできるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明が適用される情報処理装置の一実施形態としての撮像装置の構成例を示す
ブロック図である。
【図２】図１の撮像装置の外観の構成例を示す斜視図である。
【図３】撮像装置の基本機能の呼び出し操作手法の一例について説明する図である。
【図４】撮像装置の基本機能の呼び出し操作手法の一例について説明する図である。
【図５】撮像装置の応用機能の呼び出し操作手法の一例について説明する図である。
【図６】撮像装置の応用機能の呼び出し操作手法の一例について説明する図である。
【図７】基本機能呼び出し処理の一例を説明するフローチャートである。
【図８】応用機能呼び出し処理の一例を説明するフローチャートである。
【図９】撮像装置の基本機能および応用機能の呼び出し操作手法の一例について説明する
図である。
【図１０】基本機能を設定する操作手法の一例を説明する図である。
【図１１】設定機能変更処理の一例を説明するフローチャートである。
【図１２】基本機能を設定する操作手法の一例を説明する図である。
【図１３】基本機能を設定する操作手法の一例を説明する図である。
【図１４】本発明が適用される情報処理装置の構成例であって、図１とは異なる構成例を
示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２１】
　図１は、本発明が適用された情報処理装置の一実施形態としての撮像装置の構成例を示
すブロック図である。
【００２２】
　図１の例では、撮像装置は、レンズ部１１乃至タッチパネル２８を含むように構成され
ている。
【００２３】
　レンズ部１１は、撮影レンズ、絞り、フォーカスレンズ等から構成される。レンズ部１
１を介して入射する被写体光の光路上には、CCD(Charge Coupled Device)等の撮像素子１
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２が配置されている。
【００２４】
　撮像素子１２、アナログ信号処理部１３、A/D(Analog/Digital)変換部１４、およびデ
ジタル信号処理部１５がその順番で接続されている。
【００２５】
　デジタル信号処理部１５にはまた、液晶パネル１７、記録デバイス１９およびタッチパ
ネル２８が接続されている。
【００２６】
　レンズ部１１には、レンズ部１１を構成する絞りの調整や、フォーカスレンズの移動を
行うためのアクチュエータ２０が接続されている。アクチュエータ２０には、モータドラ
イバ２１も接続されている。モータドライバ２１は、アクチュエータ２０の駆動制御を行
う。
【００２７】
　CPU(Central Processing Unit)２３は、撮像装置全体を制御する。このため、CPU２３
には、アナログ信号処理部１３、A/D変換部１４、デジタル信号処理部１５、モータドラ
イブ２１、TG(Timing Generator)２２、操作部２４、EEPROM(Electrically Erasable Pro
grammable ROM)２５、プログラムROM(Read Only Memory)２６、RAM(Random Access Memor
y)２７、タッチパネル１６、およびタッチパネル２８が接続されている。
【００２８】
　タッチスクリーン１８は、タッチパネル１６と液晶パネル１７により構成されている。
タッチパネル２８は、タッチスクリーン１８と対向する撮像装置の面、即ち、撮像レンズ
側の面に配置されている（後述する図２参照）。
【００２９】
　記録デバイス１９は、例えばDVD(Digital Versatile Disc)等の光ディスクやメモリカ
ード等の半導体メモリその他のリムーバブルな記録媒体で構成されている。記録デバイス
１９は、撮像装置本体に対して着脱自在となっている。
【００３０】
　EEPROM２５は、設定された各種情報を記憶する。その他の情報、例えば、電源状態がオ
フにされたときにも保持すべき情報等がEEPROM２５に記憶される。
【００３１】
　プログラムROM２６は、CPU２３が実行するプログラムおよびプログラムを実行する上で
必要なデータを記憶する。
【００３２】
　RAM２７は、CPU２３が各種処理を実行する際のワークエリアとして必要なプログラムや
データを一時記憶する。
【００３３】
　以下、図１の構成の撮像装置全体の動作の概略について説明する。
【００３４】
　CPU２３は、プログラムROM２６に記録されているプログラムを実行することにより、撮
像装置を構成する各部を制御する。また、CPU２３は、タッチパネル１６またはタッチパ
ネル２８からの信号や、操作部２４からの信号に応じて、所定の処理を実行する。この処
理の具体例については、図７、図８、および図１１の各フローチャートを参照して後述す
る。
【００３５】
　操作部２４は、ユーザによって操作され、その操作に対応する信号をCPU２３に提供す
る。
【００３６】
　すなわち、タッチスクリーン１８またはタッチパネル２８は、任意の位置に指が触れる
等して接触されると、つまりユーザにより所定の操作入力がなされると、接触された位置
の座標を検出する。検出された座標を示す電気信号（以下、座標信号と称する）がCPU２
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３に送出される。CPU２３は、座標信号から接触位置の座標を認識し、座標に対応付けら
れた所定の情報を取得し、その情報に基づいて所定の処理を実行する。
【００３７】
　なお、本明細書では、接触とは、静的な接触（所定の一領域のみの接触）だけではなく
、動的な接触（指等の接触物体が所定の軌跡を描いて動く接触）も含む。例えば、画像上
の扇子を開かせるような指のなぞりも、接触の一形態である。
【００３８】
　アクチュエータ２０の駆動により、レンズ部１１は、撮像装置の筐体から露出または収
納される。また、アクチュエータ２０の駆動により、レンズ部１１を構成する絞りの調整
や、レンズ部１１を構成するフォーカスレンズの移動が行われる。
【００３９】
　TG２２は、CPU２３の制御に基づいて、タイミング信号を撮像素子１２に提供する。タ
イミング信号により、撮像素子１２における露出時間等が制御される。
【００４０】
　撮像素子１２は、TG２２から提供されるタイミング信号に基づいて動作することにより
、レンズ部１１を介して入射する被写体光を受光して光電変換を行う。そして、受光量に
応じたアナログの画像信号をアナログ信号処理部１３に提供する。このとき、モータドラ
イバ２１は、CPU２３の制御に基づいてアクチュエータ２０を駆動する。
【００４１】
　アナログ信号処理部１３は、CPU２３の制御に基づいて、撮像素子１２から提供された
アナログの画像信号に対して増幅等のアナログ信号処理を施す。その結果得られるアナロ
グの画像信号は、アナログ信号処理部１３からA/D変換部１４に提供される。
【００４２】
　A/D変換部１４は、CPU２３の制御に基づいて、アナログ信号処理部１３からのアナログ
の画像信号をA/D変換する。その結果得られるデジタルの画像信号は、A/D変換部１４から
デジタル信号処理部１５に提供される。
【００４３】
　デジタル信号処理部１５は、CPU２３の制御に基づいてA/D変換部１４から提供されたデ
ジタルの画像信号に対して、ノイズ除去処理等のデジタル信号処理を施す。デジタル信号
処理部１５は、そのデジタルの画像信号に対応する画像を、液晶パネル１７に表示させる
。
【００４４】
　また、デジタル信号処理部１５は、A/D変換部１４から提供されたデジタルの画像信号
を、例えばJPEG(Joint Photographic Experts Group)等の所定の圧縮符号化方式に従って
圧縮符号化する。デジタル信号処理部１５は、圧縮符号化されたデジタルの画像信号を、
記録デバイス１９に記録させる。
【００４５】
　デジタル信号処理部１５はまた、記録デバイス１９から圧縮符号化されたデジタルの画
像信号を読み出し、所定の圧縮符号化方式に対応する伸張復号方式に従って伸張復号する
。デジタル信号処理部１５は、そのデジタルの画像信号に対応する画像を液晶パネル１７
表示させる。
【００４６】
　その他、デジタル信号処理部１５は、CPU２３の制御に基づいて、AF（auto focus）の
機能を発揮させるために用いる枠（以下、AF枠と称する）の画像を生成し、液晶パネル１
７に表示させる。
【００４７】
　即ち、撮像素子１２によって撮像された画像は液晶パネル１７に表示される。この場合
、液晶パネル１７に表示された画像上にAF枠が設定される。このAF枠の内部の画像に基づ
いてフォーカスが制御される。
【００４８】
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　このように、撮像装置はAF機能を有している。AF機能は、フォーカスの制御機能の他、
液晶パネル１７に表示された画像上の任意の位置にAF枠を設定する機能を含む。さらに、
AF機能は、液晶パネル１７とタッチパネル１６から構成されたタッチスクリーン１８に対
する操作だけで、その位置やサイズ等の制御を行う機能を含む。
【００４９】
　AF機能を実現させる処理は、CPU２３が、プログラムROM２６のプログラムを読み出して
実行することで実現される。また、撮像装置は、その他にも、AE（Automatic Exposure）
機能、AWB（Auto White Balance）機能を有している。これらの機能についても、CPU２３
が、プログラムROM２６のプログラムを読み出して実行することで実現される。
【００５０】
　さらにいえば、AF機能、AE機能、およびAWB機能は、撮像装置が有する機能の例示にし
か過ぎない。即ち、撮像装置は、撮影に関する各種機能を有している。
【００５１】
　以下、各種機能のうち、撮影に関する基本的な機能を、基本機能と称し、撮影に関する
応用的な機能を、応用機能と称する。換言すると、基本機能とは、使用頻度の高い機能を
いう。これに対して、応用機能とは、基本機能と比較して使用頻度の低い機能をいう。
【００５２】
　基本機能としては、上述したAF機能、AE機能、AWB機能の他例えば、「ズーム撮影」、
「オート撮影」、「フラッシュ設定」、「シーン撮影」、「タイマー撮影」、「マクロ撮
影」等を採用することができる。さらにまた、例えば、撮影画面から再生画面に遷移する
ための再生を実現する機能も、基本機能に含めることができる。
【００５３】
　これに対して、応用機能としては例えば、「動画撮影」、「WB撮影」、「EV設定」、「
ISO設定」、「連写設定」等を採用することができる。
【００５４】
　なお、個々のユーザによって各機能の使用頻度は異なる。そこで、基本機能と応用機能
の分類は、ユーザがカスタマイズできるようにしてもよい。
【００５５】
　図２は、図１の例の撮像装置の外観の構成例を示す斜視図である。
【００５６】
　なお、以下、撮像装置の面のうち、ユーザが被写体を撮影する場合に被写体と対向する
面、即ち、レンズ部１１が配置される面を前面と称する。一方、撮像装置の面のうち、ユ
ーザが被写体を撮影する場合にユーザと対向する面、即ち、前面の反対側の面を後面と称
する。また、撮像装置の面のうち、ユーザが被写体を撮影する場合に、上側に配置される
面を上面と、下側に配置される面を下面と、それぞれ称する。
【００５７】
　図２のＡは、撮像装置の前面の外観の構成例を示す斜視図である。図２のＢは、撮像装
置の後面の外観の構成例を示す斜視図である。
【００５８】
　撮像装置の前面は、レンズカバー４７で覆うことができる。前面のレンズカバー４７が
図中下方に開かれると、図２のＡの状態になる。図２のＡに示されるように、レンズカバ
ー４７の覆いが除かれた前面の上部には、その右方から、レンズ部１１に含まれる撮影レ
ンズ４５とAFイルミネータ４６がその順番で配置されている。また、レンズカバー４７が
覆われている前面の下部のうち、ユーザが被写体を撮影する場合に保持する部分には、タ
ッチパネル２８が配置されている。
【００５９】
　AFイルミネータ４６は、セルフタイマランプを兼ねている。撮像装置の上面には、図２
のＡの左方から、ズームレバー（TELE/WIDE）４１、シャッタボタン４２、再生ボタン４
３およびパワーボタン４４がその順番で配置されている。ズームレバー４１、シャッタボ
タン４２、再生ボタン４３、およびパワーボタン４４は、図１の操作部２４に含まれる。
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【００６０】
　図２のＢに示されるように、撮像装置の後面の全体には、タッチスクリーン１８が配置
されている。
【００６１】
　このように、撮像装置の後面にタッチスクリーン１８が設けられているので、ユーザは
、被写体を撮影する場合に、撮像装置の前面を被写体に向けたままの状態で、タッチスク
リーン１８によるGUI（Graphical User Interface）の操作を行うことができる。
【００６２】
　タッチスクリーン１８によるGUIの操作として、例えば本実施の形態では、上述の基本
機能を設定する操作を行うことができる。
【００６３】
　設定可能な基本機能は、複数種類存在する。よって、ユーザは、複数種類の基本機能の
うち、所望の基本機能の設定を行うことになる。このため、複数種類の基本機能としてど
のような種類が存在するのかをユーザに視認させ、これらの複数種類の中から所望の種類
をユーザが簡単に選択操作できる工夫が必要である。そこで、例えば、基本機能を示すシ
ンボルをタッチスクリーン１８に表示させる。なお、シンボルの形態は特に限定されない
。例えば本実施の形態では、基本機能の種類の名称が表示されたカードを種類毎に用意し
、それらのカードを模したオブジェクト（以下、単に基本機能カードと略記する）をタッ
チスクリーン１８に表示させる（後述する図４参照）。
【００６４】
　なお、基本機能カードの表示場所は特に限定されない。もっとも、ユーザが、操作しや
すい場所、即ち、被写体を撮影中に指を接触させやすい場所に基本機能カードを表示させ
ると好適である。具体的には例えば本実施の形態では、複数の基本機能カードは、タッチ
スクリーンの右下の領域にまとめて表示される（後述する図４参照）。ただし、当然なが
ら、タッチスクリーン１８の左下の領域に基本機能カードを表示させるようにしてもよい
。
【００６５】
[基本機能の呼び出し操作手法]
【００６６】
　なお、以下、タッチスクリーン１８に複数の基本機能カードが表示されていない状態か
ら、基本機能カードが表示されている状態に遷移することを、基本機能の呼び出しと称す
る。この基本機能の呼び出し操作手法の一例について、図３と図４を用いて説明する。
【００６７】
　タッチスクリーン１８の表示状態が図３に示される状態、即ち、タッチスクリーン１８
に基本機能カードが表示されていない状態で、ユーザは、撮像装置のタッチスクリーン１
８上の右下の領域を、指f1で接触する。
【００６８】
　指f1の接触が一定時間以上維持されると、タッチスクリーン１８の表示状態が、図３の
状態から図４の状態に遷移する。即ち、図４に示されるように、タッチスクリーン１８の
右下の領域には、複数の基本機能カードCBが、扇形状に重ねて配置された状態で表示され
る。１枚の基本機能カードCBに対しては、所定の１つの基本機能が対応付けられている。
このため、１枚の基本機能カードCBには、対応付けられた基本機能の名称が表示される。
よって、ユーザは、基本機能カードCBに表示された名称（テキスト）を視認するだけで、
それに対応付けられた基本機能を即座に認識することができる。
【００６９】
　基本機能の表示を消去する消去条件を満たさない限り、基本機能カードCBは表示され続
ける。なお、基本機能の表示を消去する消去条件の具体例については後述する。
【００７０】
　ところで、図１の撮像装置は、上述の如く、基本機能のみならず、応用機能も有してい
る。設定可能な応用機能は、複数種類存在する。よって、ユーザは、複数種類の応用機能
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のうち、所望の応用機能の設定を行うことになる。このため、複数種類の応用機能として
どのような種類が存在するのかをユーザに視認させ、これらの複数種類の中から所望の種
類をユーザが簡単に選択操作できる工夫が必要である。そこで、例えば、応用機能を示す
シンボルをタッチスクリーン１８に表示させる。なお、シンボルの形態は特に限定されな
い。例えば本実施の形態では、基本機能と同様に、応用機能の種類の名称が表示されたカ
ードを種類毎に用意し、それらのカードを模したオブジェクト（以下、単に応用機能カー
ドと略記する）をタッチスクリーン１８に表示させる（後述する図６参照）。
【００７１】
　なお、応用機能カードの表示場所は特に限定されない。もっとも、ユーザが、操作しや
すい場所、即ち、被写体を撮影中に指を接触させやすい場所に応用機能カードを表示させ
ると好適である。また、基本機能カードと応用機能カードとを明確に区別できるように表
示させると好適である。具体的には例えば本実施の形態では、複数の応用機能カードは、
複数の基本機能カードCBの反対側、即ち、タッチスクリーンの左下の領域にまとめて表示
される（後述する図６参照）。ただし、複数の基本機能カードCBがタッチスクリーンの左
下の領域にまとめて表示されている場合には、当然ながら、タッチスクリーン１８の右下
の領域に応用機能カードを表示させるようにしてもよい。
【００７２】
　なお、以下、タッチスクリーン１８に複数の応用機能カードが表示されていない状態か
ら、応用機能カードが表示されている状態に遷移することを、応用機能の呼び出しと称す
る。この応用機能の呼び出し操作手法の一例について、図５と図６を用いて説明する。
【００７３】
　ここで、基本機能と応用機能の関係は、特に限定されず、例えば次のような第１および
第２の関係を採用することができる。第１の関係とは、基本機能と応用機能は機能として
独立しているという関係である。第２の関係とは、基本機能のより詳細な機能を応用機能
で定義する、即ち、基本機能と応用機能の両機能により一機能が設定されるという関係で
ある。なお、本実施の形態では第２の関係が採用されている。
【００７４】
　この場合、応用機能とは基本機能が前提とされる機能であることから、応用機能カード
が表示される場合には、基本機能カードCBが表示されていることが前提となる。即ち、応
用機能の呼び出しでは、タッチスクリーン１８の表示状態が図４に示される状態が初期状
態となる。
【００７５】
　この初期状態、即ち、タッチスクリーン１８に基本機能カードCBが表示されている状態
（ただし、応用機能カードが表示されていない状態）で、図５に示されるように、ユーザ
は、撮像装置のタッチスクリーン１８の左下の領域を、指f1とは異なる指f2で接触する。
なお、「指f1とは異なる指f2」と記述したのは、指f1がタッチスクリーン１８から離れる
と、基本機能の表示を消去する消去条件が満たされるからである。即ち、基本機能カード
CBが消去されてしまい、応用機能カードが表示される前提が無くなってしまうからである
。
【００７６】
　指f2の接触が一定時間以上維持されると、タッチスクリーン１８の表示状態が、図５の
状態から図６の状態に遷移する。即ち、図６に示されるように、タッチスクリーン１８の
左下の領域には、複数の応用機能カードCAが、扇形状に重ねて配置された状態で表示され
る。１枚の応用機能カードCAに対しては、所定の１つの応用機能が対応付けられている。
このため、１枚の応用機能カードCAには、対応付けられた基本機能の名称が表示される。
よって、ユーザは、応用機能カードCAに表示された名称（テキスト）を視認するだけで、
それに対応付けられた応用機能を即座に認識することができる。
【００７７】
　基本機能の表示を消去する消去条件、または応用機能の表示を消去する消去条件を満た
さない限り、応用機能カードCAは表示され続ける。なお、基本機能カードCBが消去される
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ことも、応用機能の表示を消去する消去条件に含めることもできる。この場合、応用機能
の表示を消去する消去条件を満たさない限り、応用機能カードCAは表示され続けると把握
することができる。なお、基本機能の表示を消去する消去条件や、応用機能の表示を消去
する消去条件については、後述する。
【００７８】
　以上、説明したように、基本機能の呼び出しは指f1のみ、即ち、片手で操作することが
できる。これに対して、応用機能の呼び出しは、指f1と指f2での操作が必要になる。即ち
、ユーザが両手で撮像装置を保持しながら応用機能の呼び出しを行う場合、右手の指f1と
左手の指f2での操作、即ち、両手での操作が必要になる。このように、基本機能の呼び出
し操作と応用機能の呼び出し操作とを明確に区別することにより、設定頻度の高い基本機
能と、設定頻度の低い応用機能との違いをユーザに明確に区別させることができる。
【００７９】
　即ち、ユーザは、設定頻度の高い基本機能と設定頻度の低い応用機能とが並列に提示さ
れることによって、希望する機能の設定操作を容易に行うことができるようになる。
【００８０】
　以下、図１の撮像装置が実行する処理のうち、基本機能の呼び出しを実現する処理（以
下、基本機能呼び出し処理と称する）と、応用機能の呼び出しを実現する処理（以下、応
用機能呼び出し処理と称する）とについて説明する。
【００８１】
　図７は、基本機能呼び出し処理の一例を説明するフローチャートである。
【００８２】
　ここで、撮像装置の動作状態のうち、記録デバイス１９への撮像データの記録動作の準
備が可能となっている状態、即ち、シャッタボタン４２が押下されれば即座に記録動作が
開始される状態を、撮影状態と称する。撮像装置の動作状態が、撮影状態に遷移すると、
基本機能呼び出し処理が開始される。
【００８３】
　即ち、ステップＳ１において、CPU２３は、タッチスクリーン１８の右下の領域が一定
時間以上接触され続けたか否かを判定する。
【００８４】
　即ち、図３の状態が一定時間以上継続した場合、具体的には、ユーザの指f1によって、
タッチスクリーン１８の右下の領域が一定時間以上接触され続けた場合、タッチスクリー
ン１８を構成するタッチパネル１６から座標信号がCPU２３に一定時間入力され続ける。
【００８５】
　従って、この座標信号がCPU２３に一定時間入力され続けない限り、ステップＳ１にお
いてＮＯであると判定されて、処理はステップＳ１に戻され、それ以降の処理が繰り返さ
れる。
【００８６】
　その後、タッチスクリーン１８を構成するタッチパネル１６から座標信号がCPU２３に
一定時間入力され続けた場合、ステップＳ１においてＹＥＳであると判定されて、即ち、
タッチスクリーン１８の右下の領域が一定時間以上接触され続けたと判定されて処理はス
テップＳ２に進む。
【００８７】
　ステップＳ２において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、タッチスク
リーン１８の右下の領域に基本機能カードCBを表示させる。即ち、タッチスクリーン１８
の表示状態が、図３の状態から図４の状態に遷移する。
【００８８】
　ステップＳ３において、CPU２３は、基本機能の表示を消去する消去条件を満たしたか
否かを判定する。
【００８９】
　基本機能の表示を消去する消去条件は、特に限定されない。ただし、例えば本実施の形
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態では、次のような第１乃至第３の条件のうちひとつでも条件を満たしたこと、といった
消去条件が採用されている。
【００９０】
　第１の条件とは、基本機能カードCBが表示されている状態で、ユーザがシャッタボタン
４２を押下する、という条件である。
【００９１】
　第２の条件とは、タッチスクリーン１８のうち、基本機能カードCBまたは（および）応
用機能カードCAの表示がされている領域以外のモニタリング画面領域をユーザが接触する
、という条件である。
【００９２】
　第３の条件とは、一定時間、タッチスクリーン１８の右下もしくは左下（基本機能カー
ドCBと応用機能カードCAの両方が表示されている場合には右下および左下）の領域で指f1
と指f2の少なくとも一方の接触が検出されない、という条件である。なお、「少なくとも
一方」としたのは、指f1の接触が検出されず、その結果として、図７のステップＳ３の処
理でＹＥＳであると判定され、ステップＳ４の処理で基本機能カードCBが消去された、と
いう条件も含まれているからである。
【００９３】
　上述した第１乃至第３の条件の全てを満たさない場合、ステップＳ３においてＮＯであ
ると判定されて、処理はステップＳ２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、
第１乃至第３の条件のうち、ひとつでも条件が満たされるまで、タッチスクリーン１８の
右下の領域に基本機能カードCBが表示され続ける。即ち、タッチスクリーン１８の表示状
態が図４の状態を維持する。
【００９４】
　その後、第１乃至第３の条件のうち、ひとつでも条件が満たされると、ステップＳ３に
おいてＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ４に進む。
【００９５】
　ステップＳ４において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、タッチスク
リーン１８の右下の領域の基本機能カードの表示を消去する。
【００９６】
　ステップＳ５において、CPU２３は、撮影状態を終了したか否かを判定する。
【００９７】
　撮像装置の状態が撮影状態を維持している限り、ステップＳ５においてＮＯであると判
定されて、処理はステップＳ１に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、撮像装
置の状態が撮影状態を維持している限り、ステップＳ１乃至Ｓ５のループ処理が繰り返さ
れる。
【００９８】
　その後、撮像装置の状態が撮影状態から別の状態に遷移した場合、ステップＳ５におい
てＹＥＳであると判定されて、基本機能呼び出し処理は終了する。
【００９９】
　以上、基本機能呼び出し処理について説明したが、基本機能の呼び出しと応用機能の呼
び出しとは、一定条件の下、並列して実行することができる。即ち、本実施の形態では、
基本機能のより詳細な機能を、応用機能で定義することとしているため、応用機能カード
CAは、基本機能カードCBが表示されている状態で表示させることができる。
【０１００】
　この場合、例えば、図７の基本機能呼び出し処理と並行して、図８に示されるような応
用機能呼び出し処理が実行される。即ち、図８は、応用機能呼び出し処理の一例を説明す
るフローチャートである。
【０１０１】
　撮像装置の動作状態が撮影状態に遷移すると、図７の基本機能呼び出し処理とともに、
図８の応用機能呼び出し処理も開始される。
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【０１０２】
　ステップＳ２１において、CPU２３は、基本機能カードCBが表示されているか否かを判
定する。
【０１０３】
　基本機能カードCBが表示されていない場合、ステップＳ２１においてＮＯであると判定
され、処理は再びステップＳ２１に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、基本
機能カードCBがタッチスクリーン１８の右下の領域に表示されるまで、ステップＳ２１の
処理が繰り返される。
【０１０４】
　その後、例えば、図７の基本機能呼び出し処理のステップＳ２の処理が実行されて、タ
ッチスクリーン１８の右下の領域に基本機能カードCBが表示された場合、即ち、タッチス
クリーン１８の表示状態が図４に示される状態に遷移した場合、ステップＳ２１において
ＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ２２に進む。
【０１０５】
　ステップＳ２２において、CPU２３は、タッチスクリーン１８の左下の領域が一定時間
以上接触され続けたか否かを判定する。
【０１０６】
　即ち、図５の状態が一定時間以上継続した場合、具体的には、ユーザの指f2によって、
タッチスクリーン１８の左下の領域が一定時間以上接触され続けた場合、タッチスクリー
ン１８を構成するタッチパネル１６から座標信号がCPU２３に一定時間入力され続ける。
【０１０７】
　従って、この座標信号がCPU２３に一定時間入力され続けない限り、ステップＳ２２に
おいてＮＯであると判定されて、処理はステップＳ２１に戻され、それ以降の処理が繰り
返される。
【０１０８】
　その後、基本機能カードCBが表示されている状態で、タッチスクリーン１８を構成する
タッチパネル１６から座標信号（左下の領域の座標を示す信号）がCPU２３に一定時間入
力され続けた場合、ステップＳ２２においてＹＥＳであると判定されて、即ち、タッチス
クリーン１８の左下の領域が一定時間以上接触され続けたと判定されて処理はステップＳ
２３に進む。
【０１０９】
　ステップＳ２３において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、タッチス
クリーン１８の左下の領域に応用機能カードCAを表示させる。即ち、タッチスクリーン１
８の表示状態が、図５の状態から図６の状態に遷移する。
【０１１０】
　ステップＳ２４において、CPU２３は、応用機能の表示を消去する消去条件を満たした
か否かを判定する。
【０１１１】
　応用機能の表示を消去する消去条件は、特に限定されない。ただし、例えば本実施の形
態では、次のような第１乃至第３の条件のうちひとつでも条件を満たしたこと、といった
消去条件が採用されている。
【０１１２】
　第１の条件とは、応用機能カードCAが表示されている状態（この場合基本機能カードCB
も表示されている状態）で、ユーザがシャッタボタン４２を押下する、という条件である
。
【０１１３】
　第２の条件とは、タッチスクリーン１８のうち、基本機能カードCBと応用機能カードCA
の表示がされている領域以外のモニタリング画面領域をユーザが接触する、という条件で
ある。
【０１１４】
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　第３の条件とは、一定時間、タッチスクリーン１８の右下もしくは左下（基本機能カー
ドCBと応用機能カードCAの両方が表示されている場合には右下および左下）の領域で指f1
と指f2の少なくとも一方の接触が検出されない、という条件である。なお、「少なくとも
一方」としたのは、指f1の接触が検出されず、その結果として、図７のステップＳ３の処
理でＹＥＳであると判定され、ステップＳ４の処理で基本機能カードCBが消去された、と
いう条件も含まれているからである。
【０１１５】
　上述した第１乃至第３の条件の全てを満たさない場合、ステップＳ２４においてＮＯで
あると判定されて、処理はステップＳ２３に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即
ち、第１乃至第３の条件のうち、ひとつでも条件が満たされるまで、タッチスクリーン１
８の左下の領域に応用機能カードCAが表示され続ける。また、上述の第１乃至第３の条件
の全てが満たされない場合、図７のステップＳ３の基本機能の表示を消去する消去条件の
全ても満たされないので、タッチスクリーン１８の右下の領域に基本機能カードCBが表示
され続ける。即ち、タッチスクリーン１８の表示状態が図６の状態を維持する。
【０１１６】
　その後、第１乃至第３の条件のうち、ひとつでも条件が満たされると、ステップＳ２４
においてＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ２５に進む。
【０１１７】
　ステップＳ２５において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、タッチス
クリーン１８の左下の領域の応用機能カードCAの表示を消去する。
【０１１８】
　なお、ユーザがシャッタボタン４２を押下したか、または、タッチスクリーン１８のう
ち、基本機能カードCBと応用機能カードCAの表示がされている領域以外のモニタリング画
面領域をユーザが接触したことを条件にステップＳ２４の処理でＹＥＳと判定されて、ス
テップＳ２５の処理で応用機能カードCAが消去された場合、図７のステップＳ３の処理で
ＹＥＳであると判定され、ステップＳ４の処理で基本機能カードCBも消去される。
【０１１９】
　これに対して、タッチスクリーン１８の右下の領域で指f1の接触は検出されたままの状
態で、一定時間、タッチスクリーン１８の左下の領域で指f2の接触が検出されないことを
条件にステップＳ２４の処理でＹＥＳと判定されて、ステップＳ２５の処理で応用機能カ
ードCAが消去された場合、図７のステップＳ３の処理でＮＯであると判定され、処理はス
テップＳ２に戻され、その結果として、基本機能カードCBの表示は維持される。
【０１２０】
　何れにしても、タッチスクリーン１８の左下の領域の応用機能カードの表示が消去され
ると、処理はステップＳ２５からステップＳ２６に進む。
【０１２１】
　ステップＳ２６において、CPU２３は、撮影状態を終了したか否かを判定する。
【０１２２】
　撮像装置の状態が撮影状態を維持している限り、ステップＳ２６においてＮＯであると
判定されて、処理はステップＳ２１に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、撮
像装置の状態が撮影状態を維持している限り、ステップＳ２１乃至Ｓ２６のループ処理が
繰り返される。
【０１２３】
　その後、撮像装置の状態が撮影状態から別の状態に遷移した場合、ステップＳ２６にお
いてＹＥＳであると判定されて、応用機能呼び出し処理は終了する。なお、この場合、図
７の基本機能呼び出し処理も終了する。
【０１２４】
　以上、図３乃至図８を参照して、撮像装置の基本機能および応用機能の呼び出し操作手
法の一例と、その操作に対する各呼び出し処理の一例について説明した。もっとも、撮像
装置の基本機能および応用機能の呼び出し操作手法は、上述した例に限定されない。例え
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ば、図９は、撮像装置の基本機能および応用機能の呼び出し操作の操作手法の一例を説明
する図であって、図３乃至図６とは異なる例について説明する図である。
【０１２５】
　図９において、ユーザは、撮像装置のタッチスクリーン１８の左側面を、指f1で下から
上方向になぞる操作を実行する。そうすると、指f1が接触したタッチスクリーン１８の左
側面の下の領域から上の領域に、応用機能カードCA/基本機能カードCBが順次表示されて
いく。
【０１２６】
　応用機能カードCA/基本機能カードCBの表示を消去するには、それらが表示された状態
で、撮像装置のタッチスクリーン１８の左側面を、指f1で上から下方向になぞる操作を実
行する。そうすると、指f1が接触したタッチスクリーン１８の左側面の上の領域から下の
領域に向けて、応用機能カードCA/基本機能カードCBが順次消去されていく。
【０１２７】
　もちろん、なぞる方向は限定されず、上下を逆にして、応用機能カードCA/基本機能カ
ードCBの表示とその消去を切り換えてもよい。
【０１２８】
　次に、図１０乃至図１３を参照して、基本機能または応用機能を設定する操作手法の幾
つかの例について説明する。ただし、以下、説明の簡略上、基本機能の設定操作を例に説
明し、応用機能の設定操作の例は省略する。応用機能の設定操作は、以下の基本機能の設
定操作と基本的に同様であるからである。
【０１２９】
　図１０は、基本機能を設定する操作手法の一例を説明する図である。
【０１３０】
　本実施の形態の基本機能の設定としては、機能をオフにする設定と、機能をオンにする
設定とが存在する。機能をオフにするとは、基本機能の発揮を禁止する状態にすることを
意味する。これに対して、機能をオンにするとは、操作をすれば基本機能が発揮できる状
態にすることを意味する。
【０１３１】
　図１０のＡは、複数の基本機能カードCBが表示されている状態を示している。即ち、図
４と同一状態を示している。具体的には、ユーザが、タッチスクリーン１８の右下の領域
を一定時間以上指f1で接触し続けた結果として、複数の基本機能カードCBが表示されてい
る状態を示している。
【０１３２】
　図１０のＢにおいて、ユーザは、機能を設定したい基本機能が表示された基本機能カー
ドCB1を選択する選択操作を行う。即ち、図１０のＢに示されるように、ユーザは、基本
機能カードCB1を指f1で接触して上方に引っ張り出す操作を行う。これにより、基本機能
カードCB１が選択されることになる。即ち、基本機能カードCB1を引っ張り出す操作が、
基本機能カードCB1の選択操作とされている。
【０１３３】
　なお、基本機能カードCB1を引っ張り出す操作が行われているか否かは、タッチスクリ
ーン１８を構成するタッチパネル１６から座標信号をCPU２３が監視することで実現でき
る。即ち、CPU２３は、座標信号の時系列から、指f1の軌跡を認識することができる。そ
こで、CPU２３は、その認識結果に基づいて、基本機能カードCB1を引っ張り出す操作が行
われているか否かを検出する。また、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、
指f1の軌跡に従って基本機能カードCB1が移動していく画像を生成して、タッチスクリー
ン１８に表示させる。なお、アニメーション処理により、基本機能カードCB1が引っ張り
出される様子を表現してもよい。このような、CPU２３の処理は、後述する他のGUI操作に
ついても同様に実行されるとする。
【０１３４】
　次に、ユーザは、基本機能を設定する設定操作をする。即ち、ユーザは、指f1で、基本
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機能カードCB１の表と裏をひっくり返す操作をする。なお、基本機能カードCB1をひっく
り返す操作としては、例えば、基本機能カードCB1を指f1で一度叩く操作（シングルタッ
プする操作）を採用できる。
【０１３５】
　ここで、基本機能カードCB１が表になっていることは、それに表示された基本機能がオ
ンであることを意味する。これに対して、基本機能カードCB１が裏になっていることは、
それに表示された基本機能がオフであることを意味する。従って、図１０の例では、基本
機能カードCB1は、表から裏にひっくり返す操作が行われことになるので、それに表示さ
れた基本機能はオンからオフに設定される。
【０１３６】
　即ち、図１０の例では、マクロ機能と表示されている基本機能カードCB1が選択されて
、その基本機能カードCB１がひっくり返されている。よって、マクロ機能がオフに設定さ
れることになる。
【０１３７】
　図１０のＣに示されるように、ひっくり返されて機能がオフの状態になった基本機能カ
ードCB1は、機能がオンの状態の他の基本機能カードCBと区別されるように表示形態が変
更される。表示形態自体は、機能がオンの状態と機能がオフの状態とでそれぞれ異なる表
示形態になっていれば、特に限定されない。図９の例では、機能がオンの状態の基本機能
カードCB（図１０のＡ，Ｂの基本機能カードCB1も含む）は、白色で表示される。これに
対して、機能がオフの状態の基本機能カードCB1は、灰色で表示される。
【０１３８】
　なお、機能がオフの状態となっている基本機能カードCB１に対して、図１０のＡ乃至Ｃ
を用いて説明した一連の操作、即ち、基本機能カードCB1の再選択操作と、基本機能カー
ドCB1をさらに裏から表にひっくり返す操作とがなされることで、機能をオンに戻すこと
ができる。
【０１３９】
　なお、基本機能の設定は、本実施の形態では、機能をオンにする設定と機能をオフにす
る設定が採用されている。ただし、基本機能の中には、機能をオンにするとか機能をオフ
にするという表現では表現しきれないものも存在する。このような基本機能については、
基本機能カードCBの裏側に設定できる項目を表示するようにしてもよい。この場合、ユー
ザは、基本機能カードCB1をひっくり返す操作をした後に、さらに、希望する項目を選択
して機能の設定をする操作をすればよい。
【０１４０】
　図１１は、図１の撮像装置が実行する処理のうち、図１０の基本機能を設定する操作手
法に従った操作に対して実行する処理（以下、設定機能変更処理と称する）の一例を説明
するフローチャートである。なお、後述するステップ内の「基本機能」という語句を「応
用機能」という語句に置き換えることで、応用機能も基本機能と全く同様に設定できる。
【０１４１】
　設定機能変更処理も、撮像装置の動作状態が撮影状態に遷移すると、開始される。
【０１４２】
　ステップＳ４１において、CPU２３は、基本機能カードCBが表示されているか否かを判
定する。
【０１４３】
　基本機能カードCBが表示されていない場合、ステップＳ４１においてＮＯであると判定
され、処理は再びステップＳ４１に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、基本
機能カードCBがタッチスクリーン１８の右下の領域に表示されるまで、ステップＳ４１の
処理が繰り返される。
【０１４４】
　その後、例えば、図７の基本機能呼び出し処理のステップＳ２の処理が実行されて、タ
ッチスクリーン１８の右下の領域に基本機能カードCBが表示された場合、即ち、タッチス
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クリーン１８の表示状態が図４に示される状態に遷移した場合、ステップＳ４１において
ＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ４２に進む。
【０１４５】
　ステップＳ４２において、CPU２３は、基本機能カードCB1の選択操作（指f1で引っ張り
出す操作）がなされたか否かを判定する。
【０１４６】
　基本機能カードCB1を指f1で引っ張り出す操作がなされない場合、ステップＳ４２にお
いてＮＯであると判定されて、処理はステップＳ４１に戻され、それ以降の処理が繰り返
される。即ち、基本機能カードCB1が表示された状態で、基本機能カードCB1を指f1で引っ
張り出す操作がなされるまで、ステップＳ４１およびステップＳ４２のループ処理が繰り
返される。
【０１４７】
　その後、図１０のＢに示されるように、ユーザが基本機能カードCB1を指f1で接触して
上方に引っ張り出す操作を行うと、ステップＳ４２においてＹＥＳであると判定されて、
処理はステップＳ４３に進む。
【０１４８】
　ステップＳ４３において、CPU２３は、基本機能の設定操作（基本機能カードCB1を指f1
でひっくり返す操作）がなされたか否かを判定する。
【０１４９】
　基本機能カードCB1を指f1でひっくり返す操作がなされなかった場合、ステップＳ４３
においてＮＯであると判定されて、処理はステップＳ４７に進む。ただし、ステップＳ４
７以降の処理については後述する。
【０１５０】
　これに対して、図１０のＢに示されるように、ユーザが指f1で基本機能カードCB１の表
と裏をひっくり返す操作をした場合、ステップＳ４３においてＹＥＳであると判定されて
、処理はステップＳ４４に進む。
【０１５１】
　ステップＳ４４において、CPU２３は、選択した基本機能を最初の状態と逆の状態で設
定する。
【０１５２】
　即ち、基本機能カードCB1を表から裏にひっくり返す操作がなされた場合、それに表示
された基本機能（選択した基本機能）の最初の状態とは、基本機能がオンの状態であるこ
とを意味する。このような場合、CPU２３は、その基本機能をオフに設定する。
【０１５３】
　これに対して、基本機能カードCB1を裏から表にひっくり返す操作がなされた場合、そ
れに表示された基本機能（選択した基本機能）の最初の状態とは、基本機能がオフの状態
であることを意味する。このような場合、CPU２３は、その基本機能をオンに設定する。
【０１５４】
　ステップＳ４４の処理が終了すると、処理はステップＳ４５に進む。
【０１５５】
　ステップＳ４５において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、基本機能
カードCB1を元の表示位置に戻す。即ち、デジタル信号処理部１５は、ステップＳ４２の
処理で引っ張り出された基本機能カードCB1を、元の表示位置であるタッチスクリーン１
８の右下の領域に戻す。
【０１５６】
　ステップＳ４６において、CPU２３は、撮影状態を終了したか否かを判定する。
【０１５７】
　撮像装置の状態が撮影状態を維持している限り、ステップＳ４６においてＮＯであると
判定されて、処理はステップＳ４１に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、撮
像装置の状態が撮影状態を維持している限り、ステップＳ４１乃至Ｓ４６のループ処理が
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繰り返される。
【０１５８】
　その後、撮像装置の状態が撮影状態から別の状態に遷移した場合、ステップＳ４６にお
いてＹＥＳであると判定されて、設定機能変更処理は終了する。なお、この場合、図７の
基本機能呼び出し処理も終了する。
【０１５９】
　以上、ステップＳ４２の処理で基本機能カードCB1の選択操作がなされたと判定され、
ステップＳ４３の処理で基本操作の設定操作がなされたと判定された場合における一連の
処理について説明した。
【０１６０】
　これに対して、ステップＳ４２の処理で基本機能カードCB1の選択操作がなされたと判
定され、ステップＳ４３の処理で基本操作の設定操作がなされていないと判定された場合
には、処理はステップＳ４７に進み、次のような処理が実行される。
【０１６１】
　ステップＳ４７において、CPU２３は、基本機能カードCB1を元に戻す操作が検出された
か否かを判定する。
【０１６２】
　基本機能カードCB1を元に戻す操作がなされた場合、ステップＳ４７においてＹＥＳで
あると判定されて、処理はステップＳ４５に進む。即ち、ステップＳ４５の処理で、ステ
ップＳ４２の処理で引っ張り出された基本機能カードCB1が、元の表示位置であるタッチ
スクリーン１８の右下の領域に戻される。その後処理はステップＳ４６に進む。ステップ
Ｓ４６以降の処理については説明済みであるので、ここではその説明は省略する。
【０１６３】
　これに対して、基本機能カードCB1を元に戻す操作がなされなかった場合、ステップＳ
４７においてＮＯであると判定されて、処理はステップＳ４８に進む。
【０１６４】
　ステップＳ４８において、CPU２３は、ステップＳ４２の処理で基本機能カードCB１が
引っ張り出されてから一定時間が経過したか否かを判定する。
【０１６５】
　即ち、ステップＳ４２で引っ張り出された基本機能カードCB1に対して、何も操作がさ
れずに一定時間が経過したか否かを判定する。
【０１６６】
　一定時間経過していない場合、ステップＳ４８においてＮＯであると判定されて、処理
はステップＳ４３に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
【０１６７】
　ここで、ステップＳ４２の処理で引っ張り出された基本機能カードCB1に対してその後
何ら操作がなされなかった場合、ステップＳ４３ＮＯ，ステップＳ４７ＮＯ，ステップＳ
４８ＮＯのループ処理が繰り返される。
【０１６８】
　その後も、基本機能カードCB1に対して何ら操作がなされず、一定時間が経過すると、
ステップＳ４８においてＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ４５に進む。即ち
、ステップＳ４２の処理で引っ張り出された基本機能カードCB1に対して何等操作がなさ
れずに一定時間が経過すると、ステップＳ４５の処理で、その基本機能カードCB１は元の
表示位置であるタッチスクリーン１８の右下の領域に戻される。その後処理はステップＳ
４６に進む。ステップＳ４６以降の処理については説明済みであるので、ここではその説
明は省略する。
【０１６９】
　以上、図１０を参照して基本機能を設定する操作手法の一例を説明し、その後図１１を
参照して、図１０の例の操作手法に対応する設定機能変更処理について説明した。もっと
も、基本機能を設定する操作手法は、図１０の例に特に限定されない。そこで、以下、図
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１２と図１３を参照して、基本機能を設定する操作手法の別の例について説明する。
【０１７０】
　図１２は、基本機能を設定する操作手法の一例であって、図１０とは異なる例について
説明する図である。
【０１７１】
　図１２のＡにおいて、ユーザは、機能を設定したい基本機能が表示された基本機能カー
ドCB1を選択する選択操作を行う。即ち、図１２のＡに示されるように、ユーザは、基本
機能カードCB1を指f1と指f2で接触して上方に引っ張り出す操作を行う。これにより、基
本機能カードCB１が選択されることになる。即ち、基本機能カードCB1を指f1と指f2で引
っ張り出す操作が、基本機能カードCB1の選択操作とされている。なお、基本機能カードC
B1の選択操作は、図１０のＢに示されるように指f1のみで引っ張り出す操作であってもよ
い。
【０１７２】
　次に、ユーザは、基本機能を設定する設定操作をする。即ち、ユーザは、指f1と指f2で
、基本機能カードCB１の表と裏をひっくり返す操作をする。図１２の例では、図１２のＢ
,Ｃに示されるように、指f1と指f2を、基本機能カードCB1の上端に移動させ、指f1と指f2
の間隔を狭めていく操作をする。すると、選択した基本機能カードCB1がひっくり返され
る（そのような表示がなされる）。
【０１７３】
　図１２の例では、マクロ機能と表示されている基本機能カードCB1が選択されて、その
基本機能カードCB１がひっくり返されている。よって、マクロ機能がオフに設定されるこ
とになる。
【０１７４】
　次に、図１３は、基本機能を設定する操作手法の一例であって、図１０や図１２とは異
なる例について説明する図である。
【０１７５】
　図１３の例では、撮像装置の前面（レンズ部１１側）に配置されているタッチパネル２
８が使用される。上述したように、タッチパネル２８はタッチスクリーン１８の背面に配
置されている（図２参照）。
【０１７６】
　図１３のＡにおいて、ユーザは、機能を設定したい基本機能が表示された基本機能カー
ドCB1を選択する選択操作を行う。即ち、図１３のＡに示されるように、ユーザは、基本
機能カードCB1を指f1で接触して上方に引っ張り出す操作を行う。これにより、基本機能
カードCB１が選択されることになる。即ち、基本機能カードCB1を引っ張り出す操作が、
基本機能カードCB1の選択操作とされている。
【０１７７】
　次に、ユーザは、基本機能を設定する設定操作をする。即ち、ユーザは、指f1と指f2で
、基本機能カードCB１の表と裏をひっくり返す操作をする。図１３の例では、図１３のＢ
に示されるように、引っ張り出した基本機能カードCB1を指f1で接触したまま、指f2で、
撮像装置の撮像レンズ側に構成されているタッチパネル２８を一度叩く（シングルタップ
する）操作をする。すると、選択した基本機能カードCB1がひっくり返される（そのよう
な表示がなされる）。
【０１７８】
　図１３の例では、マクロ機能と表示されている基本機能カードCB1が選択されて、その
基本機能カードCB１がひっくり返されている。よって、マクロ機能がオフに設定されるこ
とになる。
【０１７９】
　なお、基本機能を設定する操作は、図１３の例に限定されない。
【０１８０】
　例えば、ユーザは、基本機能カードCB１の表と裏をひっくり返す操作をする場合に、図
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１３の例では、基本機能カードCB1に指f1を接触させていた。しかしながら、この場合の
指f1の基本機能カードCB1への接触は不要である。例えば、基本機能カードCB1を指f1で引
っ張り出す操作をした後、指f1を離して、指f2でタッチパネル２８を一度叩く（シングル
タップする）操作を、基本機能カードCB１の表と裏をひっくり返す操作として採用しても
よい。
【０１８１】
　以上説明したように、本発明が適用される撮像装置は、撮影に関する各種機能の表示と
して、実世界のカードにみたてたオブジェクト（上述の例では基本機能カードCBや応用機
能カードCA）の表示を採用している。これにより、ユーザに使いやすい手法で撮影に関す
る各種機能を提示することができる。その結果、ユーザが撮影に関する各種機能を、直感
的に理解することができるようになる。
【０１８２】
　例えば、実世界のカードには裏表の概念が存在している。よって、図１０乃至図１３の
例のような手法、即ち、タッチスクリーン１８の画面内の基本機能カードCBや応用機能カ
ードCAを表から裏にする操作をすることによって、対応する機能をオンからオフに設定す
る手法は、ユーザにとって理解しやすい手法である。
【０１８３】
　ところで、上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるが、ソ
フトウエアにより実行させることができる。
【０１８４】
　この場合、図１の撮像装置が実行してもよいことは勿論のこと、その他例えば、図１４
に示されるパーソナルコンピュータが実行してもよい。
【０１８５】
　図１４において、CPU１０１は、ROM（Read Only Memory）１０２に記録されているプロ
グラム、または記憶部１０８からRAM（Random Access Memory）１０３にロードされたプ
ログラムに従って各種の処理を実行する。RAM１０３にはまた、CPU１０１が各種の処理を
実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
【０１８６】
　CPU１０１、ROM１０２、およびRAM１０３は、バス１０４を介して相互に接続されてい
る。このバス１０４にはまた、入出力インタフェース１０５も接続されている。
【０１８７】
　入出力インタフェース１０５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部１０６、出
力部１０７、ハードディスクなどより構成される記憶部１０８、モデムおよびターミナル
アダプタなどより構成される通信部１０９が接続されている。通信部１０９は、インター
ネットを含むネットワークを介して他の装置（図示せず）との間で行う通信を制御する。
【０１８８】
　入出力インタフェース１０５にはまた、必要に応じてドライブ１１０が接続され、磁気
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどよりなるリムーバブル
メディア１１１が適宜装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必
要に応じて記憶部１０８にインストールされる。
【０１８９】
　一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そのソフトウエアを構成するプ
ログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプロ
グラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパ
ーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
【０１９０】
　このようなプログラムを含む記録媒体は、図１または図１４に示されるように、装置本
体とは別に、ユーザにプログラムを提供するために配布される、プログラムが記録されて
いる磁気ディスク（フロッピディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disk-Read
 Only Memory),DVD(Digital Versatile Disk)を含む）、光磁気ディスク（MD（Mini-Disk
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ィア）１１１（図１４）により構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態
でユーザに提供される、プログラムが記録されている図１のプログラムROM２６、図１４
のROM１０２、記憶部１０８に含まれるハードディスクなどで構成される。
【０１９１】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、そ
の順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくと
も、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１９２】
　以上、本発明が適用された情報処理装置により表示が制御される表示装置として、液晶
パネル１７といった液晶表示装置について説明してきた。ただし、本発明は、液晶パネル
のみならず、次のような表示装置にも適用可能である。即ち、動画像を構成するフレーム
やフィールドといった単位（以下、かかる単位をコマと称する）毎に表示が指示される表
示装置であって、所定時間の間、１コマを構成する複数の画素が表示素子により構成され
ており、それら表示素子のうちの少なくとも一部の表示を保持させることができる表示装
置に適用できる。なお、以下、かかる表示素子をホールド型表示素子と称し、かかるホー
ルド型表示素子により画面が構成される表示装置を、ホールド型表示装置と称する。即ち
、液晶表示装置はホールド型表示装置の例示にしか過ぎず、本発明は、ホールド型表示装
置全体に適用可能である。
【０１９３】
　さらに、本発明は、ホールド型表示装置のみならず、例えば、発光素子として有機ＥＬ
(Electro Luminescent)デバイスを用いた平面自発光型の表示装置等にも適用可能である
。即ち、本発明は、画像が複数の画素から構成され、その画素を表示する表示素子を含む
表示装置全体に適用可能である。なお、かかる表示装置を、画素型表示装置と称する。こ
こで、画素型表示装置において、１つの画素に１つの表示素子が必ずしも対応付けられて
いる必要は特に無い。
【０１９４】
　換言すると、本発明が適用された情報処理装置により表示が制御される表示装置は、上
述した一連の処理を実行可能とする表示装置であれば足りる。
【符号の説明】
【０１９５】
　１１　レンズ部，　１２　撮像素子,　１３　アナログ信号処理部，　１４　A/D変換部
，　１５　デジタル信号処理部，　１６　タッチパネル，　１７　液晶パネル，　１８　
タッチスクリーン，　１９　記録デバイス，　２０　アクチュエータ，　２１　モータド
ライブ，　２２　TG，　２３　CPU，　２４　操作部，　２５　EEPROM，　２６　プログ
ラムROM，　２７　RAM，　２８　タッチパネル，　４１　ズームレバー，　４２　シャッ
タボタン，　４３　再生ボタン，　４４　パワーボタン，　４５　撮影レンズ，　４６　
AFイルミネータ，　４７　レンズカバー，１０１　CPU，　１０２　ROM，　１０３　RAM
，　１０８　記憶部，　１１１　リムーバブルメディア
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