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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像した画像の表示、および、タッチ操作の検出が可能な表示部と
、
　前記撮像手段で撮像されているスルー画像を前記表示部に逐次表示するように制御する
表示制御手段と、前記表示部へのタッチ位置に応じて、フォーカス、露出、および、ホワ
イトバランスのうちの少なくとも一つの設定値の調整を行う撮影準備処理を実行する撮影
準備手段と、
　前記撮影準備手段によって撮影準備処理が実行された後に、タッチが離されたことに応
じて前記撮像手段による撮影を行い、撮影された画像を記録媒体に記録する撮影処理を行
う撮影処理手段と、
　前記表示部に対するタッチダウンが検出されたことに応じて、該タッチダウンがなされ
た位置に基づいて決定される領域に合わせて前記撮影準備手段による前記撮影準備処理を
行うように制御し、当該タッチダウン後にタッチが離されずにタッチ位置の移動があった
としても移動したタッチ位置に応じた撮影準備処理は行わず、前記タッチダウン時の位置
に基づいて設定された、フォーカス、露出、および、ホワイトバランスのうちの少なくと
も一つの設定値を変更せずに固定し、当該タッチダウンによるタッチが離されたことが検
出されたことに応じて、前記撮影処理手段による前記撮影処理を行うように制御する制御
手段と
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を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記タッチダウンの後、前記表示部に対する特定のタッチ操作を検出した後に、当該タ
ッチダウンによる前記接触が無くなったことが検出されると、前記撮影処理手段による撮
影処理を行わないように制御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３】
　前記特定のタッチ操作は、前記表示部上の所定の領域内から前記所定の領域外に移動す
るタッチ操作であることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記特定のタッチ操作は、前記タッチダウンによる接触の位置を、接触を離さないまま
所定の距離以上移動する操作であることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記特定のタッチ操作は、前記タッチダウンによる接触の位置を、接触を離さないまま
、前記表示部上の所定の領域に移動する操作であることを特徴とする請求項２に記載の撮
像装置。
【請求項６】
　前記特定のタッチ操作は、前記タッチダウンによる接触の位置を、接触を離さないまま
、所定の速度以上の速度で所定の距離以上移動し、その直後に離す操作であることを特徴
とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記特定のタッチ操作は、前記タッチダウンによる接触を継続したまま、新たに前記表
示部に対する接触を行う操作であることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。 
【請求項８】
　前記タッチダウンの後、前記表示部の端部へのタッチ操作が検出された場合には、前記
タッチダウンによる前記タッチが無くなったとしても、前記前記撮影処理手段による撮影
処理を行わないように制御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９】
　前記フォーカス、露出およびホワイトバランスのうちの少なくとも一つの設定値の調整
は、フォーカス位置または露出値の調整であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれ
か１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記撮影準備手段による前記撮影準備処理が完了すると、撮影準備処理が終了したこと
を報知する報知手段を更に備えることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載
の撮像装置。
【請求項１１】
　前記報知手段は、前記表示部に、撮影準備処理が完了したことを示す合焦枠を表示する
ことによって前記報知を行うことを特徴とする請求項１０に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　撮像手段と、前記撮像手段により撮像した画像の表示、および、タッチ操作の検出が可
能な表示部と、前記撮像手段で撮像されているスルー画像を前記表示部に逐次表示するよ
うに制御する表示制御手段と、前記表示部へのタッチ位置に応じて、フォーカス、露出、
および、ホワイトバランスのうちの少なくとも一つの設定値の調整を行う撮影準備処理を
実行する撮影準備手段と、前記撮影準備手段によって撮影準備処理が実行された後に、タ
ッチが離されたことに応じて前記撮像手段による撮影を行い、撮影された画像を記録媒体
に記録する撮影処理を行う撮影処理手段とを備える撮像装置の制御方法であり、
　前記表示部に対するタッチダウンを検出する検出ステップと、前記撮影準備手段を制御
して、前記検出ステップにより前記表示部に対するタッチダウンが検出されたことに応じ
て、該タッチダウンがなされた位置に基づいて決定される領域に合わせて前記撮影準備処
理を行ない、当該タッチダウン後にタッチが離されずにタッチ位置の移動があったとして
も移動したタッチ位置に応じた撮影準備処理は行わず、前記タッチダウン時の位置に基づ



(3) JP 5306266 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

いて設定された、フォーカス、露出、および、ホワイトバランスのうちの少なくとも一つ
の設定値を変更せずに固定し、前記撮影処理手段を制御して、当該タッチダウンによるタ
ッチが離されたことが検出されたことに応じて前記撮影処理を行う制御ステップとを有す
ることを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１３】
　撮像手段と、前記撮像手段により撮像した画像の表示、および、タッチ操作の検出が可
能な表示部と、前記撮像手段で撮像されているスルー画像を前記表示部に逐次表示するよ
うに制御する表示制御手段と、前記表示部へのタッチ位置に応じて、フォーカス、露出、
および、ホワイトバランスのうちの少なくとも一つの設定値の調整を行う撮影準備処理を
実行する撮影準備手段と、前記撮影準備手段によって撮影準備処理が実行された後に、タ
ッチが離されたことに応じて前記撮像手段による撮影を行い、撮影された画像を記録媒体
に記録する撮影処理を行う撮影処理手段とを備える撮像装置を制御するためのプログラム
において、
　コンピュータを、
　前記表示部に対するタッチダウンを検出する検出手段、
　前記表示部に対するタッチダウンが検出されたことに応じて、該タッチダウンがなされ
た位置に基づいて決定される領域に合わせて前記撮影準備手段による前記撮影準備処理を
行うように制御し、当該タッチダウン後にタッチが離されずにタッチ位置の移動があった
としても移動したタッチ位置に応じた撮影準備処理は行わず、前記タッチダウン時の位置
に基づいて設定された、フォーカス、露出、および、ホワイトバランスのうちの少なくと
も一つの設定値を変更せずに固定し、当該タッチダウンによるタッチが離されたことが検
出されたことに応じて、前記撮影処理手段による前記撮影処理を行うように制御する制御
手段
として機能させるためのプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３のプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置に関し、特に、接触座標を検出可能なタッチセンサーを有する撮像装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一般的にカメラと言われる撮像装置では、押しボタン式のレリーズスイッチが設
けられており、そのレリーズスイッチは押されていない状態と、押しボタンを可動端まで
押しこむ全押し状態と、その中間の半押し状態とを有する。レリーズスイッチの半押し状
態（以降、ＳＷ１）では自動フォーカス合わせや自動露出制御や自動ホワイトバランス調
整といった撮影準備動作の指示を行う。さらにレリーズスイッチを押しこみ全押し状態（
以降、ＳＷ２）にすると、実際の撮影動作指示（撮影指示）が行われる。
【０００３】
　さらに近年では、被写体を液晶パネル画面に表示して確認しながら撮影できるデジタル
カメラにおいては、操作指示手段にタッチパネルを使用している場合がある。そのような
カメラには、メカニカルレリーズスイッチの２段階の半押しＳＷ１、全押しＳＷ２状態を
タッチパネルを用いた操作指示で再現するように工夫したものがある。
【０００４】
　このようなものとして、指の押し圧を検出できるタッチパネルを用いて、押されたこと
を検知して押し圧がある閾値以下のときには撮影準備動作指示、閾値を超えたら撮影動作
指示を行うカメラがある（特許文献１参照。）。
【０００５】
　また、指の押し面積を検出できるタッチパネルを用いて、押されたことを検知して押し
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面積がある閾値以下のときには撮影準備動作指示、閾値を超えたら撮影動作指示を行うカ
メラもある（特許文献２参照。）。
【０００６】
　他にも、手ぶれを抑えるために、２つのタッチセンサーを使ってメカニカルレリーズス
イッチの２段階の半押しＳＷ１、全押しＳＷ２状態を再現するように工夫したカメラもあ
る。これは、２つのセンサーをタッチすることで撮影準備動作指示、片方を離すと撮影動
作指示を行う構成となっている（特許文献３参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２３６００８
【特許文献２】特開２００７－９３９６７
【特許文献３】特開平１１－１６０７７６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のように、従来でもタッチ検出手段を使ったレリーズスイッチＳＷ１，ＳＷ２を再
現する方法はあるが、いずれの従来技術でも課題が残っていて、そのための対策が求めら
れている。
　例えば、指の押し圧、または接触面積を検出できるタッチパネルを用いた例では全押し
ＳＷ２状態にするため、液晶画面を強く押す必要があり、手ぶれを起こす可能性が高まる
問題がある。
【０００９】
　また、押し圧、または接触面積を検出できるタッチパネルを必要とするため、一般的な
低価格の接触座標のみを出力するタッチパネルでの実現は困難であった。
【００１０】
　また、２つのタッチセンサーを使う例では、２つのデバイスが必要となってコストアッ
プを招く要因となり、さらに操作手順が煩雑で覚えにくく、片手での操作もしにくいとい
う問題がある。
【００１１】
　そこで本発明では、撮影準備動作指示と撮影指示とを、手振れが発生し難く、かつ、操
作性の良いタッチ操作で実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記本件発明の目的を達成するため、本件発明の撮像装置は、撮像手段と、撮像手段によ
る撮影に関する特定の撮影設定の調整を行う撮影準備手段と、撮影準備手段によって調整
された撮影設定に基づいて撮像手段による撮影を行い、撮影された画像を記録媒体に記録
する撮影処理を行う撮影処理手段とを備えた撮像装置であり、さらにタッチ操作部材に対
する接触操作を検出可能なタッチ検出手段と、タッチ検出手段によるタッチ操作部材への
接触が検知されることに応じて撮影準備手段による調整を行い、接触の後、タッチ検出手
段により特定のタッチ操作が検出された後に接触が無くなったことが検出されると、撮影
処理手段による撮影処理を中止し、接触の後、タッチ検出手段により特定のタッチ操作を
検出せずに接触が無くなったことが検出されると、撮影処理手段による撮影処理を行うよ
う制御する制御手段とを備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、撮影準備動作指示と撮影指示とを、手振れが発生し難く、かつ、操作
性の良いタッチ操作で行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】本発明に係わる撮像装置の一例としてのデジタルカメラの外観図を示す図。
【図２】本発明の実施形態として、デジタルカメラ１００の構成例を示すブロック図。
【図３】実施例１の撮影モードの処理手順のフローチャートを示す図。
【図４】実施例２の撮影モードの処理手順のフローチャートを示す。
【図５】実施例３の撮影モードの処理手順のフローチャートを示す。
【図６】実施例４の撮影モードの処理手順のフローチャートを示す。
【図７】実施例５の撮影モードの処理手順のフローチャートを示す。
【図８】実施例６の撮影モードの処理手順のフローチャートを示す。
【図９】シャッターアイコンがタッチされたときの表示部の表示例を示す図。
【図１０】表示部に設定されたキャンセル領域の例を示す図。
【図１１】ラインタッチセンサーの例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。
　図１に本発明の撮像装置の一例としてのデジタルカメラ１００の外観図を示す。表示部
２８は画像や各種情報を表示する表示部である。表示部２８はタッチパネルで構成されて
おり、表示部２８に対する接触を検知可能である。シャッターボタン６１は撮影指示を行
うための操作部である。モードダイアル６０は各種モードを切り替えるための操作部であ
る。コネクタ１１２は接続ケーブルとデジタルカメラ１００とのコネクタである。操作部
７０はユーザーからの各種操作を受け付ける各種スイッチ、ボタン、タッチパネル等の操
作部材より成る操作部である。コントローラーホイール７３は操作部７０に含まれる回転
操作可能な操作部材である。７２は電源スイッチであり、電源オン、電源オフを切り替え
る。記録媒体は２００はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体ス
ロット２０１は記録媒体２００を格納するためのスロットである。記録媒体スロット２０
１に格納された記録媒体２００は、デジタルカメラ１００との通信が可能となる。蓋２０
３は記録媒体スロット２０１の蓋である。
【００１６】
　図２は、本実施形態によるデジタルカメラ１００の構成例を示すブロック図である。図
２において、１０３はフォーカスレンズを含む撮影レンズ、１０１は絞り機能を備えるシ
ャッター、２２は光学像を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳ素子等で構成される撮像
部である。２３はＡ／Ｄ変換器であり、アナログ信号をデジタル信号に変換する。Ａ／Ｄ
変換器２３は、撮像部２２から出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換するために
用いられる。１０２はバリアであり、デジタルカメラ１００の、撮影レンズ１０３を含む
撮像部を覆うことにより、撮影レンズ１０３、シャッター１０１、撮像部２２を含む撮像
系の汚れや破損を防止する。
【００１７】
　２４は画像処理部であり、Ａ／Ｄ変換器２３からのデータ、又は、メモリ制御部１５か
らのデータに対し所定の画素補間、縮小といったリサイズ処理や色変換処理を行う。また
、画像処理部２４では、撮像した画像データを用いて所定の演算処理が行われ、得られた
演算結果に基づいてシステム制御部５０が露光制御、測距制御を行う。これにより、ＴＴ
Ｌ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理
、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理が行われる。画像処理部２４では更に、撮像した画像
データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式のＡＷＢ
（オートホワイトバランス）処理も行っている。
【００１８】
　Ａ／Ｄ変換器２３からの出力データは、画像処理部２４及びメモリ制御部１５を介して
、或いは、メモリ制御部１５を介してメモリ３２に直接書き込まれる。メモリ３２は、撮
像部２２によって得られＡ／Ｄ変換器２３によりデジタルデータに変換された画像データ
や、表示部２８に表示するための画像データを格納する。メモリ３２は、所定枚数の静止
画像や所定時間の動画像および音声を格納するのに十分な記憶容量を備えている。画像表
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示部２８を用いて撮像した画像データを逐次表示すれば、電子ファインダー機能（スルー
画像表示）を実現することが可能である。
【００１９】
　また、メモリ３２は画像表示用のメモリ（ビデオメモリ）を兼ねている。１３はＤ／Ａ
変換器であり、メモリ３２に格納されている画像表示用のデータをアナログ信号に変換し
て表示部２８に供給する。こうして、メモリ３２に書き込まれた表示用の画像データはＤ
／Ａ変換器１３を介して表示部２８により表示される。表示部２８は、ＬＣＤ等の表示器
上に、Ｄ／Ａ変換器１３からのアナログ信号に応じた表示を行う。
【００２０】
　不揮発性メモリ５６は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ
等が用いられる。不揮発性メモリ５６には、システム制御部５０の動作用の定数、プログ
ラム等が記憶される。ここでいう、プログラムとは、本実施形態にて後述する各種フロー
チャートを実行するためのプログラムのことである。
【００２１】
　５０はシステム制御部であり、デジタルカメラ１００全体を制御する。前述した不揮発
性メモリ５６に記録されたプログラムを実行することで、後述する本実施形態の各処理を
実現する。５２はシステムメモリであり、ＲＡＭが用いられる。システムメモリ５２には
、システム制御部５０の動作用の定数、変数、不揮発性メモリ５６から読み出したプログ
ラム等を展開する。また、システム制御部５０はメモリ３２、Ｄ／Ａ変換器１３、表示部
２８等を制御することにより表示制御も行う。
【００２２】
　モード切替スイッチ６０、第１シャッタースイッチ６２、第２シャッタースイッチ６４
、操作部７０はシステム制御部５０に各種の動作指示を入力するための操作手段である。
【００２３】
　モード切替スイッチ６０は、システム制御部５０の動作モードを静止画および動画を記
録可能な撮影モード、再生モード等のいずれかに切り替える。第１シャッタースイッチ６
２は、デジタルカメラ１００に設けられたシャッターボタン６１の操作途中、いわゆる半
押し（撮影準備動作指示）でＯＮとなり第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１を発生する。
第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１により、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動
露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理
等の動作（以下、これらのうち少なくとも一つを撮影準備動作と称する）を開始する。こ
れらの処理はシステム制御部５０の制御によって行われる。
【００２４】
　第２シャッタースイッチ６４は、シャッターボタン６１の操作完了、いわゆる全押し（
撮影指示）でＯＮとなり、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２を発生する。システム制御
部５０は、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２により、撮像部２２からの信号読み出しか
ら記録媒体２００に画像データを書き込むまでの一連の撮影処理の動作を開始する。
【００２５】
　操作部７０の各操作部材は、表示部２８に表示される種々の機能アイコンを選択操作す
ることなどにより、場面ごとに適宜機能が割り当てられ、各種機能ボタンとして作用する
。機能ボタンとしては、例えば終了ボタン、戻るボタン、画像送りボタン、ジャンプボタ
ン、絞込みボタン、属性変更ボタン等がある。例えば、メニューボタンが押されると各種
の設定可能なメニュー画面が表示部２８に表示される。利用者は、表示部２８に表示され
たメニュー画面と、４方向ボタンやＳＥＴボタンとを用いて直感的に各種設定を行うこと
ができる。
【００２６】
　コントローラホイール７３は、操作部７０に含まれる回転操作可能な操作部材であり、
方向ボタンと共に選択項目を指示する際などに使用される。
８０は電源制御部であり、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切
り替えるスイッチ回路等により構成され、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量の検
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出を行う。また、電源制御部８０は、その検出結果及びシステム制御部５０の指示に基づ
いてＤＣ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体２００を含む各
部へ供給する。
【００２７】
　３０は電源部であり、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉ
ＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプター等からなる。１８はメモリカードやハ
ードディスク等の記録媒体２００とのインターフェースである。記録媒体２００は、メモ
リカード等の記録媒体であり、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される。
【００２８】
　なお、操作部７０の一つとして、表示部２８に対する接触操作を検知可能なタッチパネ
ル（タッチ操作部材）を有する。タッチパネルと表示部２８とは一体的に構成することが
できる。例えば、タッチパネルを光の透過率が表示部２８の表示を妨げないように構成し
、表示部２８の表示面の上層に取り付ける。そして、タッチパネルにおける入力座標と、
表示部２８上の表示座標とを対応付ける。これにより、恰もユーザが表示部２８上に表示
された画面を直接的に操作可能であるかのようなＧＵＩを構成することができる。システ
ム制御部５０はタッチパネルへの以下の操作を検出できる。タッチパネルを指やペンで触
れたこと（以下、タッチダウンと称する）。タッチパネルを指やペンで触れている状態で
あること（以下、タッチオンと称する）。タッチパネルを指やペンで触れたまま移動して
いること（以下、ムーブと称する）。タッチパネルへ触れていた指やペンを離したこと（
以下、タッチアップと称する）。タッチパネルに何も触れていない状態（以下、タッチオ
フと称する）。これらの操作や、タッチパネル上に指やペンが触れている位置座標は内部
バス１１１を通じてシステム制御部５０に通知され、システム制御部５０は通知された情
報に基づいてタッチパネル上にどのような操作が行なわれたかを判定する。ムーブについ
てはタッチパネル上で移動する指やペンの移動方向についても、位置座標の変化に基づい
て、タッチパネル上の垂直成分・水平成分毎に判定できる。またタッチパネル上をタッチ
ダウンから一定のムーブを経てタッチアップをしたとき、ストロークを描いたこととする
。素早くストロークを描く操作をフリックと呼ぶ。フリックは、タッチパネル上に指を触
れたままある程度の距離だけ素早く動かして、そのまま離すといった操作であり、言い換
えればタッチパネル上を指ではじくように素早くなぞる操作である。所定距離以上を、所
定速度以上でムーブしたことが検出され、そのままタッチアップが検出されるとフリック
が行なわれたと判定できる。また、所定距離以上を、所定速度未満でムーブしたことが検
出された場合はドラッグが行なわれたと判定するものとする。タッチパネルは、抵抗膜方
式や静電容量方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電磁誘導方式、画像認識方式、光セン
サ方式等、様々な方式のタッチパネルのうちいずれの方式のものを用いても良い。
【００２９】
　以下、フローチャートを参照して、本発明の各実施例の動作を説明する。
【００３０】
＜実施例１＞
　実施例１では、タッチパネルに表示したシャッターアイコン上へのタッチダウンによっ
て、撮影準備動作を行い、その後シャッターアイコン上でのタッチアップによって撮影処
理を行う例を説明する。
【００３１】
　図３に、実施例１における撮影モードでの処理手順である、撮影モード処理１のフロー
チャートを示す。撮影モード処理１は、システム制御部５０が不揮発性メモリ５６に記録
されたプログラムをシステムメモリ５２に展開して実行することで実現する。
【００３２】
　電源が投入され、モード切替スイッチ６０によってデジタルカメラ１００の動作モード
が撮影モードに切り替えられると撮影モード処理１を開始する、
　Ｓ３０１ではまず、撮影待機の処理を行う。撮影待機の処理では、撮像部２２で撮像さ
れた画像を逐次表示部２８に表示する、スルー画像表示を行う（表示された画像をスルー
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画像と称する）。また、スルー画像に重畳してタッチアイコンを表示する。このときの表
示例を図９（Ａ）に示す。表示部２８にスルー画像を表示し、シャッターアイコン９０１
を重畳して表示している。後述するとおり、ユーザは、シャッターアイコン９０１をタッ
チすることで撮影準備動作を行わせることができ、シャッターアイコン９０１上でタッチ
を離すと撮影して画像を記録させることができる。また、撮影待機の処理は、ユーザの操
作に応じた撮影に関する各種設定処理（例えばフラッシュ強制発行／フラッシュ禁止／自
動の選択、中央１点ＡＦ／顔優先ＡＦ／ＡｉＡＦの選択等）や、デジタルカメラ１００の
動作に関する設定処理を含む。
【００３３】
　Ｓ３０２では、表示部２８のうち、シャッターアイコン９０１が表示されている領域に
対するタッチオンがあったか否かを判定する。シャッターアイコン９０１へのタッチオン
とは、シャッターアイコン９０１へのタッチダウンと、シャッターアイコン９０１以外の
位置へのタッチダウンから、ムーブを経てタッチ位置がシャッターアイコン９０１の領域
内となった場合を含む。シャッターアイコン９０１へのタッチオンがあった場合にはＳ３
０３へ進み、シャッターアイコン９０１へのタッチオンが無かった場合にはＳ３０９へ進
む。
【００３４】
　Ｓ３０３では、シャッターアイコン９０１がタッチされたことを示す表示を行う。この
ときの表示部２８の表示例を図９（Ｂ）に示す。まず、シャッターアイコン９０１が指９
０２等でタッチされている状態であることをユーザに識別させるために、シャッターアイ
コン９０１の表示形態（色や枠など）をＳ３０１の時（図９（Ａ））と異なる表示形態と
する。さらに、その位置で指を離せば、すなわちタッチアップを行えば撮影が可能である
むねのガイダンス９０３を表示する。
【００３５】
　Ｓ３０４では、撮影準備動作を開始するように制御する。撮影準備動作とは、前述した
とおり、ＡＦ，ＡＥ，ＡＷＢ、ＥＦのうち少なくとも一つを含む動作である。撮影準備動
作を撮像されている画像内のどこに合わせて調整するかは、ユーザによって予め選択され
た設定に基づく。例えば、中央１点に合わせて調整するか（中央一点ＡＦ等）、撮像部２
２で撮像された画像を評価して決定された被写体に合わせて調整するか（ＡｉＡＦ、中央
１点ＡＦ等）等を予め選択して設定しておくことが可能である。撮影準備動作は、シャッ
ターボタン６１を半押しした際と同じくＳＷ１信号を発生して開始を指示するものとして
も良いし、ＳＷ１信号とは別個の信号を発生して開始を指示するものとしても良い。撮影
準備動作が完了した場合は、合焦枠の表示や合焦音などよって撮影準備動作が完了したこ
とをユーザに報知する。また、撮影準備動作で調整したフォーカス位置や露出値などの撮
影設定値を、タッチアップを検出するか、シャッターアイコン上でのタッチを検出しなく
なるまで固定（ロック）する。なお、撮影準備動作を開始すると、その撮影準備動作が完
了していなくともＳ３０５へ進む。
【００３６】
　Ｓ３０５では、シャッターアイコン９０１上でタッチアップを検出したか否かを判定す
る。これは、表示部２８のうち、シャッターアイコン９０１が表示されている領域内がタ
ッチ位置として検出されている状態でタッチアップを検出したか否かの判定である。シャ
ッターアイコン９０１上でのタッチアップを検出した場合はＳ３０６へ進み、シャッター
アイコン９０１上でのタッチアップを検出していない場合にはＳ３０８へ進む。
【００３７】
　Ｓ３０６では、Ｓ３０４で開始した撮影準備動作が完了したか否かを判定する。完了し
ていないと判定した場合は完了するまで待ち、完了したと判定するとＳ３０７へ進む。
【００３８】
　Ｓ３０７では、現在の撮影設定値で、撮影処理を行う。撮影処理は、前述した撮像部２
２からの信号読み出しから記録媒体２００に画像データを書き込むまでの一連の撮影処理
である。撮影された画像を撮影直後に表示部に表示するレックレビューも含む。この撮影
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処理は、シャッターボタン６１を全押しした際と同じくＳＷ２信号を発生して開始を指示
するものとしてもよいし、ＳＷ２とは別個の信号を発生して開始を指示するものとしても
よい。Ｓ３０７での撮影処理を終了すると、Ｓ３０１へ戻り、撮影待機状態となる。
【００３９】
　一方、Ｓ３０８では、現在のタッチ位置がシャッターアイコン上であるか否かを判定す
る。シャッターアイコン上であると判定するとＳ３０５へ戻り、引き続き撮影処理を指示
するタッチアップを待つ。現在のタッチ位置がシャッターアイコン上でないと判定すると
、撮影準備動作で調整した撮影設定値をキャンセル（クリア）し、Ｓ３０３から行ってい
たシャッターアイコンタッチ時の表示を終了して、Ｓ３０１の撮影待機状態に戻る。この
際、表示部２８の表示内容が図９（Ｂ）の状態から図９（Ａ）の状態に切り替わるため、
ユーザは撮影準備動作がキャンセルされたことを識別することができる。
【００４０】
　一方、Ｓ３０９では、電源オフ操作や、モード切替スイッチ６１によって他のモードに
切り替えられるなどの、終了指示があったか否かを判定する。終了指示がなかったと判定
するとＳ３０２に戻り、終了指示があったと判定すると撮影モード処理１を終了する。
【００４１】
　以上説明した実施例１によれば、ユーザは、表示部２８に表示されたシャッターアイコ
ンにタッチすることで撮影準備動作を行わせて撮影設定値をロックし、任意のタイミング
で離すことで撮影を実行させることができる。このように、タッチした指を離すだけで撮
影を実行させることができるので、シャッターボタン６１のような物理的なボタンを押下
する操作に比べて力を入れる必要がなく、手振れが起こる可能性を低減することができる
。また、タッチされている面積や圧力の違いによって撮影を実行できるような方式に比べ
ても、デジタルカメラ１００に加える力が小さくて良いので、手振れが起こる可能性を低
減することができる。更に、タッチダウンに応じた撮影準備動作の結果が意図した通りに
なっていない場合（例えば不本意な被写体に合焦した場合など）でも、タッチした指をシ
ャッターアイコンの位置からずらすことで、無駄な撮影を行うことなく撮影準備動作のキ
ャンセルができる。また、操作方法としては、シャッターアイコンをタッチして撮影準備
動作の指示を行い、そのまま撮影する場合は離すだけよい。また、指をシャッターアイコ
ンの位置からズラすだけで撮影準備動作をキャンセルでき、タッチを離すことなくもう一
度タッチ位置がシャッターアイコンの位置となるように指を戻せば、撮影準備動作をやり
直すことができる。このように簡単で直感的な操作方法を提供することができる。
【００４２】
＜実施例２＞
　実施例２では、撮影準備動作のキャンセルを、シャッターアイコンの領域外の位置でタ
ッチアップを検出した際に行う例を説明する。実施例１と異なる点は、以下の点である。
実施例１はシャッターアイコンの領域外へタッチ位置がムーブした時点で、タッチオフし
ていなくても撮影準備動作をキャンセルする。これに対し実施例２ではシャッターアイコ
ンの領域外へタッチ位置がムーブした時点では撮影準備動作はキャンセルせず、シャッタ
ーアイコンの領域外でのタッチアップを検出したら撮影準備動作をキャンセルする点であ
る。
【００４３】
　図４に、実施例２における撮影モードでの処理手順である、撮影モード処理２のフロー
チャートを示す。撮影モード処理２は、システム制御部５０が不揮発性メモリ５６に記録
されたプログラムをシステムメモリ５２に展開して実行することで実現する。
【００４４】
　Ｓ４０１～Ｓ４０４は、図３で前述したＳ３０１～Ｓ３０４と同様の処理なので説明を
省略する。
【００４５】
　Ｓ４０５では、タッチアップを検出したか否かを判定する。タッチアップを検出してい
なければ、Ｓ４０５でタッチアップを検出するのを待つ。すなわち、タッチアップを検出
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するまでは、一度行った撮影準備動作はタッチ位置に関わらずキャンセルしない。Ｓ４０
５でタッチアップを検出するとＳ４０６へ進む。
【００４６】
　Ｓ４０６では、タッチアップを検出する直前のタッチ位置（タッチアップされた位置）
がシャッターアイコンの領域内であったか否かを判定する。タッチアップされた位置がシ
ャッターアイコンの領域内であると判定した場合にはＳ４０７へ進む。タッチアップされ
た位置がシャッターアイコンの領域内ではないと判定した場合は、撮影処理を行うことな
く、撮影準備動作で調整した撮影設定値をキャンセル（クリア）する。そして、Ｓ４０３
から行っていたシャッターアイコンタッチ時の表示を終了して、Ｓ４０１の撮影待機状態
に戻る。この際、表示部２８の表示内容が図９（Ｂ）の状態から図９（Ａ）の状態に切り
替わるため、ユーザは撮影準備動作がキャンセル（中止）されたことを識別することがで
きる。
【００４７】
　Ｓ４０７では、Ｓ４０４で開始した撮影準備動作が完了したか否かを判定する。完了し
ていないと判定した場合は完了するまで待ち、完了したと判定するとＳ４０８へ進む。
【００４８】
　Ｓ４０８では、現在の撮影設定値で、撮影処理を行う。この処理は図３のＳ３０７と同
様の処理である。Ｓ４０７での撮影処理を終了すると、Ｓ４０１へ戻り、撮影待機状態と
なる。
【００４９】
　Ｓ４０９の処理は図３のＳ３０９の処理と同様なので説明を省略する。
【００５０】
　実施例２によれば、シャッターアイコンをタッチしたのち、誤ってタッチ位置がずれて
しまってもすぐには撮影準備動作で行った撮影設定を変更しない。そのため、指を離さず
にまたシャッターアイコンの位置に指を戻してからタッチアップすれば固定された撮影設
定で撮影することができる。また、シャッターアイコンをタッチした後で撮影準備動作を
やり直したい場合には、シャッターアイコンの領域外までムーブ操作を行ってからタッチ
アップすることにより、無駄な撮影を行うことなく撮影準備動作をキャンセルすることが
できる。さらに、実施例１と同様に手振れが起こる可能性を低減できるとともに、簡単で
直感的な操作方法を提供できる。
【００５１】
＜実施例３＞
　実施例３では、シャッターアイコンを表示せず、表示部２８に表示されたスルー画像上
の任意の位置をタッチすることで撮影準備動作の開始の指示を行える例を説明する。一度
開始した撮影準備動作は、タッチダウンのあった位置とタッチアップのあった位置との距
離が一定距離上離れていた場合にキャンセルする。
図５に、実施例３における撮影モードでの処理手順である、撮影モード処理３のフローチ
ャートを示す。撮影モード処理３は、システム制御部５０が不揮発性メモリ５６に記録さ
れたプログラムをシステムメモリ５２に展開して実行することで実現する。
【００５２】
　Ｓ５０１は、図３で前述したＳ３０１と同様の処理なので説明を省略する。ただし、シ
ャッターアイコンは表示しない。
【００５３】
　Ｓ５０２では、表示部２８のうち、スルー画像を表示している領域内（スルー画像内）
でタッチダウンがあったか否かを判定する。表示部２８の表示可能範囲全体より狭い範囲
にスルー画像を表示していた場合、表示部２８のうちスルー画像よりも外側の領域に対す
るタッチダウンがあった場合はスルー画像内へのタッチダウンは無かったと判定する。ま
た、スルー画像に重畳して表示しているアイコン等に対するタッチダウンも、スルー画像
内へのタッチダウンではないと判定する。スルー画像内へのタッチダウンがなかったと判
定した場合はＳ５１０に進んだ後再度Ｓ５０２でスルー画像内へのタッチダウンを待ち、
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スルー画像内へのタッチダウンがあったと判定した場合はＳ５０３へ進む。
【００５４】
　Ｓ５０３では、スルー画像内がタッチされたことを示す表示を行う。さらに、指を離せ
ば、すなわちタッチアップを行えば撮影が可能であるむねのガイダンスを表示する。この
際、このタッチダウンで指示される撮影準備動作のキャンセルをどのように行えるかの操
作方法をガイダンス表示するとなお良い。
【００５５】
　Ｓ５０４では、Ｓ５０２でスルー画像内に対するものであると判定されたタッチダウン
のタッチ位置（初期座標）をシステムメモリ５２に記憶する。
【００５６】
　Ｓ５０５では、撮影準備動作を開始するように制御する。撮影準備動作とは、前述した
とおり、ＡＦ，ＡＥ，ＡＷＢ、ＥＦのうち少なくとも一つを含む動作である。Ｓ５０５で
の撮影準備動作は、スルー画像内のうち、タッチダウンされた位置の被写体に合わせて（
タッチダウンされた位置周辺の領域を評価した結果に基づいて）調整する。例えば、タッ
チダウンされた位置周辺で顔が検出されていればその顔に合わせてＡＦ，ＡＥ，ＷＢ，Ｆ
Ｅを行う。タッチダウンされた位置の被写体は顔に限らない。顔が無い場合でも、例えば
タッチダウンされた位置の周辺のコントラストが最大となるようにＡＦを行う。撮影準備
動作が完了した場合は、合焦枠の表示や合焦音などよって撮影準備動作が完了したことを
ユーザに報知する。また、撮影準備動作で調整したフォーカス位置や露出値などの撮影設
定値を、タッチアップを検出するか、シャッターアイコン上でのタッチを検出しなくなる
まで固定（ロック）する。あるいは、タッチダウンされた位置の被写体を追尾できる場合
には、タッチダウンされた位置の被写体を追尾し、常に追尾している被写体に撮影設定を
あわせるように撮影準備動作を継続して行ってもよい。なお、撮影準備動作を開始すると
、その撮影準備動作が完了していなくともＳ５０６へ進む。
【００５７】
　Ｓ５０６では、タッチアップを検出したか否かを判定する。タッチアップを検出してい
なければ、Ｓ５０６でタッチアップを検出するのを待つ。すなわち、タッチアップを検出
するまでは、一度行った撮影準備動作はタッチ位置に関わらずキャンセルしない。Ｓ５０
６でタッチアップを検出するとＳ５０７へ進む。
【００５８】
　Ｓ５０７では、タッチダウン時のタッチ位置（初期座標）とタッチアップ直前のタッチ
位置（最後の座標）の差分が、予め定められた閾値を超えているか否かを判定する。すな
わち、｜最後の座標―初期座標｜＞閾値であるか否かを判定する。閾値を超えていない場
合はＳ５０８に進む。閾値を越えている場合は、撮影処理を行うことなく、撮影準備動作
で調整した撮影設定値をキャンセル（クリア）し、Ｓ５０３から行っていたスルー画像内
をタッチした際の表示を終了して、Ｓ５０１の撮影待機状態に戻る。　
　Ｓ５０８では、Ｓ５０５で開始した撮影準備動作が完了したか否かを判定する。完了し
ていないと判定した場合は完了するまで待ち、完了したと判定するとＳ５０９へ進む。
【００５９】
　Ｓ５０９では、現在の撮影設定値で、撮影処理を行う。この処理は図３のＳ３０７と同
様の処理である。Ｓ５０９での撮影処理を終了すると、Ｓ５０１へ戻り、撮影待機状態と
なる。
【００６０】
　Ｓ５１０の処理は図３のＳ３０９の処理と同様なので説明を省略する。
【００６１】
　なお、撮影処理は、Ｓ５０８で撮影準備動作の完了を待って実行するものとして説明し
たが、次のような構成も可能である。すなわち、Ｓ５０５で行う撮影準備動作が、追尾し
ている被写体に合わせて継続して行われるものであれば、撮影準備動作が完了したか否か
の判定を行わずにすぐに撮影処理を行ってもよい。
【００６２】
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　実施例３によれば、スルー画像内へのタッチダウンによって、撮影準備動作で撮影設定
を合わせたい被写体の指定と、撮影準備動作の開始の指示を同時に行うことができるため
、ユーザの操作数を削減できる。また、Ｓ５０７を設けたことにより、タッチダウンした
位置から大きくムーブをしてからタッチアップすることによって、無駄な撮影を行うこと
なく撮影準備動作をキャンセル、あるいは撮影設定を合わせる被写体として指定した被写
体を変更することができる。さらに、実施例１と同様に手振れが起こる可能性を低減でき
るとともに、簡単で直感的な操作方法を提供できる。
【００６３】
＜実施例４＞
　実施例４では、実施例３と同様の操作で撮影準備動作の開始指示が行えるとともに、タ
ッチ位置が所定の領域までムーブすると撮影準備動作をキャンセルする例を説明する。
図６に、実施例４における撮影モードでの処理手順である、撮影モード処理４のフローチ
ャートを示す。撮影モード処理４は、システム制御部５０が不揮発性メモリ５６に記録さ
れたプログラムをシステムメモリ５２に展開して実行することで実現する。
【００６４】
　Ｓ６０１～Ｓ６０３、Ｓ６０９は前述した図５のＳ５０１～Ｓ５０３、Ｓ５１０とそれ
ぞれ同様の処理なので説明を省略する。
【００６５】
　Ｓ６０４では、撮影準備動作を開始するように制御する。これは図５のＳ５０５と同様
の処理である。
【００６６】
　Ｓ６０５では、タッチアップを検出したか否かを判定する。タッチアップを検出してい
ればＳ６０６に進み、タッチアップを検出していなければＳ６０８へ進む。Ｓ６０６、Ｓ
６０７は図５の５０８、Ｓ５０９と同様の処理なので説明を省略する。
【００６７】
　Ｓ６０８では、検出している現在のタッチ位置の座標が、表示部２８に設定されたキャ
ンセル領域であるか否かを判定する。キャンセル領域であると判定していない場合はＳ６
０５に戻る。キャンセル領域であると判定した場合は、撮影処理を行うことなく、撮影準
備動作で調整した撮影設定値をキャンセル（クリア）し、Ｓ６０３から行っていたスルー
画像内をタッチした際の表示を終了して、Ｓ６０１の撮影待機状態に戻る。　
　図１０に、表示部２８に設定されたキャンセル領域の例を示す。図１０（Ａ）は、スル
ー画像に重畳してキャンセル領域１１０１を表示アイテムとして明示的に表示した例であ
る。図１０（Ａ）のようにキャンセル領域を明示的に表示すれば、ユーザは操作方法に詳
しくなくても簡単に撮影準備動作をキャンセルすることができる。
【００６８】
　図１０（Ｂ）は、表示部２８のうちタッチ位置を検出できる領域の全体よりもやや画像
を小さく表示し、スルー画像が表示されておらず、タッチ位置を検出可能な表示部２８の
縁部をキャンセル領域１１０２とした例である。キャンセル領域１１０２は、ユーザに識
別可能なように特定の色で表示する、あるいは文字情報を表示する。図１０（Ｂ）のよう
にキャンセル領域を表示部２８の縁部に明示的に設定すれば、ユーザは操作方法に詳しく
なくても簡単に撮影準備動作をキャンセルすることができる。さらに、スルー画像の表示
を妨げることがなく、撮影準備動作による撮影設定を合わせる位置としてユーザが指定で
きる位置の自由度が向上する。
【００６９】
　図１０（Ｃ）は、表表示部２８のうち、スルー画像が表示されている縁部をキャンセル
領域１１０３とした例である。図示の点線と表示部２８の縁との間の領域がキャンセル領
域となる。図示の点線は実際には表示されない。図１０（Ｃ）のようにキャンセル領域を
設定すれば、図１０（Ｂ）と同様にスルー画像の表示を妨げることがなく、撮影準備動作
による撮影設定を合わせる位置としてユーザが指定できる位置の自由度が向上する。さら
に、図１０（Ｂ）のような例よりもスルー画像を大きく表示することができるので、その
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分ユーザは撮影設定を合わせる位置を精度よく指定することができる。
【００７０】
　実施例４によれば、スルー画像内へのタッチダウンによって、撮影準備動作で撮影設定
を合わせたい被写体の指定と、撮影準備動作の開始の指示を同時に行うことができるため
、ユーザの操作数を削減できる。また、Ｓ６０８を設けたことにより、タッチダウンによ
って撮影準備動作を開始した後に、キャンセル領域にタッチ位置をムーブさせるだけで、
無駄な撮影を行うことなく撮影準備動作をキャンセルすることができる。さらに、実施例
１と同様に手振れが起こる可能性を低減できるとともに、簡単で直感的な操作方法を提供
できる。
【００７１】
＜実施例５＞
　実施例５では、実施例３と同様の操作で撮影準備動作の開始指示が行えるとともに、フ
リック操作が検出されることによって撮影準備動作をキャンセルする例を説明する。
図７に、実施例５における撮影モードでの処理手順である、撮影モード処理５のフローチ
ャートを示す。撮影モード処理５は、システム制御部５０が不揮発性メモリ５６に記録さ
れたプログラムをシステムメモリ５２に展開して実行することで実現する。
【００７２】
　Ｓ７０１～Ｓ７０３は図５で前述したＳ５０１～Ｓ５０３とそれぞれ同様の処理なので
説明を省略する。また、Ｓ７０４、Ｓ７０５は図５で前述したＳ５０５，Ｓ５０６とそれ
ぞれ同様の処理なので説明を省略する。
【００７３】
　Ｓ７０６では、Ｓ７０５で検出したタッチアップが、フリック操作によるものであるか
否かを判定する。より具体的には、所定距離以上を、所定速度以上でムーブしたことが検
出され、そのままタッチアップが検出されたか否かを判定する。フリック操作であったと
判定すると、撮影処理を行うことなく、撮影準備動作で調整した撮影設定値をキャンセル
（クリア）し、Ｓ７０３から行っていたスルー画像内をタッチした際の表示を終了して、
Ｓ７０１の撮影待機状態に戻る。フリック操作でなかったと判定するとＳ７０７に進む。
Ｓ７０７、Ｓ７０８、Ｓ７０９の処理は図５で前述したＳ５０８、Ｓ５０９、Ｓ５１０と
それぞれ同様の処理なので説明を省略する。
【００７４】
　実施例５によれば、スルー画像内へのタッチダウンによって、撮影準備動作で撮影設定
を合わせたい被写体の指定と、撮影準備動作の開始の指示を同時に行うことができるため
、ユーザの操作数を削減できる。また、Ｓ７０６を設けたことにより、タッチダウンによ
って撮影準備動作を開始した後にフリック操作を行うだけで、無駄な撮影を行うことなく
撮影準備動作をキャンセルすることができる。さらに、実施例１と同様に手振れが起こる
可能性を低減できるとともに、簡単で直感的な操作方法を提供できる。
【００７５】
　＜実施例６＞
　実施例６では、同時に複数の位置に対するタッチを検出可能なタッチパネルを用いて、
実施例３と同様の操作で撮影準備動作の開始指示が行えるとともに、複数のタッチが検出
されることによって撮影準備動作をキャンセルする例を説明する。
【００７６】
　図８に、実施例６における撮影モードでの処理手順である、撮影モード処理６のフロー
チャートを示す。撮影モード処理６は、システム制御部５０が不揮発性メモリ５６に記録
されたプログラムをシステムメモリ５２に展開して実行することで実現する。
Ｓ８０１～Ｓ８０３は図５で前述したＳ５０１～Ｓ５０３とそれぞれ同様の処理なので説
明を省略する。また、Ｓ８０４は図５で前述したＳ５０５と同様の処理なので説明を省略
する。
【００７７】
　Ｓ８０５では、タッチアップを検出したか否かを判定する。タッチアップを検出してい
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ればＳ８０６に進み、タッチアップを検出していなければＳ８０８へ進む。Ｓ８０６、Ｓ
８０７は図５の５０８、Ｓ５０９と同様の処理なので説明を省略する。
【００７８】
　Ｓ８０８では、Ｓ８０２で検出したタッチダウンによるタッチオン（１点目のタッチ）
が継続したまま、１点目のタッチとは異なる２点目のタッチダウンを検出したか否かを判
定する。２点目のタッチダウンを検出していない場合はＳ８０５に処理を戻す。２点目の
タッチダウンを検出したと判定した場合は、撮影処理を行うことなく、撮影準備動作で調
整した撮影設定値をキャンセル（クリア）し、Ｓ８０３から行っていたスルー画像内をタ
ッチした際の表示を終了して、Ｓ８０１の撮影待機状態に戻る。
【００７９】
　なお、同時に複数の位置に対するタッチを検出可能なタッチパネルでないタッチパネル
に実施例６を適用し、Ｓ８０８の判定を、実質的に２点目のタッチダウンがあったと推定
した判定としてもよい。例えば、抵抗膜方式のタッチパネルでは、２点を同時にタッチし
た場合、２点間の中点のみがタッチ位置として検出される。したがって、１点目をタッチ
した後に、１点目をタッチしたまま２点目をタッチすると、検出されるタッチ位置は、１
点目にタッチしていた位置から、タッチアップを検出することなく瞬間的に１点目と２点
目の中点の位置に変わる。このような特徴を利用し、Ｓ８０８において、それまで検出し
ていたタッチ位置が、タッチアップを検出することなく、所定時間内に（すなわち瞬間的
に）所定距離以上移動した場合に、２点目がタッチダウンされたものとして判定しても良
い。
【００８０】
　実施例６によれば、スルー画像内へのタッチダウンによって、撮影準備動作で撮影設定
を合わせたい被写体の指定と、撮影準備動作の開始の指示を同時に行うことができるため
、ユーザの操作数を削減できる。また、Ｓ８０８を設けたことにより、タッチダウンによ
って撮影準備動作を開始した後にもう一箇所タッチするだけで、無駄な撮影を行うことな
く撮影準備動作をキャンセルすることができる。さらに、実施例１と同様に手振れが起こ
る可能性を低減できるとともに、簡単で直感的な操作方法を提供できる。
【００８１】
　以上説明した各実施例によれば、従来のＳＷ１による指示に相当する撮影準備動作指示
と、従来のＳＷ２による指示に相当する撮影指示（ＳＷ２）とを、手振れが発生し難く、
かつ、操作性の良いタッチ操作で行うことができる。
【００８２】
　なお、上述の各実施例（図３～８）で説明した撮影準備動作指示の受付け方法と、撮影
指示の受付方法と、撮影準備動作のキャンセル方法は適宜組み合わせて採用することが可
能である。例えば図３、図４に示した、シャッターアイコン上へのタッチオンで撮影準備
動作指示を行う方法は、図３～図８のいずれの撮影指示の受付方法、撮影準備動作のキャ
ンセル方法とも組み合わせて採用することができる。また、図５～図８に示した、撮影準
備動作指示の受付と、撮影設定を合わせたい被写体の指定受付とを同時に行う方法は、図
５～図８のいずれの撮影指示の受付方法、撮影準備動作のキャンセル方法とも組み合わせ
て採用することができる。さらに、タッチパネル上の任意の位置へのタッチダウンを検出
すると撮影準備動作指示を受け付けるものとし、図５～図８のいずれかの撮影指示の受付
方法、撮影準備動作のキャンセル方法と組み合わせてもよい。
【００８３】
　なお、上述の各実施例（図３～８）ではタッチパネルに対する操作で撮影準備動作指示
と撮影指示を行う例を説明したが、図３～８の処理中のシャッターボタン６１に対する操
作によっても撮影準備動作指示と撮影指示が可能であることは言うまでも無い。シャッタ
ーボタン６１でも撮影準備動作指示と撮影指示が可能であるため、上述の各実施例（図３
～８）の処理を常に行うのではなく、デジタルカメラ１００が特定の条件を満たした場合
にのみ図３～８のいずれかの処理を行うものとしても良い。例えば、デジタルカメラ１０
０の重力方向に対する姿勢を検知可能な姿勢検知センサ（３軸加速度センサなどの姿勢検
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出手段）を備えるものとした場合に次のようにすることができる。デジタルカメラ１００
が横向き（正位置）である場合には図３～８の処理は行わないものとする。すなわちタッ
チパネルに対する操作では撮影準備動作指示と撮影指示は受け付けず、図３または図４の
処理を適用するのであればシャッターアイコンも表示しない。そして、姿勢検知センサで
デジタルカメラ１００が縦向き（縦位置）となったことを検知したことに応じて、図３～
８の処理のようにタッチパネルに対する操作によって撮影準備動作指示と撮影指示を受け
付けるものとする。その際、タッチパネルに対する操作によって撮影準備動作指示と撮影
指示を受付可能となった旨を表示部２８に表示する（図３または図４の処理を適用するの
であればシャッターアイコンを表示する）。このようにすることで、デジタルカメラ１０
０を縦位置に保持したためにシャッターボタン６１を押下しにくくなったとしても、タッ
チパネルへの操作によって容易に撮影準備動作指示と撮影指示を行うことができる。
【００８４】
　また、上述の各実施例（図３～８）においては、タッチパネルに対する操作で撮影準備
動作指示と撮影指示を行えるため、デジタルカメラ１００に押しボタン式のシャッターボ
タン６１を備えない構成とすることも可能である。このようにすれば、デジタルカメラの
構成を簡略化することができ、装置の小型化とコストダウンが可能となる。
【００８５】
　さらに、上述の各実施例においては、タッチパネルを用いた例を説明したが、これに限
られるものではない。接触操作と接触位置を検知可能なラインタッチセンサーでも、タッ
チダウンによる撮影準備動作指示の受付と、図３～図８に示した方法での撮影指示の受付
が可能である。なお、ラインタッチセンサーではシャッターアイコンは表示できないため
、撮影準備動作指示はラインタッチセンサー上の任意の位置に対するタッチダウンで受け
つけるものとする。図１１にラインタッチセンサーの例を図示する。ラインタッチセンタ
ー２９は表示部２８とは異なる位置に配置された操作部材である。ラインタッチセンサー
２９は、ラインタッチセンサー２９に対する接触の有無と、接触位置の検出が可能なため
、タッチパネルと同様にタッチオン、タッチダウン、ムーブ、フリック、タッチアップ、
タッチオフが検出可能である。ラインタッチセンサーは、単一のセンサーで構成してもよ
いし、複数のタッチセンサーを並べて配置した構成としてもよい。
なお、撮影準備動作指示を、タッチパネルあるいはラインタッチセンサー上の任意の位置
へのタッチダウンで受け付ける構成を採用した場合は、スルー画像表示をしなくてもかま
わない。その結果、覗き込んで使用するファインダ（光学ファインダ、電子ビューファイ
ンダを含む）を使用した撮影にも適用可能となる。
【００８６】
　なお、システム制御部５０の制御は１つのハードウェアが行ってもよいし、複数のハー
ドウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行ってもよい。
【００８７】
　また、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。さらに、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、
各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
【００８８】
　また、上述した実施形態においては、本発明をデジタルカメラに適用した場合を例にし
て説明したが、タッチ操作を検出可能なデジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、
デジタル一眼レフカメラ、その他タッチ操作を検出可能な撮像装置であれば適用可能であ
る。
【００８９】
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭ
ＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラ
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ム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【００９０】
２２:撮像部
２４:画像処理部
２８：表示部
５０：システム制御部
７０：操作部
２００：記録媒体

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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