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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を逐次撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された前記画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段により表示された画像に含まれ、前記表示手段における所定位置に表示さ
れている対象物をマーキングするための指示信号を入力する指示手段と、
　当該表示装置が存する位置を特定する位置特定手段と、
　前記撮像手段による撮像の方向を特定する方向特定手段と、
　前記指示手段により前記指示信号が入力されると、この入力時に前記位置特定手段によ
り特定された当該表示装置の位置及び前記方向特定手段により特定された撮像の方向に基
づいて、前記入力時における当該表示装置の位置に対する前記マーキングされた対象物の
位置を特定する特定手段と、
　当該表示装置の移動に伴う当該表示装置の位置及び前記撮像の方向の、前記入力時から
の変化量を測定する変化量測定手段と、
　前記特定手段の特定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を報知する報知
手段と、
　前記変化量測定手段の測定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を更新す
るとともに、その更新された位置に応じて前記報知手段による報知を更新する更新手段と
、
　を備えることを特徴とする表示装置。
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【請求項２】
　前記表示手段は、前記所定位置を示す指標を前記画像に重畳させて当該表示手段に表示
させることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記マーキングされた対象物が前記表示手段に表示されているか否かを判定する判定手
段をさらに備え、
　前記報知手段は、前記判定手段による判定結果に応じて報知の内容を変化させることを
特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記報知手段は、前記判定手段により前記マーキングされた対象物が前記表示手段に表
示されていると判定された場合、前記マーキングされた対象物の位置を示すマーカー表示
を前記表示手段に行わせ、その一方で、前記判定手段により前記マーキングされた対象物
が前記表示手段に表示されていないと判定された場合、前記表示手段外に存する前記マー
キングされた対象物の位置を案内するガイド表示を前記表示手段に行わせることを特徴と
する請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記ガイド表示は、当該表示装置を基準として前記マーキングされた対象物の存する方
向を示す矢印表示を含むことを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　当該表示装置と前記指示手段によりマーキングするための指示信号が入力された対象物
の位置との距離を測定する測定手段をさらに備え、
　前記特定手段は、前記測定手段により測定された距離に基づいて、当該表示装置の位置
に対する前記マーキングされた対象物の位置を特定することを特徴とする請求項１から５
のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記特定手段により特定された前記マーキングされた対象物の位置から前記マーキング
された対象物を識別する識別手段と、
　この識別手段により識別された前記マーキングされた対象物に関する情報を取得する情
報取得手段と、
　をさらに備え、
　前記報知手段は、前記情報取得手段により取得された前記マーキングされた対象物に関
する情報を報知することを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項８】
　外部の情報処理装置と通信する通信手段をさらに備え、
　前記情報取得手段は、前記通信手段を介して前記マーキングされた対象物に関する情報
を取得することを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　当該表示装置は接眼部を備え、前記接眼部の内側に前記表示手段が設けられていること
を特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　当該表示装置は筒状であって、端部の一端に前記接眼部を備えるとともに、側面部に前
記指示手段を備え、
　当該表示装置を把持した際に、前記指示手段が指に近接する位置となることを特徴とす
る請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　撮像手段により逐次撮像された画像を表示する表示手段を備えた表示装置による表示方
法であって、
　前記表示手段により表示された画像に含まれ、前記表示手段における所定位置に表示さ
れている対象物をマーキングするための指示信号を入力する指示ステップと、
　当該表示装置が存する位置を特定する位置特定ステップと、
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　前記撮像手段による撮像の方向を特定する方向特定ステップと、
　前記指示ステップにより前記指示信号が入力されると、この入力時に前記位置特定ステ
ップにより特定された当該表示装置の位置及び前記方向特定ステップにより特定された撮
像の方向に基づいて、前記入力時における当該表示装置の位置に対する前記マーキングさ
れた対象物の位置を特定する特定ステップと、
　当該表示装置の移動に伴う当該表示装置の位置及び前記撮像の方向の、前記入力時から
の変化量を測定する変化量測定ステップと、
　前記特定ステップの特定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を報知する
報知ステップと、
　前記変化量測定ステップの測定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を更
新するとともに、その更新された位置に応じて前記報知ステップによる報知を更新する更
新ステップと、
　を有することを特徴とする表示方法。
【請求項１２】
　撮像手段により逐次撮像された画像を表示する表示手段を備えた表示装置のコンピュー
タに、
　前記表示手段により表示された画像に含まれ、前記表示手段における所定位置に表示さ
れている対象物をマーキングするための指示信号を入力する指示機能、
　当該表示装置が存する位置を特定する位置特定機能、
　前記撮像手段による撮像の方向を特定する方向特定機能、
　前記指示機能により前記指示信号が入力されると、この入力時に前記位置特定機能によ
り特定された当該表示装置の位置及び前記方向特定機能により特定された撮像の方向に基
づいて、前記入力時における当該表示装置の位置に対する前記マーキングされた対象物の
位置を特定する特定機能、
　当該表示装置の移動に伴う当該表示装置の位置及び前記撮像の方向の、前記入力時から
の変化量を測定する変化量測定機能、
　前記特定機能の特定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を報知する報知
機能、
　前記変化量測定機能の測定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を更新す
るとともに、その更新された位置に応じて前記報知機能による報知を更新する更新機能、
　を実現させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、表示方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像画像に含まれる被写体等の対象物に対するマーキングの指示入力を受け付け
、マーキングされた対象物と撮像装置本体との位置関係を特定する撮像装置がある（例え
ば、特許文献１参照）。当該撮像装置は、対象物と撮像装置本体との位置関係が変化する
ことにより対象物が撮像装置の画角から外れた場合、対象物がいずれの方向にあるのかを
示すガイド表示を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２２４８９０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、従来の撮像装置は、タッチパネルを介してマーキングの指示入力を受け
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付けるので、ファインダーを覗いた状態では対象物の指定作業が煩雑であった。
【０００５】
　本発明の課題は、マーキングしたい対象物を容易に指定することができる表示装置、表
示方法及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の表示装置は、
　画像を逐次撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された前記画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段により表示された画像に含まれ、前記表示手段における所定位置に表示さ
れている対象物をマーキングするための指示信号を入力する指示手段と、
　当該表示装置が存する位置を特定する位置特定手段と、
　前記撮像手段による撮像の方向を特定する方向特定手段と、
　前記指示手段により前記指示信号が入力されると、この入力時に前記位置特定手段によ
り特定された当該表示装置の位置及び前記方向特定手段により特定された撮像の方向に基
づいて、前記入力時における当該表示装置の位置に対する前記マーキングされた対象物の
位置を特定する特定手段と、
　当該表示装置の移動に伴う当該表示装置の位置及び前記撮像の方向の、前記入力時から
の変化量を測定する変化量測定手段と、
　前記特定手段の特定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を報知する報知
手段と、
　前記変化量測定手段の測定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を更新す
るとともに、その更新された位置に応じて前記報知手段による報知を更新する更新手段と
、
　を備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の表示方法は、
　撮像手段により逐次撮像された画像を表示する表示手段を備えた表示装置による表示方
法であって、
　前記表示手段により表示された画像に含まれ、前記表示手段における所定位置に表示さ
れている対象物をマーキングするための指示信号を入力する指示ステップと、
　当該表示装置が存する位置を特定する位置特定ステップと、
　前記撮像手段による撮像の方向を特定する方向特定ステップと、
　前記指示ステップにより前記指示信号が入力されると、この入力時に前記位置特定ステ
ップにより特定された当該表示装置の位置及び前記方向特定ステップにより特定された撮
像の方向に基づいて、前記入力時における当該表示装置の位置に対する前記マーキングさ
れた対象物の位置を特定する特定ステップと、
　当該表示装置の移動に伴う当該表示装置の位置及び前記撮像の方向の、前記入力時から
の変化量を測定する変化量測定ステップと、
　前記特定ステップの特定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を報知する
報知ステップと、
　前記変化量測定ステップの測定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を更
新するとともに、その更新された位置に応じて前記報知ステップによる報知を更新する更
新ステップと、
　を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明のプログラムは、
　撮像手段により逐次撮像された画像を表示する表示手段を備えた表示装置のコンピュー
タに、
　前記表示手段により表示された画像に含まれ、前記表示手段における所定位置に表示さ
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れている対象物をマーキングするための指示信号を入力する指示機能、
　当該表示装置が存する位置を特定する位置特定機能、
　前記撮像手段による撮像の方向を特定する方向特定機能、
　前記指示機能により前記指示信号が入力されると、この入力時に前記位置特定機能によ
り特定された当該表示装置の位置及び前記方向特定機能により特定された撮像の方向に基
づいて、前記入力時における当該表示装置の位置に対する前記マーキングされた対象物の
位置を特定する特定機能、
　当該表示装置の移動に伴う当該表示装置の位置及び前記撮像の方向の、前記入力時から
の変化量を測定する変化量測定機能、
　前記特定機能の特定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を報知する報知
機能、
　前記変化量測定機能の測定結果に応じて、前記マーキングされた対象物の位置を更新す
るとともに、その更新された位置に応じて前記報知機能による報知を更新する更新機能、
　を実現させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、マーキングしたい対象物を容易に指定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態による表示装置の主要構成を示すブロック図である。
【図２】表示処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図３】報知処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図４】位置特定処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図５】表示装置の斜視図である。
【図６】ファインダー側から見た場合の表示装置を示す図である。
【図７】ファインダーの接眼状態の一例を示す図である。
【図８】図５に示す例に対してファインダーの角度を変化させた状態の表示装置を示す図
である。
【図９】ライブビュー画像に重畳して表示された指標の一例を示す図である。
【図１０】表示装置に対する対象物の位置の特定方法を示す模式図である。
【図１１】表示領域に対象物が含まれなくなる場合の一例を示す模式図である。
【図１２】マーカー表示の一例を示す図である。
【図１３】矢印を含むガイド表示の一例を示す図である。
【図１４】変形例による表示装置の主要構成を示すブロック図である。
【図１５】夜空の複数の星を含むライブビュー画像の一例を示す図である。
【図１６】対象物としての夜空の複数の星に関する情報の表示の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明について、図面を用いて具体的な態様を説明する。ただし、発明の範囲
は、図示例に限定されない。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態による表示装置１の主要構成を示すブロック図である。
　表示装置１は、撮像部１０１、メモリ１０２、画像処理部１０３、記憶部１０４、表示
部１０５、表示制御部１０６、測位部１０７、操作入力部１０８、特定部１０９、測距部
１１０、判定部１１１、ＣＰＵ１１２等を備える。
　また、画像処理部１０３、表示制御部１０６、特定部１０９、判定部１１１、ＣＰＵ１
１２は、例えば、カスタムＬＳＩとして設計されている。
【００１３】
　撮像部１０１は、画像を撮像する。
　具体的には、撮像部１０１は、例えば、レンズ部１０１ａ、イメージセンサ部１０１ｂ
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等を有する。
　レンズ部１０１ａは、複数のレンズから構成され、ズームレンズやフォーカスレンズ等
を備えている。
【００１４】
　イメージセンサ部１０１ｂは、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ
（Complementary Metal-oxide Semiconductor）等のイメージセンサを有し、レンズ部１
０１ａの各種レンズを通過した光学像を二次元の画像信号に変換する。
　また、図示は省略するが、イメージセンサ部１０１ｂは、タイミング発生器、ドライバ
などを備えている。そして、イメージセンサ部１０１ｂは、タイミング発生器、ドライバ
によりイメージセンサを走査駆動して、所定周期毎に光学像をイメージセンサにより二次
元の画像信号に変換させ、当該イメージセンサの撮像領域から１画面分ずつ画像フレーム
を読み出す。また、イメージセンサ部１０１ｂは、ＡＦ（自動合焦処理）、ＡＥ（自動露
出処理）、ＡＷＢ（自動ホワイトバランス）等の被写体の撮像条件の調整制御を行う。
　また、イメージセンサ部１０１ｂは、イメージセンサから転送された画像フレームのア
ナログ値の信号に対してＲＧＢの色成分毎に適宜ゲイン調整した後に、サンプルホールド
回路（図示略）でサンプルホールドしてＡ／Ｄ変換器（図示略）でデジタルデータに変換
し、カラープロセス回路（図示略）で画素補間処理及びγ補正処理を含むカラープロセス
処理を行った後、デジタル値の輝度信号Ｙ及び色差信号Ｃｂ，Ｃｒ（ＹＵＶデータ）を生
成する。カラープロセス回路から出力される輝度信号Ｙ及び色差信号Ｃｂ，Ｃｒは、図示
しないＤＭＡコントローラを介して、バッファメモリとして使用されるメモリ１０２にＤ
ＭＡ転送される。イメージセンサ部１０１ｂは、逐次ＹＵＶデータを生成し、メモリ１０
２に転送する。
【００１５】
　また、本実施形態の撮像部１０１は、ＡＦにより所定の被写界深度でパンフォーカスに
よる撮像が行われるように設けられている。
【００１６】
　メモリ１０２は、例えば、ＤＲＡＭ等により構成され、イメージセンサ部１０１ｂ、画
像処理部１０３、ＣＰＵ１１２等によって処理されるデータ等を一時記憶する。
【００１７】
　画像処理部１０３は、メモリ１０２に一時的に記憶されているＹＵＶデータを表示用画
像データとして逐次読み出して表示部１０５に表示させるためのライブビュー処理を行う
。
　具体的には、画像処理部１０３は、ＶＲＡＭ、ＶＲＡＭコントローラ、デジタルビデオ
エンコーダ、外部の表示装置への出力を可能とするインタフェースなど（全て図示略）を
備えている。そして、デジタルビデオエンコーダは、ＣＰＵ１１２の制御下にてメモリ１
０２から読み出されてＶＲＡＭに記憶されている輝度信号Ｙ及び色差信号Ｃｂ，Ｃｒを、
ＶＲＡＭコントローラを介してＶＲＡＭから定期的に読み出して、これらのデータを元に
ビデオ信号を発生して表示制御部１０６に出力する。
【００１８】
　また、画像処理部１０３は、メモリ１０２に記憶された画像データに対して種々の画像
処理を施す。具体的には、画像処理部１０３は、ＪＰＥＧ圧縮部（図示略）などを備えて
いる。ＪＰＥＧ圧縮部は、イメージセンサ部１０１ｂから出力され、メモリ１０２に一次
記憶されたＹＵＶデータを読み出し、符号化することによりＪＰＥＧ画像データを生成し
て記憶部１０４に出力する。
【００１９】
　記憶部１０４は、例えば、不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）等により構成され、Ｃ
ＰＵ１１２により読み出される各種のプログラムやデータ、画像処理部１０３のＪＰＥＧ
圧縮部（図示略）により符号化された撮像画像の記録用の画像データ等を記憶する。記憶
部１０４は、表示装置１に内蔵された記憶装置であってもよいし、所定のインタフェース
（例えばメモリカードスロット等）を介して着脱可能なメモリカード等の外部記憶媒体や
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その他の外部記憶装置等であってもよいし、これらの組み合わせであってもよい。
【００２０】
　表示部１０５は、例えば、液晶表示装置であり、画像処理部１０３により出力されたラ
イブビュー画像の表示や、表示制御部１０６、ＣＰＵ１１２等の処理内容に応じた表示を
行う。
　表示部１０５は、表示装置１のファインダー２の内側に設けられる（図６参照）。表示
装置１のユーザは、図７に示すように、ファインダー２を目の周囲に当接させることによ
り、ファインダー２の内側に設けられた表示部１０５の表示内容を視認することができる
。即ち、表示部１０５及びファインダー２は、接眼式の電子ビューファインダーとして機
能する。
　なお、図８に示すように、ファインダー２は、撮像部１０１が設けられた本体部３に対
して角度を変更することができるよう設けられている。ファインダー２の角度の変更は、
例えば、ファインダー２を本体部３に対して回転させることにより行われる。
【００２１】
　表示制御部１０６は、表示部１０５の表示領域における表示内容の制御に係る各種処理
を行う。
　表示制御部１０６は、例えば、画像処理部１０３から出力されたビデオ信号に基づくラ
イブビュー表示を表示部１０５に行わせる。
　また、表示制御部１０６は、デジタルズーム部１０６ａ、指標表示部１０６ｂ、報知部
１０６ｃ等を有する。
【００２２】
　デジタルズーム部１０６ａは、表示用の画像データの一部分を拡大して表示部１０５に
表示させるための拡大処理を行う。
　具体的には、デジタルズーム部１０６ａは、イメージセンサ部１０１ｂが有するイメー
ジセンサの画素に対応して生成された画像データの画素（ピクセル：pixel）と表示部１
０５の表示領域における画素とを一対一とする倍率（１倍：拡大処理なし）に対して、画
像データの画素と表示部１０５の表示領域における画素とを一対多とするための処理を行
う。即ち、デジタルズーム部１０６ａは、画像データの一画素を表示部１０５の多数の画
素を用いて表示することにより、表示部１０５に表示される画像を拡大する。
【００２３】
　なお、デジタルズーム部１０６ａによる拡大処理が行われたとき、表示部１０５に表示
される画像が相対的に拡大されることに伴い、表示部１０５の表示領域に表示用の画像デ
ータによる画像の全表示内容を表示することができなくなることから、拡大処理を経て表
示された画像は、表示用の画像データの一部分となる。
　本実施形態では、拡大処理により、表示用の画像データの中央部分が相対的に拡大され
て表示されるように設けられているが、一例であり、これに限られるものでなく、拡大処
理により拡大して表示する表示用の画像データの一部分は、当該画像データのどの部分で
あってもよい。
　デジタルズーム部１０６ａによる拡大処理の倍率、即ち、画像データの画素と表示部１
０５の表示領域における画素との数の比率は、例えば、操作入力部１０８のズームレバー
１０８ａを介してユーザにより行われる入力操作に応じて決定される。
【００２４】
　指標表示部１０６ｂは、表示部１０５の表示領域の所定位置に指標Ｔ（例えば、図９に
示す指標Ｔ）を表示させるための処理を行う。
　指標表示部１０６ｂは、例えば、図９に示すように、表示部１０５に表示された画像（
例えば、ライブビュー画像Ｌ）に重畳させるように、表示部１０５の表示領域の所定位置
（例えば、表示領域の中央）に指標Ｔを表示させる。重畳された指標Ｔとライブビュー画
像Ｌとの関係は、例えば、指標Ｔが前景、ライブビュー画像Ｌが背景となる。
　なお、図９は、表示領域の中央を所定位置とした指標Ｔの表示例を示しているが、指標
Ｔが表示される位置、即ち、所定位置は表示部１０５の表示領域内において任意に設定す
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ることができる。
　本実施形態では、表示部１０５は、操作入力部１０８のモードボタンを介してユーザに
よりマーキング指示モードの設定が行われた場合に指標Ｔを表示させる。
【００２５】
　報知部１０６ｃは、特定部１０９により特定された対象物Ｏ（図１０～図１２参照）の
位置の報知に係る報知処理を行う。報知部１０６ｃの詳細については後述する。
【００２６】
　測位部１０７は、表示装置１の本体の存する位置（以下「本体位置Ｐ」、図１０、図１
１参照）及び撮像部１０１による撮像の方向（以下「撮像方向Ｖ」、図１０、図１１参照
）を取得し、本体位置Ｐ及び撮像方向Ｖを示す情報を特定部１０９及び判定部１１１に出
力する。
　具体的には、測位部１０７は、ＧＰＳ（Global Positioning System）受信機１０７ａ
及び６軸センサ１０７ｂを有する。
　ＧＰＳ受信機１０７ａは、ＧＰＳ衛星からの信号を受信する。測位部１０７は、ＧＰＳ
受信機１０７ａにより受信されたＧＰＳ衛星からの信号に基づいて本体位置Ｐを測位し、
本体位置Ｐを示す位置情報を出力する。本実施形態では、本体位置Ｐを示す位置情報は緯
度と経度の数値情報により構成される。
【００２７】
　６軸センサ１０７ｂは、撮像方向Ｖに係る情報を取得する。
　６軸センサ１０７ｂは、例えば、図５～図７に示すＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向の各方向
に対する表示装置１の本体部３の角度を検出して出力する。ここで、Ｘ方向及びＹ方向は
、例えば、共に水平面に沿う方向であり、Ｚ方向は水平面に直交する方向である。また、
Ｘ方向とＹ方向とは互いに直交する。
　測位部１０７は、６軸センサ１０７ｂにより出力されたＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向の各
方向に対する角度に基づいて、レンズ部１０１ａの開口側が向けられている角度、即ち、
撮像方向Ｖを特定する。
【００２８】
　操作入力部１０８は、表示装置１に対する入力操作を受け付ける。具体的には、操作入
力部１０８は、表示装置１の電源のＯＮ／ＯＦＦを切り替える電源ボタン（図示略）、撮
影指示に係るシャッタボタン（図示略）、モード変更に係るモードボタン（図示略）、ズ
ーム量の調整指示に係るズームレバー１０８ａ、表示部１０５により表示された画像に含
まれている対象物Ｏの位置をマーキングするための指示信号を入力するためのマーキング
指示ボタン１０８ｂ等を備え、これらのボタンに対する入力操作に応じて所定の操作信号
をＣＰＵ１１２に出力する。操作入力部１０８を介して行われた入力操作に対応する各種
の信号は、ＣＰＵ１１２を介して各部に出力される。
【００２９】
　ズームレバー１０８ａ及びマーキング指示ボタン１０８ｂは、例えば、図５、図７に示
すように、表示装置１のファインダー２が設けられた側からレンズ部１０１ａの開口側に
かけて延設された本体部３の側面部の所定箇所に設けられる。当該位置にズームレバー１
０８ａ及びマーキング指示ボタン１０８ｂが設けられることにより、ユーザは、表示装置
１を手に持つことにより表示装置１を支持してファインダー２を接眼させながら、ズーム
レバー１０８ａやマーキング指示ボタン１０８ｂに対する入力操作を容易に行うことがで
きる。
【００３０】
　特定部１０９は、表示部１０５に表示された画像及びマーキング指示ボタン１０８ｂに
対する入力操作により出力された指示信号に基づいて対象物Ｏを特定する。
　例えば、図９に示す表示が行われているとき、ユーザによりマーキング指示ボタン１０
８ｂに対する入力操作が行われると、マーキング指示ボタン１０８ｂに対する入力操作に
応じた指示信号が出力される。特定部１０９は、当該指示信号の入力を受けたときに表示
部１０５に表示されていた画像に含まれる対象物Ｏを特定する。本実施形態において、特
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定部１０９は、表示部１０５に表示された画像のうち、所定位置に表示された指標Ｔが重
畳されている位置に存する対象物Ｏを特定する。即ち、マーキング指示ボタン１０８ｂは
、表示部１０５により表示されたライブビュー画像に含まれ、表示部１０５の表示領域内
の所定位置に表示されている対象物Ｏに係る指示信号を入力する。
【００３１】
　また、特定部１０９は、測位部１０７により取得された当該表示装置１の本体位置Ｐ及
び撮像方向Ｖに基づいてマーキングされた対象物Ｏの位置を特定する。
　具体的には、特定部１０９は、まず、測位部１０７のＧＰＳ受信機１０７ａにより受信
されたＧＰＳ信号に基づいて特定された表示装置１の本体位置Ｐを示す情報（緯度及び経
度）を取得する。
　次に、特定部１０９は、測位部１０７の６軸センサ１０７ｂにより出力された角度に基
づいて特定された撮像方向Ｖを示す情報を取得する。
　そして、特定部１０９は、緯度及び経度により示された表示装置１の本体位置Ｐ（例え
ば、図１０に示す本体位置Ｐ）を基準とし、撮像方向Ｖ（例えば、図１０に示す撮像方向
Ｖ）に対象物Ｏが存するものとして、対象物Ｏ（例えば、図１０に示す対象物Ｏ）の位置
を特定する。
【００３２】
　なお、特定部１０９は、対象物Ｏの位置の特定に係り、さらに、測距部１１０により測
定された表示装置１本体とマーキング指示ボタン１０８ｂにより指示信号が入力された対
象物Ｏの位置との距離に基づいて、表示装置１の本体位置Ｐに対する対象物Ｏの位置を特
定してもよい。この場合、特定部１０９は、緯度及び経度により示された表示装置１の本
体位置Ｐを基準とし、撮像方向Ｖに沿って、測距部１１０により測定された距離だけ表示
装置１本体から離れた位置に対象物Ｏが存するものとして、対象物Ｏの位置を特定する。
【００３３】
　測距部１１０は、表示装置１本体とマーキング指示ボタン１０８ｂにより指示信号が入
力された対象物Ｏの位置との距離を測定する。
　測距部１１０は、例えば、レンズ部１０１ａの構成により想定された被写界深度の距離
とデジタルズーム部１０６ａによる拡大処理の倍率とに基づいて撮像距離を特定する。こ
の場合、測距部１１０は、被写界深度の距離（例えば、パンフォーカスによる撮像時にピ
ントが合う距離）を基準として、拡大処理の倍率に基づく補正を当該基準とされた距離に
対して施し、表示装置１本体とマーキングされた対象物Ｏとの距離の範囲を測定する。
　なお、測距部１１０による距離の測定は、上記の方法に限らない。例えば、測距部１１
０は、赤外線を発する発光ダイオード等を用いた専用の測距センサ等を有し、対象物Ｏま
での距離を測定するようにしてもよい。
【００３４】
　判定部１１１は、対象物Ｏが表示部１０５に表示されているか否かを判定し、判定の結
果を示す情報を表示制御部１０６に出力する。
　例えば、図１１に示すように、表示装置１本体の本体位置Ｐが変化したことにより、対
象物Ｏが撮像部１０１の画角に存しない状態となる場合がある。
　判定部１１１は、当該表示装置１の本体位置Ｐに基づいて特定された対象物Ｏの位置を
基準として対象物Ｏが表示部１０５に表示されているか否かを判定する。具体的には、判
定部１１１は、対象物Ｏがマーキングされて位置が特定されたときの当該表示装置１の本
体位置Ｐ（緯度及び経度）及び撮像方向Ｖを基準とし、当該基準となる本体位置Ｐ及び撮
像方向Ｖに対する本体位置Ｐ及び撮像方向Ｖの変化量を測位部１０７から出力される情報
により取得する。そして、判定部１１１は、当該変化量に基づいて、対象物Ｏが撮像部１
０１の画角内に存するか否か判定する。ここで、対象物Ｏが撮像部１０１の画角内に存し
ないと判定された場合、対象物Ｏが表示部１０５に表示されていないこととなる。
【００３５】
　また、デジタルズーム部１０６ａによる拡大処理等、撮像部１０１の画角に対して表示
部１０５に表示される画像の範囲が限定される処理が行われている場合、撮像部１０１の
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画角に基づく画像に対して表示部１０５に表示されている画像の範囲はさらに狭まること
から、表示部１０５の表示領域に基づく画角（以下「見かけ上の画角」）が狭まっている
こととなる。よって、デジタルズーム部１０６ａによる拡大処理が行われている場合、判
定部１１１は、さらに、拡大処理の倍率を取得し、見かけ上の画角内に対象物Ｏが存する
か否か判定する。ここで、対象物Ｏが見かけ上の画角内に存しないと判定された場合、対
象物Ｏが表示部１０５に表示されていないこととなり、対象物Ｏが見かけ上の画角内に存
すると判定された場合、対象物Ｏが表示部１０５に表示されていることとなる。
　なお、デジタルズーム部１０６ａによる拡大処理が行われていない場合であって、対象
物Ｏが撮像部１０１の画角内に存すると判定された場合、対象物Ｏが表示部１０５に表示
されていることとなる。
【００３６】
　判定部１１１により出力された判定の結果を示す情報は、報知部１０６ｃによる報知処
理に用いられる。具体的には、報知部１０６ｃは、表示部１０５による判定結果に応じて
報知の内容を変化させる。
【００３７】
　例えば、判定部１１１により対象物Ｏが表示部１０５に表示されていると判定された場
合、報知部１０６ｃは、対象物Ｏの位置を示すマーカー表示を表示部１０５に行わせる。
　具体的には、図１２に示すように、表示部１０５に表示されているライブビュー画像Ｌ
に対象物Ｏが含まれている場合、報知部１０６ｃは、対象物Ｏが表示されていることを示
すマーカーＭの表示を含む表示内容を表示部１０５に表示された画像に重畳させて表示さ
せる。
【００３８】
　一方、判定部１１１により対象物Ｏが表示部１０５に表示されていないと判定された場
合、報知部１０６ｃは、表示部１０５の表示領域外に存する対象物Ｏの位置を案内するガ
イド表示を表示部１０５に行わせる。
　具体的には、図１３に示すように、表示部１０５に表示されているライブビュー画像Ｌ
に対象物Ｏが含まれていない場合、報知部１０６ｃは、表示装置１の本体位置Ｐを基準と
して表示部１０５の表示領域外に存する方向を示す矢印Ｃの表示を含む表示内容を表示部
１０５に表示された画像に重畳させて表示させる。
【００３９】
　また、報知部１０６ｃは、特定部１０９により特定された対象物Ｏの位置に基づいた報
知を行うにあたり、測距部１１０により測定された距離に基づく報知を行ってもよい。
　例えば、報知部１０６ｃは、図１３に示す矢印を三次元モデルとして表示部１０５に表
示させる。そして、所定の距離に対して対象物Ｏがより遠くに存する場合、報知部１０６
ｃは、対象物Ｏの存する方向を示すと共に画像の奥側を指す三次元モデルの矢印を表示さ
せることにより、対象物Ｏが遠くに存することを示すことができる。一方、所定の距離に
対して対象物Ｏがより近くに存する場合、報知部１０６ｃは、対象物Ｏの存する方向を示
すと共に画像の手前側を指す三次元モデルの矢印を表示させることにより、対象物Ｏが近
くに存することを示すことができる。なお、矢印が画像の奥側を指すとは、矢印が表示装
置１の本体位置Ｐからみて遠方を指しているように見えるように矢印を表示することをい
い、矢印が画像の手前側を指すとは、矢印が表示装置１の本体位置Ｐからみて近傍を指し
ているように見えるように矢印を表示することをいう。ここで、遠方、近傍は相対であり
、表示内容の比較により矢印の指す方向の変化が明確に確認できる程度に変化すればよい
。
　また、表示部１０５の表示領域の大きさとデジタルズーム部１０６ａ等による拡大処理
に伴う対象物の表示サイズとの対応関係に基づいて、矢印表示の内容を変化させてもよい
。例えば、対象物の表示サイズが表示部１０５の表示領域の大きさに対して小さすぎる場
合に矢印が画像の奥側を指し、対象物の表示サイズが表示部１０５の表示領域の大きさに
対して大きすぎる場合に矢印が画像の手前側を指すようにしてもよい。
【００４０】
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　ＣＰＵ１１２は、表示装置１の各部を制御するものである。具体的には、ＣＰＵ１１２
は、表示装置１用の各種処理プログラム（図示略）に従って各種の制御動作を行うもので
ある。
【００４１】
　以下、表示装置１が行う処理のうち、表示部１０５による表示に係る処理（以下、単に
「表示処理」）について、図２のフローチャートによる例示を用いて説明する。
　まず、撮像部１０１が撮像を行う（ステップＳ１）。具体的には、レンズ部１０１ａの
ズームレンズやフォーカスレンズにより、所定の被写界深度でパンフォーカスとなるよう
焦点が合わせられ、当該レンズ部１０１ａにより光学像がイメージセンサ部１０１ｂに導
かれ、イメージセンサ部１０１ｂにより当該光学像に応じたＹＵＶデータが逐次生成され
てメモリ１０２に記憶される。
【００４２】
　次に、表示装置１は、表示部１０５によるライブビュー表示を行う（ステップＳ２）。
具体的には、画像処理部１０３がメモリ１０２からＹＵＶデータを表示用の画像データと
して逐次読み出し、表示制御部１０６に出力する。表示制御部１０６は、画像処理部１０
３により出力された表示用の画像データを表示部１０５に逐次表示させる。
【００４３】
　次に、表示制御部１０６が、対象物Ｏのマーキング指示が既に行われているか否か判定
する（ステップＳ３）。ここで、対象物Ｏのマーキング指示が既に行われていると判定さ
れた場合（ステップＳ３：ＹＥＳ）、表示制御部１０６は、報知処理を行う（ステップＳ
４）。
【００４４】
　ここで、報知処理について、図３のフローチャートを参照して説明する。
　まず、判定部１１１が、対象物Ｏがマーキングされて位置が特定されたときの当該表示
装置１の本体位置Ｐ（緯度及び経度）及び撮像方向Ｖを基準とし、当該基準となる本体位
置Ｐ及び撮像方向Ｖに対する本体位置Ｐ及び撮像方向Ｖの変化量を測位部１０７から出力
される情報に基づいて取得し、当該変化量及びデジタルズーム処理の倍率に基づいて、対
象物Ｏが表示部１０５に表示されているか否か判定する（ステップＳ２１）。
　ここで、対象物Ｏが表示部１０５に表示されていると判定された場合（ステップＳ２１
：ＹＥＳ）、表示制御部１０６の報知部１０６ｃは、図１２に示すように、対象物Ｏを示
すマーカーＭをライブビュー画像に重畳させて表示させ（ステップＳ２２）、報知処理を
終了する。
　一方、ステップＳ２１にて、対象物Ｏが表示部１０５に表示されていないと判定された
場合（ステップＳ２１：ＮＯ）、報知部１０６ｃは、図１３に示すように、対象物Ｏの存
する方向を示す矢印Ｃをライブビュー画像に重畳させて表示させ（ステップＳ２３）、報
知処理を終了する。
【００４５】
　報知処理の後、終了指示、即ち、電源ボタンによる電源ＯＦＦの入力操作がユーザによ
り行われた場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）、表示処理が終了される。また、又はステップ
Ｓ３にて対象物Ｏのマーキング指示が既に行われていないと判定された場合（ステップＳ
３：ＮＯ）であって、終了指示が行われた場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）も同様に、表示
処理が終了される。
　一方、電源ボタンによる電源ＯＦＦの入力操作がユーザにより行われていない場合（ス
テップＳ５：ＮＯ）、表示制御部１０６は、操作入力部１０８のモードボタンを介してユ
ーザにより設定されたモードがマーキング指示モードであるか否か判定する（ステップＳ
６）。ここで、ユーザにより設定されたモードがマーキング指示モードであると判定され
た場合（ステップＳ６：ＹＥＳ）、指標表示部１０６ｂは、図９に示すように、表示部１
０５の表示領域の所定位置（例えば、表示領域の中央）に指標Ｔを表示させる（ステップ
Ｓ７）。
【００４６】
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　次に、表示制御部１０６は、操作入力部１０８のマーキング指示ボタン１０８ｂに対す
る入力操作を介してユーザにより対象物Ｏのマーキング指示がなされたか否か判定する（
ステップＳ８）。ここで、対象物Ｏのマーキング指示がなされたと判定された場合（ステ
ップＳ８：ＹＥＳ）、表示装置１は、位置特定処理を行う（ステップＳ９）。
【００４７】
　ここで、位置特定処理について、図４のフローチャートを参照して説明する。
　まず、特定部１０９が、表示部１０５に表示されたライブビュー画像に含まれていて、
表示部１０５の表示領域の所定位置（例えば、表示領域の中央）に表示されて指標Ｔが重
なっている被写体を対象物Ｏとしてマーキングする（ステップＳ３１）。
【００４８】
　次に、特定部１０９は、測位部１０７のＧＰＳ受信機１０７ａにより受信されたＧＰＳ
信号に基づいて特定された表示装置１の本体位置Ｐ（緯度及び経度）を取得する（ステッ
プＳ３２）。
　また、特定部１０９は、測位部１０７の６軸センサ１０７ｂにより検出された角度に基
づいて求められた対象物Ｏを撮像する当該表示装置１による撮像方向Ｖを取得する（ステ
ップＳ３３）
　また、特定部１０９は、測距部１１０により測定された表示装置１本体とマーキングさ
れた対象物Ｏとの距離を取得する（ステップＳ３４）。
【００４９】
　そして、特定部１０９は、緯度及び経度により示された表示装置１の本体位置Ｐ（例え
ば、図１０に示す本体位置Ｐ）を基準とし、撮像方向Ｖ（例えば、図１０に示す撮像方向
Ｖ）に沿って、測距部１１０により測定された距離だけ表示装置１本体から離れた位置に
対象物Ｏが存するものとして、対象物Ｏ（例えば、図１０に示す対象物Ｏ）の位置を特定
し（ステップＳ３５）、位置特定処理を終了する。
【００５０】
　位置特定処理の終了後、ステップＳ１の処理に移行する。また、ステップＳ６にて、ユ
ーザにより設定されたモードがマーキング指示モードでないと判定された場合（ステップ
Ｓ６：ＮＯ）や、ステップＳ８にて対象物Ｏのマーキング指示がなされていないと判定さ
れた場合（ステップＳ８：ＮＯ）も、ステップＳ１の処理に移行する。
【００５１】
　以上のように、本実施形態の表示装置１によれば、指示信号によりファインダー２に設
けられた表示部１０５に表示された画像に含まれる対象物Ｏに対するマーキングが指示さ
れるので、当該表示装置１のユーザは対象物Ｏのマーキングのためにファインダー２から
目を離す必要がなくなり、ファインダー２を覗きながら容易に対象物Ｏを指定することが
できる。
　また、マーキングが指示されると、特定部１０９が当該表示装置１の本体位置Ｐ及び撮
像方向Ｖに基づいて当該表示装置１の本体位置Ｐに対する対象物Ｏの位置を特定し、報知
部１０６ｃが対象物Ｏの位置の報知に係る報知処理を行うので、ファインダー２を覗いて
いる当該表示装置１のユーザに対して対象物Ｏの位置に基づいた情報の提供を行うことが
できる。
【００５２】
　また、表示部１０５が、表示領域の所定位置（例えば、表示領域の中央）を示す指標Ｔ
を画像に重畳させて表示させるので、表示部１０５により表示された画像に含まれるもの
のうち、表示部１０５の表示領域内のどの位置に表示されているものがマーキングされる
対象物Ｏとなるのかを明確に示すことができ、より容易に対象物Ｏを指定することができ
る。
【００５３】
　また、報知部１０６ｃが、判定部１１１の判定結果に応じて報知の内容を変化させるの
で、報知の内容の変化によりファインダー２を覗いている表示装置１のユーザに対象物Ｏ
の表示の有無を報知することができ、表示部１０５の表示内容に対象物Ｏが存在するか否
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かを報知することができる。
　例えば、表示装置１のユーザが対象物Ｏに対するマーキング指示をした後、他のユーザ
が対象物Ｏを指定したユーザから当該表示装置１を渡されてファインダー２を覗いて対象
物Ｏを見ようとした場合に、当該表示装置１の本体位置Ｐが変化することにより、撮像部
１０１の画角やデジタルズーム処理に伴う見かけ上の画角に対象物Ｏが存在していない状
態となる場合がある。かかる場合に、対象物Ｏの表示の有無に応じて報知部１０６ｃが報
知の内容を変化させるので、他のユーザに対象物Ｏの表示の有無に係る情報を提供するこ
とができる。
【００５４】
　また、判定部１１１により対象物Ｏが表示部１０５に表示されていると判定された場合
、報知部１０６ｃが対象物Ｏの位置を示すマーカー表示を表示部１０５に行わせるので、
ファインダー２を覗いている表示装置１のユーザに対象物Ｏが表示されている位置を報知
することができ、表示部１０５の表示内容に対象物Ｏが含まれていること及び対象物Ｏの
位置を報知することができる。
　その一方で、判定部１１１により対象物Ｏが表示部１０５に表示されていないと判定さ
れた場合、報知部１０６ｃが表示部１０５の表示領域外に存する対象物Ｏの位置を案内す
るガイド表示を表示部１０５に行わせるので、ファインダー２を覗いている表示装置１の
ユーザに対象物Ｏの存する位置を案内することができ、表示部１０５の表示内容に対象物
Ｏが含まれていないことの報知及び対象物Ｏを表示内容に含めるための案内を行うことが
できる。
【００５５】
　また、報知部１０６ｃは、ガイド表示として、対象物Ｏの存する方向を示す矢印表示を
含む表示内容を表示部１０５に表示させるので、ファインダー２を覗いている表示装置１
のユーザに対象物Ｏの存する方向を報知することができ、表示部１０５に表示される画像
に対象物Ｏを収めるために表示装置１を移動させるべき方向や向けるべき撮像の方向を報
知することができる。
【００５６】
　また、報知部１０６ｃが、測距部１１０により測定された表示装置１本体と指示信号が
入力された対象物Ｏとの距離に基づく報知を行うので、ファインダー２を覗いている表示
装置１のユーザに表示装置１本体とマーキングされた対象物Ｏとの距離に基づいた情報の
提供を行うことができる。
【００５７】
（変形例）
　以下、本発明の変形例による表示装置１Ａについて、図１４～図１６を参照して説明す
る。なお、図１及び上記の説明に示す表示装置１と同様の構成については、同じ符号を付
して説明を省略する。
　変形例による表示装置１Ａは、図１４に示すように、表示装置１の構成に加えて、通信
制御部１２１、識別部１２２をさらに備える。識別部１２２は、例えば、カスタムＬＳＩ
として設計されている。
【００５８】
　通信制御部１２１は、例えば、通信アンテナや通信回路（図示略）等を備え、所定の通
信規格（例えば、３Ｇ：ＩＭＴ－２０００（International Mobile Telecommunication 2
000）規格に準拠した通信規格や無線ＬＡＮ等）により、通信ネットワークＮを介して接
続された外部の情報処理装置との間で情報の通信制御を行う。
【００５９】
　なお、通信ネットワークＮは、例えば、専用線や既存の一般公衆回線を利用して構築さ
れた通信ネットワークＮであり、ＬＡＮ（Local Area Network）やＷＡＮ（Wide Area Ne
twork）等の様々な回線形態を適用することが可能である。また、通信ネットワークＮに
は、例えば、電話回線網、ＩＳＤＮ回線網、専用線、移動体通信網、通信衛星回線、ＣＡ
ＴＶ回線網等の各種通信回線網と、それらを接続するインターネットサービスプロバイダ
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等が含まれる。
【００６０】
　識別部１２２は、特定部１０９により特定された対象物Ｏの位置から対象物Ｏを識別す
る。
　具体的には、識別部１２２は、例えば、緯度及び経度により示された表示装置１の本体
位置Ｐと、撮像方向Ｖとから特定された対象物Ｏの位置を示す情報を検索のキーワードと
し、通信制御部１２１を介して外部の情報処理装置（例えば、情報検索サービスを提供す
るサーバ等）に対して情報の要求を行い、当該要求に対する応答として送信された情報に
基づいて対象物Ｏを識別する。
【００６１】
　例えば、表示装置１のユーザが当該表示装置１の撮像部１０１を夜空に向けてファイン
ダー２を覗き、図１５に示すような夜空に視認された星のうちの１つ又は複数を対象物Ｏ
としてマーキングした場合、識別部１２２は、図１５に示す１つ又は複数の星が視認され
た表示装置１の本体位置Ｐ及び表示装置１の撮像方向Ｖを示す情報に基づいて特定される
対象物Ｏの位置（例えば、夜空の方角等）を検索のキーワードとして情報の要求を行い、
当該要求に対する応答として送信された情報に基づいて、対象物Ｏの識別を行う。図１５
に示す例の場合、識別の結果として、例えば「北斗七星」や、「おおぐま座」等の情報が
取得されることとなる。
【００６２】
　また、識別部１２２は、識別された対象物Ｏに関する情報を取得する。
　具体的には、識別部１２２は、例えば、識別の結果として得られた情報（例えば、図１
５に示す表示例の識別の結果としての「北斗七星」や、「おおぐま座」等）を検索のキー
ワードとして外部の情報処理装置（例えば、情報検索サービスを提供するサーバ等）に情
報の要求を行い、当該要求に対する応答として送信された情報を対象物Ｏに関する情報と
して取得する。
【００６３】
　変形例において、表示制御部１０６の報知部１０６ｃは、識別部１２２により得られた
対象物Ｏに関する情報を報知する。
　具体的には、報知部１０６ｃは、例えば、図１６に示す例のように、図１５に示す夜空
の複数の星をライブビュー表示する表示部１０５の表示領域に設けられた所定の表示領域
に、識別部１２２により得られた対象物Ｏに関する情報Ｉを表示させる。図１６に示す対
象物Ｏに関する情報Ｉは、識別の結果により得られた星群の名称（「北斗七星」）や当該
星群が含まれる星座の名称（「おおぐま座」）、当該星群に含まれる星の等級等を含んで
いるが、一例であり、これに限られるものでなく、対象物Ｏに応じて適宜異なる情報が取
得され、報知される。
【００６４】
　なお、識別部１２２は、対象物Ｏの識別に係り、特定部１０９により特定された対象物
Ｏの位置以外の情報を用いても良い。
　例えば、現在時刻を計時する計時部を表示装置１に設け、現在時刻をキーワードとして
情報の検索を行うようにしてもよい。
　対象物Ｏに関する情報の取得においても同様に、識別の結果に係る情報以外の情報を用
いても良い。
【００６５】
　以上、変形例によれば、識別部１２２が特定部１０９により特定された対象物Ｏの位置
から対象物Ｏを識別し、識別された対象物Ｏに関する情報を取得し、報知部１０６ｃが、
取得された対象物Ｏに関する情報を報知するので、ファインダー２を覗いている表示装置
１のユーザに対象物Ｏに関する情報を提供することができる。
【００６６】
　また、外部の情報処理装置と通信する通信制御部１２１を備え、識別部１２２が、通信
制御部１２１を介して対象物Ｏに関する情報を取得するので、外部の情報処理装置に記憶
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されたより多くの情報に基づいて対象物Ｏに関する情報を取得することができ、ファイン
ダー２を覗いている表示装置１のユーザに対象物Ｏに関するより多くの情報を提供するこ
とができる。
【００６７】
　なお、本発明は、上記の実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。
　例えば、上記の報知部１０６ｃは、報知する情報を表示部１０５に表示させているが、
報知の具体的な方法の一例であり、これに限られるものではない。例えば、音声により報
知を行う音声出力部等を設けてもよい。
【００６８】
　また、報知に係る情報の表示（例えば、図１２に示すマーカーＭや図１３に示す矢印等
）をライブビュー画像に重畳させる表示方法は、報知に係る表示方法の一例であり、これ
に限られるものではない。例えば、報知のための専用の表示領域を表示部１０５の表示領
域内に設けるようにしてもよいし、報知のための専用の表示装置をファインダー２の内側
にさらに設けてもよい。
【００６９】
　また、マーカーＭや矢印Ｃ等の形状は報知に係る表示の一例であり、これに限られるも
のではない。例えば、他の形状のマーカーや、表示領域外に存する対象物Ｏを案内するた
めの標識等を設けてもよい。また、撮像部１０１により撮像された画像や、外部の情報処
理装置から取得された画像等の一部分に基づくマーカー（例えば、ＡＲマーカー等）を取
得して報知のための表示に用いるようにしてもよい。
【００７０】
　また、上記の識別部１２２は、識別及び対象物Ｏに関する情報の取得に係り、通信制御
部１２１を介して情報の送受信を行っているが、一例であり、これに限られるものではな
い。例えば、表示装置１Ａに対象物Ｏの識別及び対象物Ｏに関する情報（例えば、本体位
置Ｐ及び撮像方向Ｖと撮像される星の位置との関連性を示す星図データ及び星図に含まれ
る星座、星群に関する情報を含むデータ等）をあらかじめ記憶する記憶装置を設け、当該
記憶装置に記憶された情報に基づいて識別及び対象物Ｏに関する情報の取得を行ってもよ
い。
　また、識別部１２２による識別は、情報の検索に限らない。例えば、撮像部１０１によ
り撮像された対象物Ｏを含む画像と記憶装置等から取得された画像とによる画像照合を行
い、対象物Ｏを識別するようにしてもよい。
【００７１】
　また、上記の実施形態では、マーキング指示ボタン１０８ｂに対する入力操作により対
象物Ｏの位置をマーキングするための指示信号が入力されているが、一例であり、これに
限られるものでない。例えば、所定条件に基づいて表示部１０５等の表示装置の所定位置
に表示されたものを自動的に対象物Ｏとしてマーキングするようにしてもよい。当該所定
条件の一例として、画像照合により類似度が所定の基準値以上であった場合にマーキング
が指示されるよう設定する場合等があげられる。
【００７２】
　また、上記の測距部１１０による表示装置１本体と指示信号が入力された対象物Ｏとの
距離との測定は、一例であり、これに限られるものではない。
　例えば、レンズ部１０１ａが、被写体の撮像の際に、ズームレンズを光軸方向に移動さ
せるズーム駆動部、フォーカスレンズを光軸方向に移動させる合焦駆動部等の光学ズーム
機構を有する場合、光学ズーム機構の動作に係り特定される焦点距離に基づいて表示装置
１本体とマーキングされた対象物Ｏとの距離を測定することもできる。
【００７３】
　また、上記の識別部１２２は、対象物Ｏの識別及び対象物Ｏに関する情報の取得を行っ
ているが、対象物Ｏの識別と対象物Ｏに関する情報の取得とを別の構成により行っても良
い。
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　また、対象物Ｏに関する情報の提供の一形態として、対象物Ｏに関する情報が含まれる
Ｗｅｂサイトのアドレス情報（例えば、ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）等）の表示
や、対象物Ｏに関する動画の再生等を表示部１０５に表示させてもよい。
【００７４】
　加えて、上記実施形態にあっては、ＣＰＵ１１２の制御下にて、表示制御部１０６、測
位部１０７、特定部１０９、判定部１１１等が駆動することにより実現される構成とした
が、これに限られるものではなく、ＣＰＵ１１２によって所定のプログラム等が実行され
ることにより実現される構成としても良い。
　即ち、プログラムを記憶するプログラムメモリ（図示略）に、指示ルーチン、位置取得
ルーチン、方向取得ルーチン、特定ルーチン、報知ルーチンを含むプログラムを記憶して
おく。そして、指示ルーチンによりＣＰＵ１１２が、表示手段により表示された画像に含
まれている対象物の位置をマーキングするための指示信号を入力するようにしても良い。
また、位置取得ルーチンによりＣＰＵ１１２が、当該装置本体が存する位置を取得するよ
うにしても良い。また、方向取得ルーチンによりＣＰＵ１１２が、撮像手段による撮像の
方向を取得するようにしても良い。また、特定ルーチンによりＣＰＵ１１２が、指示信号
が入力されると、取得された当該装置本体の位置及び撮像の方向に基づいて、当該装置本
体の位置に対する対象物の位置を特定するようにしても良い。また、報知ルーチンにより
ＣＰＵ１１２が、特定された対象物の位置の報知に係る報知処理を行うようにしても良い
。
【００７５】
　同様に、表示装置１、１Ａの各部による他の処理についても、ＣＰＵ１１２によって所
定のプログラム等が実行されることにより実現される構成としても良い。
【００７６】
　さらに、上記の各処理を実行するためのプログラムを格納したコンピュータ読み取り可
能な媒体として、ＲＯＭやハードディスク等の他、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリ
、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬型記憶媒体を適用することも可能である。また、プログラムのデ
ータを所定の通信回線を介して提供する媒体としては、キャリアウェーブ（搬送波）も適
用される。
【００７７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定
するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
　＜請求項１＞
　接眼部の内側に、撮像手段により逐次撮像された画像を表示する表示手段が設けられた
接眼式の表示装置であって、
　前記表示手段により表示された画像に含まれ、前記表示手段の所定の表示領域に表示さ
れている対象物の位置をマーキングするための指示信号を入力する指示手段と、
　当該装置本体が存する位置を取得する位置取得手段と、
　前記撮像手段による撮像の方向を取得する方向取得手段と、
　前記指示手段により指示信号が入力されると、前記位置取得手段により取得された当該
装置本体の位置及び前記方向取得手段により取得された撮像の方向に基づいて、当該装置
本体の位置に対する前記対象物の位置を特定する特定手段と、
　この特定手段により特定された前記対象物の位置の報知に係る報知処理を行う報知手段
と、
　を備えることを特徴とする表示装置。
　＜請求項２＞
　前記表示手段は、前記所定位置を示す指標を前記画像に重畳させて表示領域に表示させ



(17) JP 5532026 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

ることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
　＜請求項３＞
　前記対象物が前記表示手段に表示されているか否かを判定する判定手段をさらに備え、
　前記報知手段は、前記判定手段による判定結果に応じて報知の内容を変化させることを
特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置。
　＜請求項４＞
　前記報知手段は、前記判定手段により前記対象物が前記表示手段に表示されていると判
定された場合、前記対象物の位置を示すマーカー表示を前記表示手段に行わせ、その一方
で、前記判定手段により前記対象物が前記表示手段に表示されていないと判定された場合
、前記表示手段の表示領域外に存する前記対象物の位置を案内するガイド表示を前記表示
手段に行わせ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＞
　前記ガイド表示は、当該装置本体を基準として前記対象物の存する方向を示す矢印表示
を含むことを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
　＜請求項６＞
　当該装置本体と前記指示手段により指示信号が入力された対象物の位置との距離を測定
する測定手段をさらに備え、
　前記特定手段は、前記測定手段により測定された距離に基づいて、当該装置本体の位置
に対する前記対象物の位置を特定することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に
記載の表示装置。
　＜請求項７＞
　前記特定手段により特定された前記対象物の位置から前記対象物を識別する識別手段と
、
　この識別手段により識別された前記対象物に関する情報を取得する情報取得手段と、
　をさらに備え、
　前記報知手段は、前記情報取得手段により取得された前記対象物に関する情報を報知す
ることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の表示装置。
　＜請求項８＞
　外部の情報処理装置と通信する通信手段をさらに備え、
　前記情報取得手段は、前記通信手段を介して前記対象物に関する情報を取得することを
特徴とする請求項７に記載の表示装置。
　＜請求項９＞
　接眼部の内側に、撮像手段により逐次撮像された画像を表示する表示手段が設けられた
接眼式の表示装置による表示方法であって、
　前記表示手段により表示された画像に含まれ、前記表示手段の所定の表示領域に表示さ
れている対象物の位置をマーキングするための指示信号を入力するステップと、
　当該装置本体が存する位置を取得するステップと、
　前記撮像手段による撮像の方向を取得するステップと、
　前記指示信号が入力されると、取得された当該装置本体の位置及び前記撮像の方向に基
づいて、当該装置本体の位置に対する前記対象物の位置を特定するステップと、
　特定された前記対象物の位置の報知に係る報知処理を行うステップと、
　を有することを特徴とする表示方法。
　＜請求項１０＞
　接眼部の内側に、撮像手段により逐次撮像された画像を表示する表示手段が設けられた
接眼式の表示装置のコンピュータを、
　前記表示手段により表示された画像に含まれ、前記表示手段の所定の表示領域に表示さ
れている対象物の位置をマーキングするための指示信号を入力する手段、
　当該装置本体が存する位置を取得する手段、
　前記撮像手段による撮像の方向を取得する手段、
　前記指示信号が入力されると、取得された当該装置本体の位置及び前記撮像の方向に基
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づいて、当該装置本体の位置に対する前記対象物の位置を特定する手段、
　特定された前記対象物の位置の報知に係る報知処理を行う手段、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【符号の説明】
【００７８】
１　　　　表示装置
２　　　　ファインダー
３　　　　本体部
１０１　　撮像部
１０５　　表示部
１０６　　表示制御部
１０６ａ　デジタルズーム部
１０６ｂ　指標表示部
１０６ｃ　報知部
１０７　　測位部
１０７ａ　ＧＰＳ受信機
１０７ｂ　６軸センサ
１０８　　操作入力部
１０８ａ　ズームレバー
１０８ｂ　マーキング指示ボタン
１０９　　特定部
１１０　　測距部
１１１　　判定部

【図１】 【図２】
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