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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影時の設定情報を撮影された画像と共に記憶する記憶部と、
　撮像された画像から所定の画像を選択する操作部と、
　前記操作部で選択された画像である選択画像および該選択画像の前後の画像を縮小し、
表示部の上部領域に並列に表示する手段と、
　前記選択画像に関連する設定情報を、前記表示部の下部領域に表示する手段とを備え、
　前記上部領域は、前記選択画像の前の画像に対応する縮小画像が表示される第一領域と
、前記第一領域に隣接するとともに前記選択画像に対応する縮小画像が表示される第二領
域と、前記第二領域に隣接するとともに前記選択画像の後の画像に対応する縮小画像が表
示される第三の領域とを備え、
　前記選択画像の前の画像がないならば、前記第一領域を空白にする
　撮影装置。
【請求項２】
　請求項１記載の撮影装置において、
　前記第二領域に表示された前記選択画像に対応する縮小画像と、前記下部領域に表示さ
れた前記選択画像に関連する設定情報とを１本の枠線で囲って示す
　撮影装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の撮影装置において、
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　前記選択画像に関連する設定情報には複数のページが設けられ、前記選択画像に関連す
る設定情報の複数のページの表示を切り換える手段を有する
　撮影装置。
【請求項４】
　請求項１記載の撮影装置において、
　前記選択画像に対する処置を行うメニュー画面を、前記選択画像に関連する設定情報に
代えて前記表示部の下部領域に表示する手段を備え、
　前記処置は、前記選択画像の削除及び／または保護及び／または印刷を行う処置である
　撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばデジタルスチルカメラに使用して好適な撮影装置に関する。詳しくは、
例えばビューファインダーとして使用される液晶表示パネルに、撮影された画像と撮影時
の設定情報を表示する際の性能を向上させるものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えばデジタルスチルカメラにおいては、撮影時の設定情報を撮影された画像と共に記憶
する機能が設けられ、所望のときにそれらの撮影時の設定情報を表示パネル等に表示する
ことが行われている。しかしながら従来の装置では、１枚の画像に対してその撮影時の設
定情報が表示されるものであり、１枚の画像の確認には適当であるが、例えば同じような
画像を複数枚撮影して、それらの間で比較を行うような場合には充分とはいえないもので
ある。
【０００３】
一方、撮影時の絞りやシャッター速度などを変更して複数枚の撮影を行い、撮影された複
数枚の中から所望のものを選択するＡＥブラケットと呼ばれる撮影方法が実施されている
。すなわち、上述の絞りやシャッター速度などを予めプログラムすることのできる撮影装
置では、例えば１回のシャッター操作でそのような複数枚の撮影を行うことが可能となる
ものである。そこでこのようなＡＥブラケットでは、撮影された複数枚の画像を比較する
ことが重要になる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
この出願はこのような点に鑑みて成されたものであって、解決しようとする問題点は、従
来の装置では、例えば撮影された複数枚の画像を比較する際に、それらの撮影時の設定情
報等を対照可能に良好に表示することができなかったというものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決し、本発明の目的を達成するため、撮像装置は、撮影時の設定情報を撮
影された画像と共に記憶する記憶部と、撮像された画像から所定の画像を選択する操作部
と、操作部で選択された画像である選択画像および該選択画像の前後の画像を縮小し、表
示部の上部領域に並列に表示する手段と、選択画像に関連する設定情報を、表示部の下部
領域に表示する手段とを備え、上部領域は、選択画像の前の画像に対応する縮小画像が表
示される第一領域と、第一領域に隣接するとともに選択画像に対応する縮小画像が表示さ
れる第二領域と、第二領域に隣接するとともに選択画像の後の画像に対応する縮小画像が
表示される第三の領域とを備え、選択画像の前の画像がないならば、第一領域を空白にす
るものである。これによれば、撮影された複数枚の画像の撮影時の設定情報等を良好に表
示することができ、複数枚の画像の比較対照を良好に行うことができる。
【０００６】
【発明の実施の形態】
すなわち本発明においては、撮影時の設定情報を撮影された画像と共に記憶する機能を有
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すると共に、撮影された複数の画像を縮小して並列に表示する手段を備えた撮影装置であ
って、縮小して表示される画像に対して撮影時の設定情報を付加して表示する機能を設け
てなるものである。
【０００７】
以下、図面を参照して本発明を説明するに、図１は本発明による撮影装置を適用したデジ
タルスチルカメラの一実施形態の構成を示すブロック図である。
【０００８】
図１において、被写体（図示せず）からの映像光は、レンズブロック１を通って映像光を
電気信号に変換する半導体撮像素子（ＣＣＤ）２に照射される。この半導体撮像素子２か
らの電気信号がカメラ信号ブロック３に供給されて、輝度信号（Ｙ）及び色差信号（Ｃｂ
、Ｃｒ）に変換される。そして変換された信号が信号処理ブロック４をそのまま通過して
デコーダ５に供給され、３原色（Ｒ、Ｇ、Ｂ）信号に変換されて表示パネル（ＬＣＤ）６
に画像が映出される。
【０００９】
また、各種の操作手段及び外部キーなどの操作スイッチ部７からの操作信号がマイクロコ
ンピュータ等からなるコントローラ８に供給される。そして例えば操作スイッチ部７のシ
ャッターキー（図示せず）が押されると、コントローラ８からの制御信号がバス９を通じ
て信号処理ブロック４に供給され、この信号処理ブロック４から画面１枚分の画像データ
がバス９を通じてランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１０に取り込まれる。
【００１０】
すなわちこの取り込みの作業、及びシステム全体の制御は、このバス９を通じてコントロ
ーラ８が制御しているものである。またこの実施形態の構成では、信号処理ブロック４、
コントローラ８、ランダムアクセスメモリ１０、及び後述するメディアドライブ１１は、
このバス９を通じて結合されており、信号処理ブロック４及びメディアドライブ１１の制
御はこのバス９を通じてコントローラ８が制御し、且つ画像データもバス９を通じて転送
される。
【００１１】
さらにランダムアクセスメモリ１０に取り込まれた画像データは、一度コントローラ８に
取り込まれてＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏ
ｕｐ）等のフォーマットに従って圧縮され、再びランダムアクセスメモリ１０の別アドレ
スに格納される。そして圧縮された画像データにはファイルヘッダーなどがコントローラ
８で付加され、ＪＰＥＧファイルとしてのデータストリームに形成される。
【００１２】
このファイルがコントローラ８によってメディアドライブ１１に転送され、このメディア
ドライブ１１からメモリカード等の記録メディア１２に書き込むことができる。なおこの
実施形態では、記録メディア１２としてメモリカードのような半導体メモリを示している
が、フロッピーディスクのような磁気ディスクや、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ、
ＤＶＤ－ＲＷのような光学式ディスク等のリムーバブルな記録メディアが内蔵されたもの
にも適用できるものである。
【００１３】
また、この記録メディア１２に書き込まれた画像ファイルを表示パネル６に再生する場合
には、まず、記録メディア１２に書き込まれた画像ファイルがコントローラ８によってメ
ディアドライブ１１を通じてランダムアクセスメモリ１０に転送される。この転送された
画像ファイルから画像データが抜き出され、今度はコントローラ８に画像データを取り込
みながら圧縮されたファイルが伸張され、その結果が再びランダムアクセスメモリ１０の
別アドレスに格納される。
【００１４】
さらにこの伸張作業が完了すると、信号処理ブロック４を介してランダムアクセスメモリ
１０の別アドレスに格納された画像データが読み出される。そしてこの読み出された画像
データがデコーダ５に供給され、このデコーダ５で画像データが３原色（Ｒ、Ｇ、Ｂ）信
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号に変換されて表示パネル６に画像が映出される。このようにして記録メディア１２に書
き込まれた画像ファイルから圧縮されたファイルが伸張されて、表示パネル６に表示され
る。
【００１５】
そしてこの装置において、コントローラ８にはシリアル通信ライン１３を介してオンスク
リーン表示コントローラ（ＯＳＤＣ）１４が接続されており、このオンスクリーン表示コ
ントローラ１４で形成された信号がデコーダ５に供給されて信号処理ブロック４からの画
像データと混合される。これにより表示パネル６の任意の位置に、コントローラ８で指定
された記号や文字、図形等からなるメニュー画面やアイコン等が表示される。
【００１６】
すなわち表示パネル６には、例えばコントローラ８の内部の設定等がアイコンの制御信号
とされてオンスクリーン表示コントローラ１４に供給され、このアイコンが表示パネル６
の任意の位置に表示される。これによって使用者は、表示パネル６を見ることによって現
在の設定内容を容易に確認することができ、撮影を円滑に行うことができる。また、この
表示パネル６の表示は、操作スイッチ部７の操作手段（図示せず）によって点灯・消灯を
制御することができる。
【００１７】
それと共に、操作スイッチ部７の設定キー（図示せず）からの操作信号がコントローラ８
に供給されると、その操作内容に応じてコントローラ８では任意のメニュー画面が作成さ
れ、この作成されたメニュー画面がオンスクリーン表示コントローラ１４を介して表示パ
ネル６に表示される。さらにこの操作スイッチ部７の操作に従ってコントローラ８で順次
新たなメニュー画面が作成されると共に、その操作に従った設定がコントローラ８の内部
で変更されるものである。
【００１８】
そしてこの装置において、表示パネル６の表示が図２に示すように行われる。この図２に
おいて、画面の上部には撮影された画像▲１▼、▲２▼、▲３▼が縮小されて並列に表示
される。このような縮小された画像の表示は、いわゆるインデックス画面として周知の手
段により行われるものである。そしてこの画面の下部に、撮影時の設定情報（Ｅｘｉｆ情
報）が表示される。さらにこの設定情報の表示と対応する画像▲２▼とが１本の枠線によ
って囲って示される。
【００１９】
また図２のＡ、Ｂに示すように、撮影時の設定情報は例えば２ページからなっている。そ
の場合に、任意の操作によってこれらのページが切り換えられるようにされる。すなわち
図３において、例えば操作スイッチ部７の任意のメニューキー（図示せず）からの操作信
号がコントローラ８に供給されて、任意のメニュー画面（図示せず）により例えばインデ
ックス画面の表示が選択されると、表示パネル６には例えば図３のＡに示すような画像が
表示される。
【００２０】
一方、操作スイッチ部７には例えば上下左右の４方向の入力を行うことのできるいわゆる
十字キー（図示せず）が設けられ、それぞれの方向の操作信号がコントローラ８に供給さ
れる。そしてこれらの操作信号に応じて、例えば図３のＢ～Ｄに示す画面の表示が行われ
る。
【００２１】
すなわち例えば図３のＡに示すような画像が表示された状態から十字キーが右方向に操作
されると、図３のＢ、Ｃに示すように縮小された画像の表示が順次左に移動される。また
十字キーが左方向に操作されると図３のＢ、Ａに示すように縮小された画像の表示が順次
右に移動される。このようにして十字キーの左右方向の操作に応じて縮小された画像の表
示が左右にスクロールされる。なお図３のＡに示す画像で（０）の位置は空白である。
【００２２】
さらに例えば図３のＢに示す状態から十字キーが下方向に操作されると、図３のＤに示す
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ように撮影時の設定情報のページが切り換えられる。また図３のＤに示す状態から十字キ
ーが上方向に操作されると、図３のＢに示すように撮影時の設定情報のページが切り換え
られる。さらに図３のＤに示す状態から十字キーが左右方向に操作されると、図３のＡま
たはＣに示すように縮小された画像の表示が左右にスクロールされて撮影時の設定情報は
上のページに切り換えられる。
【００２３】
そしてこれらの表示において、画面の下部の撮影時の設定情報の表示と、画面の上部の撮
影された画像の縮小表示の中央の画像とが１本の枠線によって囲われて、これらの表示が
関連していることが示される。なお、上述の十字キーの左右方向の操作は、例えば連続し
た回転の操作を入力するような操作手段を用いても行うことができる。
【００２４】
従ってこの実施形態において、撮影された複数の画像を縮小して並列に表示すると共に、
縮小して表示される画像に対して撮影時の設定情報を付加して表示するようにしたことに
よって、撮影された複数枚の画像の撮影時の設定情報等を良好に表示することができ、複
数枚の画像の比較対照を良好に行うことができるものである。
【００２５】
これによって、従来の装置では、例えば撮影された複数枚の画像を比較する際に、それら
の撮影時の設定情報等を対照可能に良好に表示することができなかったものを、本発明に
よればこれらの問題点を容易に解消することができるものである。
【００２６】
そしてこの実施形態によれば、例えば上述のＡＥブラケットの撮影が行われた場合に、絞
りやシャッター速度などを変更して撮影された３枚の画像を画面の上部に表示すると共に
、その中央の画像の撮影時の設定情報等を画面の下部に表示し、さらに例えば十字キーの
操作によって画像をスクロールすることで、これらの画像の設定情報等を順次画面の下部
に表示して、これらの画像の比較対照を良好に行うことができる。
【００２７】
さらに上述の実施形態において、例えば上述の画面の表示中に操作スイッチ部７の設定キ
ー（図示せず）が操作されることによって、例えば図４に示すようなメニュー画面が表示
される。そしてこのメニュー画面では、例えば１本の枠線によって囲われた画像の印刷（
ＰＲＩＮＴ）、その画像が容易に削除されないようにするための保護（ＰＲＯＴＥＣＴ）
、その画像の削除（ＤＥＬＥＴＥ）などの処置を指示することができる。
【００２８】
こうして上述の撮影装置によれば、撮影時の設定情報を撮影された画像と共に記憶する機
能を有すると共に、撮影された複数の画像を縮小して並列に表示する手段を備えた撮影装
置であって、縮小して表示される画像に対して撮影時の設定情報を付加して表示する機能
を設けることにより、撮影された複数枚の画像の撮影時の設定情報等を良好に表示するこ
とができ、複数枚の画像の比較対照を良好に行うことができるものである。
【００２９】
なお本発明は、上述の説明した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の精神を逸
脱することなく種々の変形が可能とされるものである。
【００３０】
【発明の効果】
　従って、本発明によれば、撮影された複数の画像を縮小して並列に表示すると共に、縮
小して表示される画像に対して撮影時の設定情報を付加して表示するようにしたことによ
って、撮影された複数枚の画像の撮影時の設定情報等を良好に表示することができ、複数
枚の画像の比較対照を良好に行うことができるものである。
【００３１】
　また、本発明によれば、縮小して表示される画像と付加して表示される撮影時の設定情
報を１本の枠線で囲って示すことによって、これらの表示が関連していることが明示され
るものである。
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　さらに、本発明によれば、表示部の上部に撮影された複数の画像が並列に表示され、表
示部の下部に撮影時の設定情報が表示されることによって、撮影された複数枚の画像の撮
影時の設定情報等を良好に表示することができるものである。
【００３３】
　また、本発明によれば、中央におかれた画像の撮影時の設定情報が表示されることによ
って、これらの画像の比較対照を良好に行うことができるものである。
【００３４】
　さらに、本発明によれば、撮影時の設定情報には複数のページが設けられ、撮影時の設
定情報の複数のページの表示を切り換える手段を有することによって、複数ページに渡る
設定情報の表示を行うことができるものである。
【００３５】
　また、本発明によれば、不要な画像の削除や、必要な画像の保護及び／または印刷を容
易に行うことができるものである。
【００３７】
これによって、従来の装置では、例えば撮影された複数枚の画像を比較する際に、それら
の撮影時の設定情報等を対照可能に良好に表示することができなかったものを、本発明に
よればこれらの問題点を容易に解消することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による撮影装置を適用したデジタルスチルカメラの一実施形態の構成を示
すブロック図である。
【図２】その動作の説明のための線図である。
【図３】その説明のための線図である。
【図４】その説明のための線図である。
【符号の説明】
１…レンズブロック、２…半導体撮像素子（ＣＣＤ）、３…カメラ信号ブロック、４…信
号処理ブロック、５…デコーダ、６…表示パネル（ＬＣＤ）、７…操作スイッチ部、８…
コントローラ、９…バス、１０…ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、１１…メディアド
ライブ、１２…記録メディア、１３…シリアル通信ライン、１４…オンスクリーン表示コ
ントローラ（ＯＳＤＣ）
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