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(57)【要約】
【課題】　ユーザの感覚に合わせて電池の残量を表示す
る。
【解決手段】　カメラの背面に設けられた画像表示部２
８に、閾値設定画面４０１、４０２を表示する。このと
き、設定対象となる閾値を点線で表示し、設定対象でな
い閾値を実線で表示する。ユーザは、「電池の残量が十
分ある」ことを示す表示から「電池の残量が少ない」こ
とを示す表示に電池の残量の表示を切り替えるための閾
値ＶＨを、閾値設定画面４０１を用いて設定する。また
、ユーザは、「電池の残量が少ない」ことを示す表示か
ら「電池の交換が必要である」ことを示す表示に電池の
残量の表示を切り替えるための閾値ＶＭを、閾値設定画
面４０２を用いて設定する。従って、電池の残量の表示
を切り替える契機となる電池の電圧値をユーザが設定で
きる。これにより、ユーザの感覚に合わせて電池の残量
を表示することが可能になる。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池の電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記電池の残量に関わる表示を行うための閾値をユーザの操作によって設定する閾値設
定手段と、
　前記電圧検出手段により検出された電圧と、前記閾値設定手段により設定された閾値と
を比較する比較手段と、
　前記比較手段により比較された結果に応じて、前記電池の残量を示す画像を表示装置に
表示する残量表示手段とを有することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記閾値設定手段にてユーザが設定可能な閾値には設定許容範囲が予め定められている
ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記閾値設定手段によって設定される閾値は、前記残量表示手段によって表示される前
記電池の残量を示す画像ごとに設定されることを特徴とする請求項１又は２に記載の電子
機器。
【請求項４】
　前記閾値設定手段は、前記電池の残量がないことを示す画像に対応する閾値をユーザに
よって設定することができないようにすることを特徴とする請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記電池の放電特性曲線を表す画像と、その電池の残量に関わる表示を設定するための
閾値を示す画像とを表示装置に表示する設定表示手段を有し、
　前記設定表示手段は、前記閾値を設定するための操作がユーザによりなされると、その
操作に合わせて、変更対象である閾値を示す画像を変更することを特徴とする請求項１～
４の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記設定表示手段は、前記放電特性曲線上に前記閾値を示す画像を表示し、前記閾値を
設定するための操作がユーザによりなされると、変更対象である閾値を示す画像の位置を
、前記放電特性曲線に沿って移動させることを特徴とする請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記電池が装着される装着部と、
　前記装着部に装着された電池の種類を判定する電池判定手段と、
　前記装着部に装着される電池の種類毎に複数の放電特性曲線を記憶する記憶手段とを有
し、
　前記設定表示手段は、前記電池判定手段により判定された電池の種類に応じた放電特性
曲線を表示装置に表示することを特徴とする請求項５又は６に記載の電子機器。
【請求項８】
　電池の電圧を検出する電圧検出ステップと、
　前記電池の残量に関わる表示を行うための閾値をユーザの操作によって設定する閾値設
定ステップと、
　前記電圧検出ステップにより検出された電圧と、前記閾値設定ステップにより設定され
た閾値とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップにより比較された結果に応じて、前記電池の残量を示す画像を表示装
置に表示する残量表示ステップとを有することを特徴とする電池残量表示方法。
【請求項９】
　電池の電圧を検出する電圧検出ステップと、
　前記電池の残量に関わる表示を行うための閾値をユーザの操作によって設定する閾値設
定ステップと、
　前記電圧検出ステップにより検出された電圧と、前記閾値設定ステップにより設定され
た閾値とを比較する比較ステップと、
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　前記比較ステップにより比較された結果に応じて、前記電池の残量を示す画像を表示装
置に表示する残量表示ステップとをコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュ
ータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器、電池残量表示方法、及びコンピュータプログラムに関し、特に、
電池の残量を表示するために用いて好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、デジタルカメラ等の電子機器では、電池の残量を表示装置に表示して、ユー
ザに報知するようにしている。特許文献１では、２次電池の劣化の状態を推測し、推測し
た電池の劣化の状態に基づいて電池の残量を表示している。特許文献２では、通話中か待
受中かの通話状態や温度に応じて、複数の閾値テーブルの何れかを選択し、選択した閾値
テーブルの閾値と電池の残量とを比較し、比較した結果に基づいて電池の残量レベルを表
示している。特許文献３では、電池の電圧を複数回検出し、検出した電池の電圧から今後
の電圧の推移を予測し、予測した電圧の推移に基づいて、電池の状態を判定するための閾
値を設定するようにしている。
【０００３】
　ここで、デジタルカメラを例に挙げて、電池の残量の表示例を示す。図９は、デジタル
カメラにおける電池の残量の表示例を示す図である。
　デジタルカメラは、電池の残量を検出して現在の電池の残量を測定する。デジタルカメ
ラは、測定した現在の電池の残量と、予めＥＥＰＲＯＭ等の記憶媒体に設定された閾値と
比較し、比較した結果に基づく電池の残量レベルを液晶表示装置等の表示装置に簡易的に
表示する。
【０００４】
　図９（ａ）は、電池の残量が十分ある場合の表示を示す図である。図９（ａ）に示すよ
うに、液晶表示画面９０１内の右下の電池のマーク９０１ａの全領域を塗り潰し表示する
ことにより、電池の残量が十分あることを簡易的に表示している。
　図９（ｂ）は、電池の残量が少なくなっている場合の表示を示す図である。図９（ｂ）
に示すように、液晶表示画面９０２内の電池のマーク９０２ａにおいて、一部の領域のみ
を塗り潰し表示することにより、電池の残量が少なくなっていることを表示している。
【０００５】
　図９（ｃ）は、更に電池が無くなり、電池の交換が必要であることをユーザに伝える表
示を示す図である。図９（ｃ）に示すように、液晶表示画面９０３内の電池のマーク９０
３ａを点滅表示することにより、電池の交換が必要であることを表示し、ユーザに注意を
促す。
　図９（ｄ）は、電池の残量が無くなり、動作不能となった場合の表示を示す図である。
図９（ｄ）に示すように、液晶表示画面９０４内の電池のマーク９０４ａを白抜き表示に
すると共に、点滅表示することによって、電池の残量がなくなっていることを表示してい
る。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－９４０７号公報
【特許文献２】特開２０００－９２７２１号公報
【特許文献３】特開２００４－３３３５１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前述した電池の残量を表示する従来の技術では、電池の残量の表示を切
り替えるレベルは予め決められている。従って、例えば、電池の残量に余裕がある状態で
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電池の交換を行いたいユーザに対しても、電池の残量が残り僅かになってから電池の交換
を行いたいユーザに対しても、電池の交換が必要であることを同じタイミングで表示する
ことになる。このように従来の技術では、必ずしもユーザの感覚に合わせて電池の残量を
表示することができないという問題点があった。
【０００８】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、ユーザの感覚に合わせて電
池の残量を表示することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の電子機器は、電池の電圧を検出する電圧検出手段と、前記電池の残量に関わる
表示を行うための閾値をユーザの操作によって設定する閾値設定手段と、前記電圧検出手
段により検出された電圧と、前記閾値設定手段によって設定された閾値とを比較する比較
手段と、前記比較手段により比較された結果に応じて、前記電池の残量を示す画像を表示
装置に表示する残量表示手段とを有することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の電池残量表示方法は、電池の電圧を検出する電圧検出ステップと、前記電池の
残量に関わる表示を行うための閾値をユーザの操作によって設定する閾値設定ステップと
、前記電圧検出ステップにより検出された電圧と、前記閾値設定ステップにより設定され
た閾値とを比較する比較ステップと、前記比較ステップにより比較された結果に応じて、
前記電池の残量を示す画像を表示装置に表示する残量表示ステップとを有することを特徴
とする。
【００１１】
　本発明のコンピュータプログラムは、電池の電圧を検出する電圧検出ステップと、前記
電池の残量に関わる表示を行うための閾値をユーザの操作によって設定する閾値設定ステ
ップと、前記電圧検出ステップにより検出された電圧と、前記閾値設定ステップにより設
定された閾値とを比較する比較ステップと、前記比較ステップにより比較された結果に応
じて、前記電池の残量を示す画像を表示装置に表示する残量表示ステップとを有すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ユーザの感覚に合わせて電池の残量に関わる表示を行うことが可能に
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
（第１の実施形態）
　以下に、図面を参照しながら、本発明の第１の実施形態について説明する。本実施形態
では、電子機器がデジタルカメラである場合を例に挙げて説明する。
　図１は、デジタルカメラの構成の一例を示す図である。まず、デジタルカメラ本体部１
００の構成について説明する。
【００１４】
　レンズマウント部１０には、交換可能な外付け撮影レンズが取り付けられる。レンズマ
ウント部１０に取り付けられたレンズは、レンズ制御回路４２により制御される。
　レンズを通過した光束はミラー１１に入射する。ミラー１１は、メカ制御回路４３によ
って制御される。ミラー１１に入射した光束は、光学ファインダー１０４、測距演算部４
０、及び測光演算部４１へ導かれる。シャッター１２は、先幕と後幕とを備えて構成され
る。シャッター１２は、メカ制御回路４３によって制御される。
【００１５】
　撮像素子１４は、光学像を電気信号に変換するためのものであり、例えばＣＣＤ（Char
ge Coupled device）等により構成される。Ａ／Ｄ変換器１６は、撮像素子１４のアナロ
グ信号出力をデジタル信号に変換する。
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　タイミング発生回路１８は、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、及びＤ／Ａ変換器２６
にクロック信号や制御信号を供給する。このタイミング発生回路１８は、メモリ制御回路
２２及びシステム制御回路５０により制御される。
【００１６】
　画像処理回路２０は、Ａ／Ｄ変換器１６から出力された画像データ或いはメモリ制御回
路２２から出力された画像データに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。更に
画像処理回路２０は、撮像され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）処理も行う。
【００１７】
　メモリ制御回路２２は、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理回路２
０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、画像データメモリ３０、及び画像ファイル
生成部３２を制御する。
　Ａ／Ｄ変換器１６から出力された画像データは、画像処理回路２０及びメモリ制御回路
２２を介して、画像表示メモリ２４或いは画像データメモリ３０に書き込まれる。また、
Ａ／Ｄ変換器１６から出力された画像データは、画像処理回路２０を経由せずにメモリ制
御回路２２を介して、画像表示メモリ２４或いは画像データメモリ３０に書き込まれるこ
ともある。
【００１８】
　画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データは、Ｄ／Ａ変換器２６を介して
画像表示部２８に出力され、画像表示部２８により表示される。尚、この画像表示部２８
は、カメラの背面に設置されている。画像表示部２８は、撮像後にユーザが画像を確認す
るために使用されたり、システム制御回路５０との通信結果に基づく様々な情報を告知す
るために使用されたりする。このような機能を有する画像表示部２８は、例えばＴＦＴ（
Thin Film Transistor）型のＬＣＤ（Liquid Crystal Display）を備えて構成される。
【００１９】
　画像データメモリ３０は、撮影された静止画像や動画像を格納するためのメモリである
。この画像データメモリ３０は、所定枚数の静止画像や所定時間の動画像を格納するのに
十分な記憶量を備えている。また、画像データメモリ３０は、システム制御回路５０の作
業領域としても使用することが可能である。
【００２０】
　画像ファイル生成部３２は、画像データを圧縮伸長してファイル化する。画像ファイル
生成部３２は、画像データメモリ３０に格納された画像データを読み出して、圧縮処理或
いは伸長処理を行い、処理を終えた画像データを画像データメモリ３０に書き込む。画像
ファイル生成部３２は、画像データメモリ３０に格納されたＲ、Ｇ、Ｂの画像データを輝
度信号Ｙ及び色差信号ＣからなるＹＣデータに変換する。そして、画像ファイル生成部３
２は、ＹＣデータを例えばＪＰＥＧ(Joint Photographic Coding Experts Group)形式に
て圧縮して画像ファイルを生成する。
【００２１】
　圧縮された画像データは、画像データメモリ３０から読み出され、画像表示部２８に出
力されることでサムネイル（thumbnail）画像として表示することができる。また、圧縮
された画像データが連続して画像データメモリ３０から読み出され、読み出された画像デ
ータが画像表示部２８に並べて表示されることでインデックス画像（マルチ画像）として
表示することができる。
【００２２】
　レンズ制御部４２は、レンズのフォーカシング（Focusing）を制御する。具体的にレン
ズ制御部４２は、例えば、測距点４４の中から選択された測距点の情報に基づいて測距演
算部４０が演算した結果に基づきレンズを駆動する。
　システム制御回路５０は、デジタルカメラ本体部１００全体を制御する。システム制御
回路５０は、内部にＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ａ／Ｄコンバータ、及びＤ／Ａコンバータ
を有するマイクロコンピュータを備えている。
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【００２３】
　表示部５４は、液晶表示装置やスピーカー等を備えている。液晶表示装置は、システム
制御回路５０でのプログラムの実行結果に応じて、文字、画像、及び音声等を用いて動作
状態やメッセージ等を表示する。表示部５４は、デジタルカメラ本体部１００の操作部近
辺の視認し易い位置に単数或いは複数設置される。具体的に表示部５４は、例えばＬＣＤ
、ＬＥＤ、及び発音素子等を備えて構成される。
【００２４】
　また、表示部５４の一部の機能は光学ファインダー１０４内に設置されている。
　表示部５４に表示される内容のうち、ＬＣＤ等に表示されるものとしては、シングルシ
ョット／連写撮影の区別、セルフタイマー、圧縮率、記録画素数、記録枚数、残撮影可能
枚数、シャッタースピード、及び絞り値が挙げられる。その他、測距点、露出補正、フラ
ッシュ、赤目緩和、マクロ撮影、及びブザーの設定内容、電池残量、エラーの有無やエラ
ーの内容、複数桁の数字による情報、記録媒体２００の着脱状態、通信Ｉ／Ｆの動作状態
、及び日付・時刻等もＬＣＤに表示される。尚、表示部５４に表示される内容の一部を画
像表示部２８に表示することも可能である。
【００２５】
　光学ファインダー１０４は、画像表示部２８による画像モニタ機能を使用すること無し
に撮影を行うことを可能にするためのものである。また、光学ファインダー１０４内では
、例えば、合焦表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、シャッタースピード表示、
絞り値表示、露出補正表示等がなされる。
　不揮発性メモリ５６は、例えばＥＥＰＲＯＭ等であり、現在の設定状態や、トラブル発
生状態等を記憶する。
【００２６】
　モードダイヤル６０は、Ｔｖ優先、Ａｖ優先、及びＰモード等の撮影モードをユーザが
設定するためのダイヤル（操作子）である。シャッタースイッチ（ＳＷ１）６２は、シャ
ッターボタンの操作途中でオンとなる。このシャッタースイッチ（ＳＷ１）６２がオンさ
れると、ＡＦ（自動焦点検出）処理、ＡＥ(自動露出制御)処理、ＡＷＢ（オートホワイト
バランス）処理、及びＥＦ処理等の動作開始が、システム制御回路５０により指示される
。
【００２７】
　シャッタースイッチ（ＳＷ２）６４は、シャッターボタンの操作完了でオンとなる。こ
のシャッタースイッチ（ＳＷ２）６４がオンされると、露光処理、撮影処理、及び記録処
理という一連の処理の動作開始が、システム制御回路５０により指示される。露光処理は
、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６及びメモリ制御回路２２を介して画像データメモリ３
０に画像データを書き込む処理である。撮影処理は、画像処理回路２０やメモリ制御回路
２２での演算処理や、その演算処理の結果を用いた処理である。記録処理は、画像データ
メモリ３０から読み出した画像データを画像ファイル生成部３２で圧縮し、記録媒体２０
０に書き込む処理である。
【００２８】
　メインダイヤル６６は、露出補正の設定や、Ｔｖ値、Ａｖ値の設定等をユーザが行うた
めのダイヤル（操作子）である。
　サブダイヤル６８は、カメラの背面に設けられており、画像表示部２８に表示された設
定値を選択したり、各種設定値を設定したりするとき等にユーザによって使用されるダイ
ヤル（操作子）である。
【００２９】
　ＳＷ操作部７０は、各種ボタンを備える。具体的にＳＷ操作部７０は、測距点選択ボタ
ン、ＭＥＮＵボタン、ＳＥＴボタン、単写／連写／セルフタイマー切り替えボタン、再生
ボタン、拡大縮小ボタン、及び露出補正ボタン等を備える。
　ＭＥＮＵボタンがユーザによって操作されると、メニューモードへ入る。このメニュー
モードにおいて更に細かい設定を行うことが可能になる。各設定は、ＳＥＴボタンがユー
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ザによって押されることにより決定される。
　モードダイヤル６０、シャッタースイッチ（ＳＷ１）６２、シャッタースイッチ（ＳＷ
２）６４、メインダイヤル６６、サブダイヤル６８、及びＳＷ操作部７０における操作内
容は、システム制御回路５０に入力される。システム制御回路５０は、入力した操作内容
に基づいて、各種の動作指示を行う。
　尚、後述するように、メインダイヤル６６、サブダイヤル６８、及びＳＷ操作部７０は
、電池の残量に関わる表示を切り替えるための閾値ＶＨ、ＶＭをユーザが変更する場合に
も使用される。
【００３０】
　インターフェース（Ｉ／Ｆ）９０は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体２０
０と、デジタルカメラ本体部１００とのインターフェースである。コネクタ９２は、記録
媒体２００とインターフェース９０との接続を行うためのものである。インターフェース
９０及びコネクタ９２としては、外部記録媒体であるＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（コンパ
クトフラッシュ（登録商標））カード等の規格に準拠したものを用いて構成することがで
きる。
【００３１】
　電源制御部８０は、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を備えて構成される。電源制御部８０は、電池の装着の有無、電池の
種類、及び電池の残量を検出する。電源制御部８０は、検出した結果と、システム制御回
路５０からの指示とに基づいて、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。電源部８６は、電池を備えている。この電池
は、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池であっても、ＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電池
やＬｉ電池等の二次電池であってもよい。また、電源部８６は、ＡＣアダプター等を備え
ていてもよい。
【００３２】
　記録媒体２００は、前述したようにメモリカードやハードディスク等の記録媒体である
。具体的に記録媒体２００は、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０
２と、デジタルカメラ本体部１００とのインターフェース２０４と、デジタルカメラ本体
１００と接続を行うためのコネクタ２０６とを備えている。尚、デジタルカメラ本体部１
００に対する記録媒体２００の着脱は、記録媒体着脱検知部９８によって検知される。
【００３３】
　図２は電池の放電特性曲線（放電カーブ）２０１と、撮影枚数との関係を示す図である
。
　図２において、横軸は撮影枚数である。撮影枚数の下には全撮影枚数に対する撮影可能
枚数の割合をパーセント（％）で表示している。
　また、縦軸は電池の放電電圧である。閾値ＶＨ、ＶＭ、ＶＬは、不揮発性メモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）５６に記憶されている。閾値ＶＨは、「電池の残量が十分ある」ことを示す表
示から「電池の残量が少ない」ことを示す表示へ電池の残量の表示を切り替えるためのも
のである。閾値ＶＭは、「電池の残量が少ない」ことを示す表示から「電池の交換が必要
である」ことを示す表示へ電池の残量の表示を切り替えるためのものである。閾値ＶＬは
、「電池の交換が必要である」ことを示す表示から、「電池の残量がない」ことを示す表
示へ電池の残量の表示を切り替えるためのものであり、この「電池の残量がない」ことを
示す表示がなされると、デジタルカメラの動作が停止する。
【００３４】
　システム制御回路５０は、電池の電圧が閾値ＶＨより高いことが電源制御部８０により
検出されると、電池の残量が十分であると判断する。また、システム制御回路５０は、電
池の電圧が閾値ＶＭ以下であることが電源制御部８０により検出されると、電池の交換が
必要であると判断する。更にシステム制御回路５０は、電池の電圧が閾値ＶＬ以下である
ことが電源制御部８０により検出されると、電池が空であると判断し、デジタルカメラの
動作を停止する。
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【００３５】
　本実施形態では、閾値ＶＨ、ＶＭを固定せずに、ユーザが設定可能としている。一方、
閾値ＶＬについては固定するようにしている。閾値ＶＬがユーザによって自由に決められ
ると、デジタルカメラの動作の保証が出来ない状態であるのに、デジタルカメラの動作が
可能であることを示唆する表示を行ってしまう虞があるからである。
【００３６】
　また、閾値ＶＨ、ＶＭの設定可能範囲を無制限にしてしまうと、例えば、電池の残量の
表示が途中で抜けてしまったり、電池の残量の表示期間が極端に短くなってしまったりす
ることがある。そうすると、電池の残量の表示を行う本来の意味合いがくずれてしまい、
逆に使い勝手が良くない。そこで、本実施形態では、ユーザが設定する閾値ＶＨ、ＶＭの
設定可能範囲を制限している。
【００３７】
　次に、図３のフローチャートを参照しながら、電池の残量に関わる表示の切り替えを行
うための閾値ＶＨ、ＶＭを設定する際のデジタルカメラの動作の一例を説明する。
＜初期表示；ステップＳ３０１＞
　システム制御部５０は、ＳＷ操作部７０のユーザによる操作により「電池残量表示閾値
設定モード」が選択されると、閾値設定画面を画像表示部２８に表示させるための指示を
行う。これにより、画像表示部２８は、閾値設定画面を表示する。図４は、閾値設定画面
４０１、４０２の一例を示す図である。
　閾値設定画面４０１、４０２には、２箇所のしきい値Ｈ、Ｌの現在のレベルがバー表示
される。具体的に説明すると、設定対象でない閾値は実線で表示され、設定対象の閾値は
破線で表示される。また、設定対象の閾値の値は反転表示（白抜き表示）される。
【００３８】
　図４（ａ）は、「電池の残量が十分ある」ことを示す表示から「電池の残量が少ない」
ことを示す表示に切り替えるための閾値ＶＨを設定する場合の閾値設定画面４０１を示し
ている。図４（ｂ）では、「電池の残量が少ない」ことを示す表示から「電池の交換が必
要である」ことを示す表示に電池の残量の表示を切り替えるための閾値ＶＭを設定する場
合の閾値設定画面４０２を示している。
【００３９】
　尚、システム制御回路５０は、閾値とその閾値の設定可能範囲とを電池の種類に応じて
予め複数種類記憶している。そして、システム制御回路５０は、デジタルカメラ本体部１
００に装着された電池に応じて、閾値とその閾値の設定可能範囲とを選択し、選択した値
に基づく閾値設定画面４０１、４０２を画像表示部２８に表示させる。ここで、電池の種
類は、一次電池や二次電池といった大まかな電池の種類でもよいが、例えば、アルカリ電
池、ＮｉＣｄ電池、ＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電池といった具体的な電池の種類とするのが好ま
しい。
【００４０】
＜電池残量表示閾値設定モードの継続確認；ステップＳ３０２＞
　システム制御部５０は、ＳＷ操作部７０に設けられたＭＥＮＵボタンがユーザによって
押されたか否かを判断する。この判断の結果、ＭＥＮＵボタンが押された場合には、「電
池残量表示閾値設定モード」を抜けるので、デジタルカメラの全体動作を規定するメイン
ルーチンに戻る。一方、ＭＥＮＵボタンが押されていない場合には、設定対象とする閾値
の選択処理であるステップＳ３０３に進む。
【００４１】
＜設定対象とする閾値の選択；ステップＳ３０３＞
　システム制御部５０は、ユーザによる操作によりメインダイヤル６６が回転したか否か
を判定する（ステップＳ３０３）。この判定の結果、メインダイヤル６６が回転した場合
には、設定対象とする閾値の切り替え処理であるステップＳ３０４に進む。一方、メイン
ダイヤル６６が回転していない場合には、ステップＳ３０４を省略してステップＳ３０５
に進む。
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【００４２】
＜設定対象とする閾値の切り替え；ステップＳ３０４＞
　システム制御部５０は、ユーザによるメインダイヤル６６の操作に応じて、設定対象と
する閾値の表示を指示する。これにより、画像表示部２８は、閾値設定画面の表示内容を
変更する。
　例えば、図４（ａ）に示すように、閾値ＶＨが設定対象となっている状態でメインダイ
ヤル６６が１クリックされたとする。そうすると、図４（ｂ）に示すように、閾値ＶＭが
設定対象になる。メインダイヤル６６がクリックされる度に、設定対象となる閾値Ｖ、Ｖ
Ｍが交互に切り替わる。
【００４３】
＜設定対象とする閾値の決定；ステップＳ３０５＞
　システム制御部５０は、ＳＷ操作部７０に設けられたＳＥＴボタンがユーザによって押
されたか否かを判断する。この判断の結果、ＳＥＴボタンが押された場合には、設定対象
とする閾値の決定処理であるステップＳ３０６に進む。一方、ＳＥＴボタンが押されてい
ない場合には、設定対象とする閾値の選択を続けるので、ステップＳ３０２に戻る。
【００４４】
＜設定対象とする閾値の決定；ステップＳ３０６＞
　システム制御部５０は、現在選択されている閾値を、設定対象とする閾値として決定し
、「閾値の値を設定するモード」に入る。
　図５は、設定対象とする閾値が決定された後の閾値設定画面５０１、５０２の一例を示
す図である。
　図５では、設定対象とする閾値として閾値ＶＨが決定された場合の閾値設定画面５０１
、５０２を示している。図５（ａ）の閾値設定画面５０１では、閾値ＶＨの現在値は４０
％であり、閾値ＶＨの設定可能範囲が下限値ＶＨｍｉｎから上限値ＶＨｍａｘまでの範囲
である場合を示している。また、図５（ｂ）の閾値設定画面５０２では、閾値ＶＨの現在
値が上限値ＶＨｍａｘ（４５％）である場合を示している。
【００４５】
＜閾値の値を上げる操作；ステップＳ３０７＞
　システム制御部５０は、ユーザによる操作によって、サブダイヤル６８が右回転（時計
回りの方向に１ステップ回転）したか否かを判定する。この判定の結果、サブダイヤル６
８が右回転（時計回りの方向に１ステップ回転）した場合には、ステップＳ３０８に進む
。一方、サブダイヤル６８が右回転（時計回りの方向に１ステップ回転）していない場合
には、ステップＳ３１０に進む。
【００４６】
＜閾値の上限値の判定；ステップＳ３０８＞
　システム制御部５０は、設定対象となっている閾値の現在値が上限値ＶＨｍａｘよりも
小さいか否かを判定する。この判定の結果、設定対象となっている閾値の現在値が上限値
ＶＨｍａｘよりも小さければ、閾値の値を上げても良いのでステップＳ３０９に進む。ス
テップＳ３０９に進むと、システム制御部５０は、該当する閾値の値を１ステップ上げる
。そして、システム制御部５０は、該当する閾値の表示位置の変更を指示すると共に、不
揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）５６に記憶されている閾値を更新する。これにより、点線
表示中の閾値の位置が、上方向にずれる。
　一方、設定対象となっている閾値の現在値が上限値ＶＨｍａｘよりも小さくない場合に
は、閾値の値を上げることができないので、ステップＳ３０９を省略してステップＳ３１
０に進む。例えば、図５（ｂ）に示すように、閾値ＶＨの値がすでに上限値ＶＨｍａｘに
なっている場合は値を上げない。
【００４７】
＜閾値の値を下げる操作；ステップＳ３１０＞
　システム制御部５０は、ユーザによる操作によって、サブダイヤル６８が左回転（反時
計回りの方向に１ステップ回転）したか否かを判定する。この判定の結果、サブダイヤル
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６８が左回転（反時計回りの方向に１ステップ回転）した場合には、ステップＳ３１１に
進む。一方、サブダイヤル６８が左回転（反時計回りの方向に１ステップ回転）していな
い場合には、ステップＳ３１３に進む。
【００４８】
＜閾値の下限値の判定；ステップＳ３１１＞
　システム制御部５０は、設定対象となっている閾値の現在値が下限値ＶＨｍｉｎよりも
大きいか否かを判定する。この判定の結果、設定対象となっている閾値の現在値が下限値
ＶＨｍｉｎよりも大きければ、閾値の値を下げても良いのでステップＳ３１２に進む。ス
テップＳ３１２に進むと、システム制御部５０は、該当する閾値の値を１ステップ下げる
。そして、システム制御部５０は、該当する閾値の表示位置の変更を指示すると共に、不
揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）５６に記憶されている閾値を更新する。これにより、点線
表示中の閾値の位置が、下方向にずれる。
　一方、設定対象となっている閾値の現在値が下限値ＶＨｍｉｎよりも大きくない場合に
は、閾値の値を下げることができないので、ステップＳ３１２を省略してステップＳ３１
３に進む。
【００４９】
＜閾値の値の決定；ステップＳ３１３＞
　システム制御回路５０は、ＳＷ操作部７０に設けられたＳＥＴボタンがユーザによって
押されたか否かを判断する。この判断の結果、ＳＥＴボタンが押された場合には、閾値の
変更値を不揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）５６に記憶されている閾値として決定し、ステ
ップＳ３０２に戻る。一方、ＳＥＴボタンが押されていない場合には、引き続き閾値の設
定を行うのでステップＳ３０７に戻る。
【００５０】
　システム制御回路５０は、以上のようにして設定された閾値ＶＨ、ＶＭと、電源制御部
８０で検出された電池の残量とを比較し、比較した結果に応じて、電池の残量が、例えば
図２に示した４つの状態のうちどの状態に属しているかを判定する。そして、システム制
御回路５０は、判定した結果に応じて電池の残量に関わる情報を表示部５４に表示させる
。電池の残量に関わる情報の表示は、例えば図９に示すようにして行われる。
【００５１】
　以上のように本実施形態では、カメラの背面に設けられた画像表示部２８に、閾値設定
画面４０１、４０２を表示する。このとき、設定対象となる閾値を点線で表示し、設定対
象でない閾値を実線で表示する。ユーザは、「電池の残量が十分ある」ことを示す表示か
ら「電池の残量が少ない」ことを示す表示に電池の残量の表示を切り替えるための閾値Ｖ
Ｈを、閾値設定画面４０１を用いて設定する。また、ユーザは、「電池の残量が少ない」
ことを示す表示から「電池の交換が必要である」ことを示す表示に電池の残量の表示を切
り替えるための閾値ＶＭを、閾値設定画面４０２を用いて設定する。従って、電池の残量
の表示を切り替える契機となる電池の電圧値をユーザが設定できる。これにより、ユーザ
の感覚に合わせて電池の残量を表示することが可能になる。例えば、電池の残量に余裕が
ある状態で電池の交換を行いたいユーザは、閾値ＶＭとして大きな値を設定することがで
きる。一方、電池の残量が残り僅かになってから電池の交換を行いたいユーザは、閾値Ｖ
Ｍとして小さな値を設定することができる。
【００５２】
　また、図５に示す閾値設定画面５０１、５０２のように、閾値ＶＨ、ＶＭの設定可能範
囲を表示し、この設定可能範囲内で閾値ＶＨ、ＶＭを設定するようにした。従って、電池
の残量の表示を切り替える契機となる電池の電圧値を、ユーザが設定可能範囲の中で任意
に設定できる。また、このようにすることによって、例えば、電池の残量の表示が途中で
抜けてしまったり、電池の残量の表示期間が極端に短くなってしまったりして、電池の残
量の表示を行う本来の意味合いがくずれてしまうことを防止できる。
【００５３】
　更に、本実施形態では、閾値ＶＬが設定（変更）されないようにした。従って、デジタ
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ルカメラの動作の保証が出来ない状態であるのに、デジタルカメラの動作が可能であるこ
とを示唆する表示を行ってしまうことを防止でき、実際の電池の残量と、電池の残量の表
示とが矛盾してしまうことを防止できる。
　また、閾値ＶＬをユーザが設定可能にする場合、閾値ＶＬに設定可能範囲の下限値をデ
ジタルカメラの動作保証最低電圧以上となるようにするとともに、設定可能上限値も実際
の電池の残量と、電池の残量の表示とが矛盾しないようにするのが好ましい。
【００５４】
　尚、本実施形態では、電子機器としてデジタルカメラを例に挙げて説明した。しかしな
がら、電池を用いて動作し、表示装置に画像をグラフィカルに表示できる電子機器であれ
ば、どのような電子機器であっても本実施形態を適用することが可能である。
【００５５】
　また、本実施形態では、ユーザが設定可能な閾値を２つとした（閾値ＶＨ、ＶＭ）。し
かしながら、ユーザが設定可能な閾値は２つに限定されない。ユーザが設定可能な閾値を
多くすれば、電池の残量をより正確に表示することができる。
【００５６】
　更に、前述したように、閾値ＶＨ、ＶＭの設定可能範囲を設ければ好ましい。しかしな
がら、必ずしも設定可能範囲を設けなくてもよい。
【００５７】
　また、本実施形態では、ボタンやダイヤルといった操作子を用いて閾値ＶＨ、ＶＭをユ
ーザが設定するようにした。しかしながら、タッチパネル等を用いて閾値ＶＨ、ＶＭをユ
ーザが変更できるようにしてもよい。
【００５８】
　また、本実施形態では、閾値とその閾値の設定可能範囲とを、電池の種類に応じて予め
複数種類記憶するようにした。しかしながら、閾値とその閾値の設定可能範囲とを、例え
ば電池の型式名に応じて複数種類記憶するようにしてもよい。
【００５９】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態と前述した実施形態とで
は、電池の残量に関わる表示の切り替えを行うための閾値ＶＨ、ＶＭの設定方法の一部が
異なる。従って、以下の説明において、第１の実施形態と同一の部分については、図１～
図５に付した符号と同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００６０】
　図６は、電池の残量に関わる表示の切り替えを行うための閾値ＶＨ、ＶＭを設定する際
のデジタルカメラの動作の一例を説明するフローチャートである。本実施形態では、電池
の放電特性曲線（放電カーブ）に沿って、電池の残量に関わる表示の切り替えを行うため
の閾値ＶＨ、ＶＭを設定するようにしている。
【００６１】
＜初期表示；ステップＳ６０１＞
　システム制御部５０は、ＳＷ操作部７０のユーザによる操作により「電池残量表示閾値
設定モード」が選択されると、閾値設定画面を画像表示部２８に表示させるための指示を
行う。これにより、画像表示部２８は、閾値設定画面を表示する。図７は、閾値設定画面
７０１、７０２の一例を示す図である。図７に示すように、閾値設定画面７０１、７０２
には、放電カーブ（放電特性曲線）が表示される。この放電カーブの横軸は撮影枚数であ
る。撮影枚数の下には全撮影枚数に対する撮影可能枚数の割合をパーセント（％）で表示
している。一方、放電カーブの縦軸は電池の放電電圧である。
　また、閾値設定画面７０１、７０２には、２箇所のしきい値ＶＨ、ＶＭの現在のレベル
が電池の放電カーブ上に表示される。具体的に説明すると、設定対象の閾値は点滅表示さ
れ、設定対象でない閾値は通常表示される。
【００６２】
　図７（ａ）は、「電池の残量が十分ある」ことを示す表示から「電池の残量が少ない」
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ことを示す表示に電池の残量の表示を切り替えるための閾値ＶＨを設定する場合の閾値設
定画面７０１を示している。図７（ｂ）では、「電池の残量が少ない」ことを示す表示か
ら「電池の交換が必要である」ことを示す表示に電池の残量の表示を切り替えるための閾
値ＶＭを設定する場合の閾値設定画面７０２を示している。
【００６３】
　尚、第１の実施形態と同様に、システム制御回路５０は、閾値とその閾値の設定可能範
囲とを電池の種類等に応じて予め複数種類記憶している。そして、システム制御回路５０
は、デジタルカメラ本体部１００に装着された電池に応じて、閾値とその閾値の設定可能
範囲とを選択し、選択した値に基づいて閾値設定画面７０１、７０２を表示する。更に本
実施形態では、システム制御回路５０は、電池の種類に応じた複数種類の放電カーブも予
め記憶している。そして、システム制御回路５０は、デジタルカメラ本体部１００に装着
された電池に応じて放電カーブを選択し、選択した放電カーブに基づいて閾値設定画面７
０１、７０２を表示する。
【００６４】
＜電池残量表示閾値設定モードの継続確認；ステップＳ６０２＞
　システム制御部５０は、ＳＷ操作部７０に設けられたＭＥＮＵボタンがユーザによって
押されたか否かを判断する。この判断の結果、ＭＥＮＵボタンが押された場合には、「電
池残量表示閾値設定モード」を抜けるので、デジタルカメラの全体動作を規定するメイン
ルーチンに戻る。一方、ＭＥＮＵボタンが押されていない場合には、設定対象とする閾値
の選択処理であるステップＳ６０３に進む。
【００６５】
＜設定対象とする閾値の選択；ステップＳ６０３＞
　システム制御部５０は、ユーザによる操作によりメインダイヤル６６が回転したか否か
を判定する（ステップＳ６０３）。この判定の結果、メインダイヤル６６が回転した場合
には、設定対象とする閾値の切り替え処理であるステップＳ６０４に進む。一方、メイン
ダイヤル６６が回転していない場合には、ステップＳ６０４を省略してステップＳ６０５
に進む。
【００６６】
＜設定対象とする閾値の切り替え；ステップＳ６０４＞
　システム制御部５０は、ユーザによるメインダイヤル６６の操作に応じて、設定対象と
する閾値の表示を指示する。これにより、画像表示部２８は、閾値設定画面の表示内容を
変更する。
　例えば、図７（ａ）に示すように、閾値ＶＨが設定対象となっている状態でメインダイ
ヤル６６が１クリックされたとする。そうすると、図７（ｂ）に示すように、閾値ＶＭが
設定対象になる。メインダイヤル６６がクリックされる度に、設定対象となる閾値ＶＨ、
ＶＭが交互に切り替わる。
【００６７】
＜設定対象とする閾値の決定；ステップＳ６０５＞
　システム制御部５０は、ＳＷ操作部７０に設けられたＳＥＴボタンがユーザによって押
されたか否かを判断する。この判断の結果、ＳＥＴボタンが押された場合には、設定対象
とする閾値の決定処理であるステップＳ６０６に進む。一方、ＳＥＴボタンが押されてい
ない場合には、設定対象とする閾値の選択を続けるので、ステップＳ６０２に戻る。
【００６８】
＜設定対象とする閾値の決定；ステップＳ６０６＞
　システム制御部５０は、現在選択されている閾値を、設定対象とする閾値として決定し
、「閾値の値を設定するモード」に入る。
　図８は、設定対象とする閾値が決定された後の閾値設定画面８０１、８０２の一例を示
す図である。
　図８では、「電池の残量が十分ある」ことを示す表示から「電池の残量が少ない」こと
を示す表示に電池の残量の表示を切り替えるための閾値ＶＨが、設定対象とする閾値とし
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て決定された場合の閾値設定画面８０１、８０２を示している。図８（ａ）の閾値設定画
面８０１では、閾値ＶＨの現在値は、残り４０％であり、その閾値ＶＨを示す画像は、放
電カーブ上に点滅表示されている。また、閾値ＶＨの設定可能範囲が、下限値ＶＨｍｉｎ
から上限値ＶＨｍａｘまでの範囲であることを示している。
【００６９】
　第１の実施形態と同様に、閾値の設定可能範囲を無制限にしてしまうと、電池の残量の
表示が途中で抜けてしまったり、電池の残量の表示期間が極端に短くなってしまったりし
て、本来の表示の意味合いがくずれてしまい、逆に使い勝手が良くない。そこで、本実施
形態でも、設定可能範囲に制限を設けている。
【００７０】
　例えば、図８に示すように、閾値ＶＨの基本設定値を残り４０％とし、その±５％の範
囲を設定可能範囲とする。つまり残りが４５％以下３５％以上の範囲が設定可能範囲とな
る。同様に、図８では、閾値ＶＭの基本設定値を残り２０％とし、その±５％の範囲を設
定可能範囲としている。つまり残りが２５％以下１５％以上の範囲が設定可能範囲となる
。
【００７１】
＜閾値の値を上げる操作；ステップＳ６０７＞
　システム制御部５０は、ユーザによる操作によって、サブダイヤル６８が左回転（反時
計回りの方向に１ステップ回転）したか否かを判定する。この判定の結果、サブダイヤル
６８が左回転（反時計回りの方向に１ステップ回転）した場合には、ステップＳ６０８に
進む。一方、サブダイヤル６８が左回転（反時計回りの方向に１ステップ回転）していな
い場合には、ステップＳ６１０に進む。
【００７２】
＜閾値の上限値の判定；ステップＳ６０８＞
　システム制御部５０は、設定対象となっている閾値の現在値が上限値ＶＨｍａｘよりも
小さいか否かを判定する。この判定の結果、設定対象となっている閾値の現在値が上限値
ＶＨｍａｘよりも小さければ、閾値の値を上げても良いのでステップＳ６０９に進む。ス
テップＳ６０９に進むと、システム制御部５０は、該当する閾値の値を１ステップ上げる
。そして、システム制御部５０は、該当する閾値の表示位置の変更を指示すると共に、不
揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）５６に記憶されている閾値を更新する。これにより、点滅
表示中の閾値を示す画像の位置が、放電カーブに沿って左方向にずれる。
　一方、設定対象となっている閾値の現在値が上限値ＶＨｍａｘよりも小さくない場合に
は、閾値の値を上げることができないので、ステップＳ６０９を省略してステップ６１０
に進む。例えば、図８（ｂ）に示すように、閾値ＶＨの値がすでに上限値ＶＨｍａｘにな
っている場合は値を上げない。
【００７３】
＜閾値の値を下げる操作；ステップＳ６１０＞
　システム制御部５０は、ユーザによる操作によって、サブダイヤル６８が右回転（時計
回りの方向に１ステップ回転）したか否かを判定する。この判定の結果、サブダイヤル６
８が右回転（時計回りの方向に１ステップ回転）した場合には、ステップＳ６１１に進む
。一方、サブダイヤル６８が右回転（時計回りの方向に１ステップ回転）していない場合
には、ステップＳ６１３に進む。
【００７４】
＜閾値の下限値の判定；ステップＳ６１１＞
　システム制御部５０は、設定対象となっている閾値の現在値が下限値ＶＨｍｉｎよりも
大きいか否かを判定する。この判定の結果、設定対象となっている閾値の現在値が下限値
ＶＨｍｉｎよりも大きければ、閾値の値を下げても良いのでステップＳ６１２に進む。ス
テップＳ６１２に進むと、システム制御部５０は、該当する閾値の値を１ステップ下げる
。そして、システム制御部５０は、該当する閾値の表示位置の変更を指示すると共に、不
揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）５６に記憶されている閾値を更新する。これにより、点滅
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表示中の閾値を示す画像の位置が、放電カーブに沿って右方向にずれる。
　一方、設定対象となっている閾値の現在値が下限値ＶＨｍｉｎよりも大きくない場合に
は、閾値の値を下げることができないので、ステップＳ６１２を省略してステップＳ６１
３に進む。
【００７５】
＜閾値の値の決定；ステップＳ６１３＞
　システム制御回路５０は、ＳＷ操作部７０に設けられたＳＥＴボタンがユーザによって
押されたか否かを判断する。この判断の結果、ＳＥＴボタンが押された場合には、閾値の
変更値を不揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）５６に記憶されている閾値として決定し、ステ
ップＳ６０２に戻る。一方、ＳＥＴボタンが押されていない場合には、引き続き閾値の設
定を行うのでステップＳ６０７に戻る。
【００７６】
　以上のように本実施形態では、カメラの背面に設けられた画像表示部２８に、閾値設定
画面７０１、７０２、８０１、８０２を表示する。このとき、デジタルカメラに取り付け
られている電池に対応する放電カーブをグラフィカルに表示し、その放電カーブ上に閾値
を示す画像の表示を行う。そして、設定対象となる閾値を示す画像を点滅表示する。その
後、閾値を変更するための操作をユーザが行うと、点滅表示している位置が放電カーブに
沿って移動する。従って、第１の実施形態で説明した効果に加え、より視覚的に分かり易
く閾値の設定をユーザに行わせることができる。
【００７７】
　尚、本実施形態では、閾値設定画面に表示する放電カーブの縦軸を電池の放電電圧とし
、横軸を撮影枚数とした。しかしながら、必ずしもこのようなパラメータで放電カーブを
表さなくてもよい。例えば、放電カーブの横軸を放電容量としてもよい。また、表示スペ
ースに応じて縦軸を撮影枚数とし、横軸を電池の放電電圧としてもよい。
　また、前述したように、設定対象となる閾値を示す画像の表示位置を放電カーブに沿っ
て移動すれば好ましいが、必ずしもこのようにする必要はない。例えば、放電カーブと共
に、閾値をデジタル表示し、デジタル表示した閾値の値を変更してもよい。
　更に、電池の種類毎ではなく、例えば電池の型式名毎に放電カーブを複数種類記憶する
ようにしてもよい。
　また、本実施形態でも、第１の実施形態で説明した種々の変形例を適用することができ
る。
【００７８】
（本発明の他の実施形態）
　前述した実施形態の機能を実現するべく各種のデバイスを動作させるように、該各種デ
バイスと接続された装置あるいはシステム内のコンピュータに対し、前記実施形態の機能
を実現するためのソフトウェアのプログラムコードを供給してもよい。そのシステムある
いは装置のコンピュータ（ＣＰＵあるいはＭＰＵ）に格納されたプログラムに従って前記
各種デバイスを動作させることによって実施したものも、本発明の範疇に含まれる。
【００７９】
　また、この場合、前記ソフトウェアのプログラムコード自体が前述した実施形態の機能
を実現することになる。また、そのプログラムコード自体、及びそのプログラムコードを
コンピュータに供給するための手段、例えば、かかるプログラムコードを格納した記録媒
体は本発明を構成する。かかるプログラムコードを記憶する記録媒体としては、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、磁
気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【００８０】
　また、コンピュータが供給されたプログラムコードを実行することにより、前述の実施
形態の機能が実現されるだけでない。そのプログラムコードがコンピュータにおいて稼働
しているオペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションソフト等と共同して前
述の実施形態の機能が実現される場合にもかかるプログラムコードは本発明の実施形態に
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含まれることは言うまでもない。
【００８１】
　さらに、供給されたプログラムコードがコンピュータの機能拡張ボードに備わるメモリ
に格納された後、そのプログラムコードの指示に基づいてその機能拡張ボードに備わるＣ
ＰＵが実際の処理の一部または全部を行う。その処理によって前述した実施形態の機能が
実現される場合にも本発明に含まれることは言うまでもない。
　また、供給されたプログラムコードがコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備
わるメモリに格納された後、そのプログラムコードの指示に基づいて機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う。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にも本発明に含まれることは言うまでもない。
【００８２】
　なお、前述した各実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の例を示し
たものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないも
のである。すなわち、本発明はその技術思想、またはその主要な特徴から逸脱することな
く、様々な形で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の第１の実施形態を示し、デジタルカメラの構成の一例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態を示し、電池の放電特性曲線（放電カーブ）と、撮影枚
数との関係を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態を示し、電池の残量に関わる表示の切り替えを行うため
の閾値を設定する際のデジタルカメラの動作の一例を説明するフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態を示し、閾値設定画面の一例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態を示し、設定対象とする閾値が決定された後の閾値設定
画面の一例を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施形態を示し、電池の残量に関わる表示の切り替えを行うため
の閾値を設定する際のデジタルカメラの動作の一例を説明するフローチャートである。
【図７】本発明の第２の実施形態を示し、閾値設定画面の一例を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態を示し、設定対象とする閾値が決定された後の閾値設定
画面の一例を示す図である。
【図９】デジタルカメラにおける電池の残量の表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００８４】
２８　画像表示部
５０　システム制御回路
５６　不揮発性メモリ
６６　メインダイヤル
６８　サブダイヤル
７０　ＳＷ操作部
８０　電源制御部
８６　電源部
１００　デジタルカメラ本体部
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