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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段とは異なる位置に配置され、異なる複数の操作方法に対応して、それぞれ
異なる複数の機能を割り当てられた操作部材と、
　前記操作部材への接触を検出する接触検出手段と、
　前記操作部材への、該操作部材の変位を伴う操作である物理的操作を検出する物理的操
作検出手段と、
　前記接触検出手段によって検出される前記接触を含む第１の操作方法での前記操作部材
への操作を検出した場合に、前記操作部材の操作前から表示されている画像とともに、前
記物理的操作検出手段によって検出される前記物理的操作を含む第２の操作方法での前記
操作部材への操作を検出したときに実行される機能のガイドを前記表示手段に表示し、前
記第１及び第２の操作方法と異なる第３の操作方法により前記操作部材が操作された場合
に、前記操作部材が操作される前に表示されていた画像と異なる画像を前記表示手段に表
示するように制御する制御手段と
　を有し、
　前記第１の操作方法は前記接触検出手段で検出される接触位置の連続移動量が予め設定
された閾値より小さい操作方法であり、前記第３の操作方法は前記接触位置の連続移動量
が前記予め設定された閾値以上である操作方法であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
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　画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段とは異なる位置に配置され、異なる複数の操作方法に対応して、それぞれ
異なる複数の機能を割り当てられた操作部材と、
　前記操作部材への接触を検出する接触検出手段と、
　前記操作部材への、該操作部材の変位を伴う操作である物理的操作を検出する物理的操
作検出手段と、
　前記接触検出手段によって検出される前記接触を含む第１の操作方法での前記操作部材
への操作を検出した場合に、前記操作部材の操作前から表示されている画像とともに、前
記物理的操作検出手段によって検出される前記物理的操作を含む第２の操作方法での前記
操作部材への操作を検出したときに実行される機能のガイドを前記表示手段に表示し、前
記第１及び第２の操作方法と異なる第３の操作方法により前記操作部材が操作された場合
に、前記操作部材が操作される前に表示されていた画像と異なる画像を前記表示手段に表
示するように制御する制御手段と
　を有し、
　前記第１の操作方法は前記接触検出手段で検出される接触位置の移動速度を予め設定さ
れた閾値以下とする操作方法であり、前記第３の操作方法は前記接触位置の移動速度が前
記予め設定された閾値より大きい操作方法であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段とは異なる位置に配置され、異なる複数の操作方法に対応して、それぞれ
異なる複数の機能を割り当てられた操作部材と、
　前記操作部材への接触を検出する接触検出手段と、
　前記操作部材への、該操作部材の変位を伴う操作である物理的操作を検出する物理的操
作検出手段と、
　前記接触検出手段によって検出される前記接触を含む第１の操作方法での前記操作部材
への操作を検出した場合に、前記操作部材の操作前から表示されている画像とともに、前
記物理的操作検出手段によって検出される前記物理的操作を含む第２の操作方法での前記
操作部材への操作を検出したときに実行される機能のガイドを前記表示手段に表示し、前
記第１及び第２の操作方法と異なる第３の操作方法により前記操作部材が操作された場合
に、前記操作部材が操作される前に表示されていた画像と異なる画像を前記表示手段に表
示するように制御する制御手段と
　を有し、
　前記第３の操作方法は、前記操作部材に対する回転操作であることを特徴とする画像処
理装置。
【請求項４】
　画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段とは異なる位置に配置され、異なる複数の操作方法に対応して、それぞれ
異なる複数の機能を割り当てられた操作部材と、
　前記操作部材への接触を検出する接触検出手段と、
　前記操作部材への、該操作部材の変位を伴う操作である物理的操作を検出する物理的操
作検出手段と、
　前記接触検出手段によって検出される前記接触を含む第１の操作方法での前記操作部材
への操作を検出した場合に、前記操作部材の操作前から表示されている画像とともに、前
記物理的操作検出手段によって検出される前記物理的操作を含む第２の操作方法での前記
操作部材への操作を検出したときに実行される機能のガイドを前記表示手段に表示し、前
記第１及び第２の操作方法と異なる第３の操作方法により前記操作部材が操作された場合
に、前記操作部材が操作される前に表示されていた画像と異なる画像を前記表示手段に表
示するように制御する制御手段と
　を有し、
　前記制御手段は、前記ガイドの表示中に前記第３の操作方法により前記操作部材が操作
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された場合に、前記ガイドの表示を消去して、前記操作部材が操作される前に表示されて
いた画像と異なる画像を前記表示手段に表示するように制御することを特徴とする画像処
理装置。
【請求項５】
　前記第１の操作方法は前記接触検出手段で検出される接触位置の移動速度を予め設定さ
れた閾値以下とする操作方法であり、前記第３の操作方法は前記接触位置の移動速度が前
記予め設定された閾値より大きい操作方法であることを特徴とする請求項１、３または４
に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記第３の操作方法は、前記操作部材に対する回転操作であることを特徴とする請求項
１、２または４に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記ガイドの表示中に前記第３の操作方法により前記操作部材が操作
された場合に、前記ガイドの表示を消去して、前記操作部材が操作される前に表示されて
いた画像と異なる画像を前記表示手段に表示するように制御することを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記第３の操作方法により前記操作部材が操作された場合に、前記操
作部材が操作される前に表示されていた画像と異なる複数の画像を同時に表示するように
制御することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記物理的操作は、前記操作部材が押下される操作であり、
　前記制御手段は、前記ガイドを表示している際に、前記物理的操作検出手段により前記
操作部材の押下が検出された場合に、該押下検出時の前記操作部材の接触位置に割り当て
られた機能に対応する処理を実行するように制御することを特徴とする請求項１乃至８の
いずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記ガイドにおいて、前記操作部材の前記接触位置に割り当てられた
機能を強調表示するように制御することを特徴とする請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記ガイドの表示中に前記第１の操作方法による操作が解除された場
合に、解除されてから予め設定された時間は、前記ガイドの表示を継続するように制御す
ることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記画像処理装置は、撮像手段を有する撮像装置であることを特徴とする請求項１乃至
１１のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段とは異なる位置に配置され、異なる複数の操作方法に対応して、それぞれ
異なる複数の機能を割り当てられた操作部材と、
　前記操作部材への接触を検出する接触検出手段と、
　前記操作部材への、該操作部材の変位を伴う操作である物理的操作を検出する物理的操
作検出手段とを有する画像処理装置の制御方法であって、
　前記接触検出手段によって検出される前記接触を含む第１の操作方法での前記操作部材
への操作を検出した場合に、前記操作部材の操作前から表示されている画像とともに、前
記物理的操作検出手段によって検出される前記物理的操作を含む第２の操作方法での前記
操作部材への操作を検出したときに実行される機能のガイドを前記表示手段に表示するガ
イド表示ステップと、
　前記第１及び第２の操作方法と異なる第３の操作方法により前記操作部材が操作された
場合に、前記操作部材が操作される前に表示されていた画像と異なる画像を前記表示手段
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に表示するように制御する制御ステップと
　を有し、
　前記第１の操作方法は前記接触検出手段で検出される接触位置の連続移動量が予め設定
された閾値より小さい操作方法であり、前記第３の操作方法は前記接触位置の連続移動量
が前記予め設定された閾値以上である操作方法であることを特徴とする画像処理装置の制
御方法。
【請求項１４】
　画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段とは異なる位置に配置され、異なる複数の操作方法に対応して、それぞれ
異なる複数の機能を割り当てられた操作部材と、
　前記操作部材への接触を検出する接触検出手段と、
　前記操作部材への、該操作部材の変位を伴う操作である物理的操作を検出する物理的操
作検出手段とを有する画像処理装置の制御方法であって、
　前記接触検出手段によって検出される前記接触を含む第１の操作方法での前記操作部材
への操作を検出した場合に、前記操作部材の操作前から表示されている画像とともに、前
記物理的操作検出手段によって検出される前記物理的操作を含む第２の操作方法での前記
操作部材への操作を検出したときに実行される機能のガイドを前記表示手段に表示するガ
イド表示ステップと、
　前記第１及び第２の操作方法と異なる第３の操作方法により前記操作部材が操作された
場合に、前記操作部材が操作される前に表示されていた画像と異なる画像を前記表示手段
に表示するように制御する制御ステップと
　を有し、
　前記第１の操作方法は前記接触検出手段で検出される接触位置の移動速度を予め設定さ
れた閾値以下とする操作方法であり、前記第３の操作方法は前記接触位置の移動速度が前
記予め設定された閾値より大きい操作方法であることを特徴とする画像処理装置の制御方
法。
【請求項１５】
　画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段とは異なる位置に配置され、異なる複数の操作方法に対応して、それぞれ
異なる複数の機能を割り当てられた操作部材と、
　前記操作部材への接触を検出する接触検出手段と、
　前記操作部材への、該操作部材の変位を伴う操作である物理的操作を検出する物理的操
作検出手段とを有する画像処理装置の制御方法であって、
　前記接触検出手段によって検出される前記接触を含む第１の操作方法での前記操作部材
への操作を検出した場合に、前記操作部材の操作前から表示されている画像とともに、前
記物理的操作検出手段によって検出される前記物理的操作を含む第２の操作方法での前記
操作部材への操作を検出したときに実行される機能のガイドを前記表示手段に表示するガ
イド表示ステップと、
　前記第１及び第２の操作方法と異なる第３の操作方法により前記操作部材が操作された
場合に、前記操作部材が操作される前に表示されていた画像と異なる画像を前記表示手段
に表示するように制御する制御ステップと
　を有し、
　前記第３の操作方法は、前記操作部材に対する回転操作であることを特徴とする画像処
理装置の制御方法。
【請求項１６】
　画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段とは異なる位置に配置され、異なる複数の操作方法に対応して、それぞれ
異なる複数の機能を割り当てられた操作部材と、
　前記操作部材への接触を検出する接触検出手段と、
　前記操作部材への、該操作部材の変位を伴う操作である物理的操作を検出する物理的操
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作検出手段とを有する画像処理装置の制御方法であって、
　前記接触検出手段によって検出される前記接触を含む第１の操作方法での前記操作部材
への操作を検出した場合に、前記操作部材の操作前から表示されている画像とともに、前
記物理的操作検出手段によって検出される前記物理的操作を含む第２の操作方法での前記
操作部材への操作を検出したときに実行される機能のガイドを前記表示手段に表示するガ
イド表示ステップと、
　前記第１及び第２の操作方法と異なる第３の操作方法により前記操作部材が操作された
場合に、前記操作部材が操作される前に表示されていた画像と異なる画像を前記表示手段
に表示するように制御する制御ステップと
　を有し、
　前記制御ステップでは、前記ガイドの表示中に前記第３の操作方法により前記操作部材
が操作された場合に、前記ガイドの表示を消去して、前記操作部材が操作される前に表示
されていた画像と異なる画像を前記表示手段に表示するように制御することを特徴とする
画像処理装置の制御方法。
【請求項１７】
　情報処理装置に、請求項１３乃至１６のいずれか１項に記載の制御方法の各ステップを
実行させるためのプログラム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のプログラムを格納したことを特徴とする情報処理装置が読み取り可
能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を表示する表示装置を備えた画像処理装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子カメラ等の携帯型電子装置においては、多彩な機能を内蔵すると共に、装置
を小型化することが望まれている。そのため、小型でより少数の操作部材を実装し、各操
作部材に複数の機能を割り当てる手段が提案されている（例えば、特許文献１、２参照）
。
【０００３】
【特許文献１】特開平０４－１２７３１２号公報
【特許文献２】特開平０３－１８９８１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の撮像装置では、撮像装置の動作状態に応じて異なる機能を割り当
てるが、この場合、各動作状態で操作部材に割り当て可能な機能の数は、操作部材の点数
に限られてしまう。そのため、機能の数を増やすためには操作部材の点数を増やすか、機
能を増やすことをあきらめていた。操作部材の点数を増やした場合、撮像装置を小型化す
るためには各操作部材のサイズが小さくなり、操作しづらくなってしまう。また、各操作
部材に複数の機能を割り当てた場合、現在の動作状態においてどの機能が有効であるのか
不明瞭になり、使いにくかった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記問題点を鑑みてなされたものであり、請求項１に記載の画像処理装置は、
画像を表示する表示手段と、前記表示手段とは異なる位置に配置され、異なる複数の操作
方法に対応して、それぞれ異なる複数の機能を割り当てられた操作部材と、前記操作部材
への接触を検出する接触検出手段と、前記操作部材への、該操作部材の変位を伴う操作で
ある物理的操作を検出する物理的操作検出手段と、前記接触検出手段によって検出される
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前記接触を含む第１の操作方法での前記操作部材への操作を検出した場合に、前記操作部
材の操作前から表示されている画像とともに、前記物理的操作検出手段によって検出され
る前記物理的操作を含む第２の操作方法での前記操作部材への操作を検出したときに実行
される機能のガイドを前記表示手段に表示し、前記第１及び第２の操作方法と異なる第３
の操作方法により前記操作部材が操作された場合に、前記操作部材が操作される前に表示
されていた画像と異なる画像を前記表示手段に表示するように制御する制御手段とを有し
、前記第１の操作方法は前記接触検出手段で検出される接触位置の連続移動量が予め設定
された閾値より小さい操作方法であり、前記第３の操作方法は前記接触位置の連続移動量
が前記予め設定された閾値以上である操作方法であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、操作部材の点数を増やすことなく、操作部材に割り当て可能な機能の
数を増やすと共に、各操作部材に割り当てられた機能を分かり易くユーザーに知らせるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。ただ
し、本形態において例示される構成部品の寸法、形状、それらの相対配置などは、本発明
が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、本発明がそれ
らの例示に限定されるものではない。
【０００９】
　図１は、本発明の実施の形態における画像処理機能を有する撮像装置の構成を示すブロ
ック図である。
【００１０】
　図１において、１００は撮像装置である。１０は撮影レンズ、１２は絞り機能を備える
シャッター、１４は光学像を電気信号に変換する撮像素子、１６は撮像素子１４のアナロ
グ信号出力をディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器である。
【００１１】
　１８は撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２６にそれぞれクロック信号や
制御信号を供給するタイミング発生回路であり、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。
【００１２】
　２０は画像処理回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータ或いはメモリ制御回路２２
からの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。また、画像処理回路２０
は、Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データを用いて所定の演算処理を行う。そして
、得られた演算結果に基づいてシステム制御回路５０が露光制御部４０、測距制御部４２
に対して、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のオートフォーカス（ＡＦ）処理、自動露
出（ＡＥ）処理、フラッシュプリ発光（ＥＦ）処理を行っている。さらに、画像処理回路
２０は、Ａ／Ｄ変換器１６から出力される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方式のオートホワイトバランス（ＡＷＢ）処理も行って
いる。
【００１３】
　２２はメモリ制御回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理
回路２０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、圧縮・伸長回路３２を
制御する。Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データは、画像処理回路２０、メモリ制
御回路２２を介して、或いはメモリ制御回路２２のみを介して、画像表示メモリ２４或い
はメモリ３０に書き込まれる。
【００１４】
　２４は画像表示メモリ、２６はＤ／Ａ変換器、２８はＴＦＴ　ＬＣＤ等から成る画像表
示部であり、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
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を介して画像表示部２８により表示される。画像表示部２８を用いて、撮像した画像デー
タを逐次表示することで、電子ビューファインダー（ＥＶＦ）機能を実現することができ
る。また、画像表示部２８は、システム制御回路５０の指示により任意に表示をＯＮ／Ｏ
ＦＦすることが可能であり、表示をＯＦＦにした場合には撮像装置１００の電力消費を大
幅に低減することができる。
【００１５】
　３０は撮影した静止画像や動画像を格納するためのメモリであり、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容量を備えている。これにより、複数枚の
静止画像を連続して撮影する連写撮影やパノラマ撮影の場合にも、高速かつ大量の画像書
き込みをメモリ３０に対して行うことが可能となる。また、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したり、システム制御回路５０の動作用の定数、変数、プ
ログラム等を記憶することも可能である。
【００１６】
　３２は適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等、公知の圧縮方法を用いて画像データを圧
縮・伸長する圧縮・伸長回路であり、メモリ３０に格納された画像を読み込んで圧縮処理
或いは伸長処理を行い、処理を終えたデータを再びメモリ３０に書き込む。
【００１７】
　３３は、日付、時刻等の実時間を計時可能なリアルタイムクロックである。後述する撮
像装置１００のメインの電源８６とは独立した電源を備え、電源８６が入っていない期間
でも動作を続けることができる機能を有する。
【００１８】
　４０は露光制御部であり、絞り機能を備えるシャッター１２を制御する。露光制御部４
０は、フラッシュ４８と連携することによりフラッシュ調光機能も有する。４２は撮影レ
ンズ１０のフォーカシングを制御する測距制御部、４４は撮影レンズ１０のズーミングを
制御するズーム制御部、４６はバリア１０２の動作を制御するバリア制御部である。４８
はフラッシュであり、ＡＦ補助光の投光機能、フラッシュ調光機能も有する。露光制御部
４０及び測距制御部４２はＴＴＬ方式を用いて制御されている。上述の通り、Ａ／Ｄ変換
器１６からの画像データを画像処理回路２０によって演算した演算結果に基づき、システ
ム制御回路５０が露光制御部４０及び測距制御部４２を制御する。
【００１９】
　５０は撮像装置１００全体を制御するシステム制御回路である。
【００２０】
　５４はシステム制御回路５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音声などを
用いて動作状態やメッセージなどを外部に通知するための通知部である。通知部５４とし
ては、例えばＬＣＤやＬＥＤなどによる視覚的な表示を行う表示部や音声による通知を行
う発音素子などが用いられるが、これらのうち１つ以上の組み合わせにより構成される。
特に、表示部の場合には、撮像装置１００の操作部７０近辺の、視認しやすい、単数ある
いは複数箇所に設置されている。また、通知部５４は、その一部の機能が光学ファインダ
ー１０４内に設置されている。
【００２１】
　通知部５４の表示内容の内、ＬＣＤなどに表示するものとしては以下のものがある。ま
ず、シングルショット／連写撮影表示、セルフタイマー表示等、撮影モードに関する表示
がある。また、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮影可能枚数表示等の記
録に関する表示がある。また、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、フ
ラッシュ表示、赤目緩和表示等の撮影条件に関する表示がある。その他に、マクロ撮影表
示、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表示、エラー表示、複数桁の数字に
よる情報表示、記録媒体２００及び２１０の着脱状態表示、通信Ｉ／Ｆ動作表示、日付・
時刻表示なども行われる。
【００２２】
　また、通知部５４の表示内容の内、光学ファインダー１０４内に表示するものの一例を
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以下に列挙する。合焦表示、撮影準備完了表示、手ぶれ警告表示、フラッシュ充電表示、
フラッシュ充電完了表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、記録媒
体書き込み動作表示などである。
【００２３】
　さらに、通知部５４の表示内容のうち、ＬＥＤ等で表示するものの一例を以下に列挙す
る。合焦表示、撮影準備完了表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、フラッシュ充
電完了表示、記録媒体書き込み動作表示、マクロ撮影設定通知表示、二次電池充電状態表
示などである。
【００２４】
　また、通知部５４の表示内容のうち、ランプ等で表示するものとしては、例えば、セル
フタイマー通知ランプ等がある。このセルフタイマー通知ランプは、ＡＦ補助光と共用し
て用いても良い。
【００２５】
　５６は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等が用い
られる。
【００２６】
　６０、６２、６４、６８、７０及び１２１は、システム制御回路５０の各種の動作指示
を入力するための操作手段であり、スイッチやダイアル、タッチパネル、視線検知による
ポインティング、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わせで構成される。
【００２７】
　ここで、これらの操作手段の具体的な説明を行う。
【００２８】
　６０はモード選択スイッチで、撮影モード、再生モード、プリントサービスモード等の
各機能モードを切り替え設定することができる。
【００２９】
　６２はシャッタースイッチＳＷ１で、不図示のシャッターボタンの第１ストローク（例
えば半押し）によりＯＮとなり、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動作開
始を指示する。
【００３０】
　６４はシャッタースイッチＳＷ２で、不図示のシャッターボタンの第２ストローク（例
えば全押し）によりＯＮとなり、露光処理、現像処理、及び記録処理からなる一連の処理
の動作開始を指示する。まず、露光処理では、撮像素子１４から読み出した信号をＡ／Ｄ
変換器１６、メモリ制御回路２２を介して画像データをメモリ３０に書き込み、更に、画
像処理回路２０やメモリ制御回路２２での演算を用いた現像処理が行われる。更に、メモ
リ３０から画像データを読み出し、圧縮・伸張回路３２で圧縮を行い、記録媒体２００或
いは２１０に画像データを書き込む記録処理が行われる。
【００３１】
　６６は電源スイッチで、電源オン及び電源オフを切り替え設定することができる。また
、撮像装置１００に接続された各種付属装置の電源オン、電源オフの設定も合わせて切り
替え設定することができる。
【００３２】
　６８はタッチホイールボタンに含まれる押し込みスイッチ（タッチホイールスイッチ）
であり、タッチホイールボタンが押し込まれたことを検知する操作部材である。
【００３３】
　１２１は、タッチホイールボタンに含まれるセンサ部材（タッチホイールセンサであり
、タッチホイールセンサ１２１は、Ａ／Ｄ変換回路１２０を通じてシステム制御回路５０
にタッチホイールボタンへの接触状況、接触位置をアナログ電圧として出力する。このタ
ッチホイールセンサ１２１から得られる情報に基づいて、システム制御回路５０には接触
状況、接触位置の変位を検知する。
【００３４】
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　７０は各種ボタンやタッチパネルなどから成る操作部である。一例として、メニューボ
タン、機能選択ボタン、セットボタン、マクロボタン、マルチ画面再生改ページボタン、
フラッシュ設定ボタン、単写／連写／セルフタイマー切り換えボタン、メニュー移動＋（
プラス）ボタン、メニュー移動－（マイナス）ボタンを含む。更に、再生画像移動＋（プ
ラス）ボタン、再生画像移動－（マイナス）ボタン、撮影画質選択ボタン、露出補正ボタ
ン、日付／時間設定ボタン、画像表示ON／OFFボタンなども含む。他に、圧縮モードスイ
ッチ、撮影直後に撮影した画像データを画像表示部２８を用いて自動再生表示するクイッ
クレビュー機能を設定するクイックレビュースイッチを含む。更に、撮影及び／或いは再
生及び／或いは通信を実行する際に各種機能の選択及び切り替えを設定する選択／切り替
えスイッチ、撮影及び／或いは再生及び／或いは通信を実行する際に各種機能の決定及び
実行を設定する決定/実行スイッチ等がある。
【００３５】
　８０は電源制御部で、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ている。電池の装着の有無、電池の種類、電池残量
の検出を行い、検出結果及びシステム制御回路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、記録媒体を含む各部へ供給する。
【００３６】
　８２、８４はコネクタ、８６はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電
池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ－ｉｏｎ電池、Ｌｉポリマー電池等の二次電池、ＡＣアダプター
等からなる電源部である。
【００３７】
　９０、９４はメモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインタフェース、９２、
９６はメモリカードやハードディスク等の記録媒体と接続を行うコネクタである。９８は
コネクタ９２及び／或いは９６に記録媒体２００或いは２１０が装着されているか否かを
検知する記録媒体着脱検知部である。
【００３８】
　なお、本実施の形態では記録媒体を取り付けるインタフェース及びコネクタを２系統持
つものとして説明しているが、記録媒体を取り付けるインタフェース及びコネクタは、単
数或いは複数、いずれの系統数を備える構成としても構わない。また、異なる規格のイン
タフェース及びコネクタを組み合わせて備える構成としても構わない。
【００３９】
　インタフェース及びコネクタとしては、ＰＣＭＣＩＡ（Personal Computer Memory Car
d International Association）カードやＣＦ（コンパクトフラッシュ（登録商標）（登
録商標））カード、ＳＤカード等の種々の記憶媒体の規格に準拠したものを用いて構成す
ることが可能である。インタフェース９０及び９４、そしてコネクタ９２及び９６をＰＣ
ＭＣＩＡカードやＣＦ（登録商標）カード等の規格に準拠したものを用いて構成した場合
、各種通信カードを接続することができる。通信カードとしては、ＬＡＮカードやモデム
カード、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）カード、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical 
and Electronic Engineers）１３９４カードがある。他にも、Ｐ１２８４カード、ＳＣＳ
Ｉ（Small Computer System Interface）カード、ＰＨＳ等がある。これら各種通信カー
ドを接続することにより、他のコンピュータやプリンタ等の周辺機器との間で画像データ
や画像データに付属した管理情報を転送し合うことができる。
【００４０】
　１０２は、撮像装置１００のレンズ１０を含む撮像部を覆う事により、撮像部の汚れや
破損を防止する保護装置であるバリアである。
【００４１】
　１０４は光学ファインダであり、画像表示部２８による電子ファインダー機能を使用す
ること無しに、光学ファインダーのみを用いて撮影を行うことが可能である。また、光学
ファインダー１０４内には、通知部５４の一部の機能、例えば、合焦状態、手振れ警告、
フラッシュ充電、シャッタースピード、絞り値、露出補正などが表示される。
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【００４２】
　１１０は通信回路で、例えば、電波を用いた無線通信、有線通信、光通信、IrDA（Infr
ared Data Association）などの赤外線通信等の通信機能を有する。電波を用いた無線通
信では、例えば、Bluetooth（商標）などの無線通信機能や、携帯電話通信機能を搭載す
ることが可能である。なお、携帯電話通信規格の例は以下に列挙する通りである。TDMA(T
ime Division Multiple Access)方式。CDMA(Code Division Multiple Access)方式。W-CD
MA(Wideband Code Division Multiple Access)方式。PHS(Personal Handyphone System)
方式。また、有線通信の例は以下に列挙する通りである。RS232C。USB(Universal Serial
 Bus)。IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394。P1284。SCSI
（Small Computer System Interface)。モデム。LAN(Local Area Network)。
【００４３】
　１１２はアンテナ（或いはコネクタ）である。通信回路１１０により撮像装置１００を
、パケット網、ネットワークを介して画像情報管理装置（画像ゲートウェイ）と接続する
際には、ネットワーク、インターネットを介して他の機器と接続する際のアンテナ、有線
通信の場合はコネクタである。
【００４４】
　２００及び２１０はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。この記録媒体
２００及び２１０は、それぞれ、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２
０２及び２１２、撮像装置１００とのインタフェース２０４及び２１４、撮像装置１００
と接続を行うコネクタ２０６及び２１６を備えている。
【００４５】
　記録媒体２００及び２１０としては、ＰＣＭＣＩＡカードやコンパクトフラッシュ（登
録商標）等のメモリカード、ハードディスク等を用いることができる。また、マイクロＤ
ＡＴ、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲやＣＤ－ＷＲ等の光ディスク、ＤＶＤ等の相変化型光デ
ィスク等で構成されていても勿論構わない。
【００４６】
＜第１の実施形態＞
　次に、上記構成を有する撮像装置１００における本発明の第１の実施形態の処理につい
て説明する。
【００４７】
　図２は、図１に示す撮像装置１００の背面の構成を示す例であり、図１の構成と同じ構
成には同じ参照番号を付してある。
【００４８】
　図２に示すように、撮像装置１００の背面３０には、光学ファインダ１０４、モード選
択スイッチ６０、メニュー表示ボタン３４、機能選択ボタン３５、タッチホイールボタン
３６、画像表示部２８（例えば、ＬＣＤ表示パネル）が配置されている。なお、メニュー
ボタン３４及び機能選択ボタン３５は、図１の操作部７０の一部である。
【００４９】
　図３は、タッチホイールボタン３６の断面図である。図２に示すように、タッチホイー
ルボタン３６は撮像装置１００の背面３００に設置される。タッチホイールボタン３６は
、操作部材５０１、タッチホイールスイッチ６８、タッチホイールセンサ１２１を含む。
なお、タッチホイールセンサ１２１は、操作部材５０１に、指などが触れている場合に、
Ａ／Ｄ変換回路１２０経由でシステム制御回路５０にその状態、位置などを電気信号とし
て出力する。タッチホイールスイッチ６８も同様に、操作部材５０１が指などで押し込ま
れた場合に、その状態をシステム制御回路５０に電気信号として出力する。
【００５０】
　図４～図８は、本第１の実施形態における撮像装置１００の動作を示すフローチャート
である。
【００５１】
　まず、図４のステップＳ１００において、電源スイッチ６６が電源ＯＮに設定されてい
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たならば、システム制御回路５０はフラグや制御変数等を初期化すると共に、撮像装置１
００各部の初期化処理を行う（ステップＳ１０１）。
【００５２】
　一方、ステップＳ１００において電源スイッチ６６が電源ＯＦＦに設定されていたなら
ば、そのままステップＳ１００に戻り、電源スイッチ６６が電源ＯＮに設定されるまでス
テップＳ１００を繰り返す。
【００５３】
　次に、ステップＳ１０２において、システム制御回路５０は、電源制御部８０により電
池等により構成される電源８６の残容量や動作情況が撮像装置１００の動作に問題がある
か否かを判断する。問題があるならば（ステップＳ１０２でＮＯ）、画像表示部２８や通
知部５４を用いて画像や音声により所定の警告表示を行い（ステップＳ１０４）、所定の
終了処理を行った後（ステップＳ１０５）、ステップＳ１００に戻る。ステップＳ１０５
における終了処理では、画像表示部２８や通知部５４の表示を終了状態に変更する。更に
、バリア１０２を閉じて撮像部を保護し、フラグや制御変数等を含む必要なパラメータや
設定値、設定モードおよびガイダンス表示設定フラグの状態を不揮発性メモリ５６に記録
する。更に、電源制御部８０により画像表示部２８を含む撮像装置１００各部の不要な電
源を遮断する等の処理を行う。
【００５４】
　一方、電源８６に問題が無いならば（ステップＳ１０２でＹＥＳ）、システム制御回路
５０は記録媒体２００或いは２１０の動作状態が撮像装置１００の動作、特に記録媒体２
００或いは２１０に対する画像データの記録再生動作に問題があるか否かを判断する。問
題があるならば（ステップＳ１０３でＮＯ）、画像表示部２８や通知部５４を用いて画像
や音声により所定の警告表示を行い（ステップＳ１０４）、上述した所定の終了処理を行
った後（ステップＳ１０５）、ステップＳ１００に戻る。
【００５５】
　記録媒体２００或いは２１０の動作状態に問題が無いならば（ステップＳ１０３でＹＥ
Ｓ）、ステップＳ１０６に進む。
【００５６】
　ステップＳ１０６ではモード選択スイッチ６０の設定状態を確認し、撮影モードに設定
されていたならば、図５のステップＳ１２０に、再生モードに設定されていたならば図６
のステップＳ１３０に進む。何れでもない場合（例えば、プリントサービスモード）には
、ステップＳ１０７で対応する処理を行ってから、ステップＳ１００に戻る。
【００５７】
　次に、図５を参照しながら、モード選択スイッチ６０により撮影モードが設定された場
合の撮像装置１００の動作について説明する。
【００５８】
　システム制御回路５０は、ステップＳ１２０において撮影準備処理を行う。撮影準備処
理としては、例えば、鏡筒の繰り出し、画像表示部２８の表示電源の投入、記録部２０２
、２１２内のファイル初期化、起動画面／起動音初期化等の処理を含む、撮影に必要な初
期化処理が行われる。
【００５９】
　次に、システム制御回路５０はステップＳ１２１に進み、モード選択スイッチ６０、シ
ャッターボタン、タッチホイールボタン３６等の各種操作部材が操作されたかどうかを判
定する。操作されていなければ、ステップＳ１２１の処理を繰り返す。操作されていれば
、ステップＳ１２２において、操作された操作部材がモード選択スイッチ６０であるかど
うかを判断し、モード選択スイッチ６０であれば（ステップＳ１２２でＹＥＳ）、図４の
ステップＳ１０６に戻る。操作された操作部材がモード選択スイッチ６０で無ければ（ス
テップＳ１２２でＮＯ）、操作された操作部材に割り当てられた機能を実行する。シャッ
ターボタンが押下されていれば、ステップＳ１２３で撮影処理を行い、タッチホイールボ
タン３６が操作されていれば、ステップＳ１２４で撮影モード時にタッチホイールボタン
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３６に割り当てられた機能のガイド表示を行う。上記以外の操作部材であれば、ステップ
Ｓ１２５で対応する処理を行う。ステップＳ１２３～Ｓ１２５のいずれかの処理が終了す
ると、ステップＳ１２１に戻る。
【００６０】
　次に、図６を参照しながら、モード選択スイッチ６０により再生モードが設定された場
合の撮像装置１００の動作について説明する。
【００６１】
　システム制御回路５０は、ステップＳ１３０において再生準備処理を行う。再生準備処
理としては、例えば、画像表示部２８の表示電源の投入、記録部２０２、２１２内のファ
イル初期化、起動画面／起動音初期化等の処理を含む、再生に必要な初期化処理が行われ
る。
【００６２】
　次に、システム制御回路５０はステップＳ１３１に進み、モード選択スイッチ６０、シ
ャッターボタン、タッチホイールボタン３６等の各種操作部材が操作されたかどうかを判
定する。操作されていなければ、ステップＳ１３１の処理を繰り返す。操作されていれば
、ステップＳ１３２において、操作された操作部材がモード選択スイッチ６０であるかど
うかを判断し、モード選択スイッチ６０であれば（ステップＳ１３２でＹＥＳ）、図４の
ステップＳ１０６に戻る。操作された操作部材がモード選択スイッチ６０で無ければ（ス
テップＳ１３２でＮＯ）、操作された操作部材に割り当てられた機能を実行する。タッチ
ホイールボタン３６が操作されていれば、ステップＳ１３３で再生モード時にタッチホイ
ールボタン３６に割り当てられた機能のガイド表示を行う。なお、ステップＳ１３３にお
ける再生モード時のガイド表示処理（以下、「再生ガイド表示処理」と呼ぶ。）は、図７
を参照して詳細に後述する。また、操作された操作部材がタッチホイールボタン３６以外
の操作部材であれば、ステップＳ１３４で対応する処理を行う。ステップＳ１３３または
Ｓ１３４の処理が終了すると、ステップＳ１３１に戻る。
【００６３】
　次に、ステップＳ１３３で行われる再生ガイド表示処理の詳細について、図７のフロー
チャートを参照して説明する。
【００６４】
　先ず、ステップＳ１５０において、記録媒体２００または２１０に画像ファイルがある
かどうかを調べ、ある場合には、ステップＳ１５１において画像表示部２８に記録媒体２
００または２１０内の任意の選択画像を表示する。ここでは、画像表示部２８の表示状態
は、例えば、図２（ａ）に示すようになる。
【００６５】
　記録媒体２００及び２１０に画像ファイルがない場合は、ステップＳ１５２において画
像表示部２８に、画像が無い旨のメッセージを表示する。
【００６６】
　次に、ステップＳ１５３において、システム制御回路５０は、タッチホイールセンサ１
２１の値を読み出し、タッチホイールボタン３６に指が触れているかどうかを判断する。
【００６７】
　システム制御回路５０は、タッチホイールボタン３６に指が触れていないと判断すると
、ステップＳ１５０に戻る。一方、指が触れていると判断するとステップＳ１５４に進み
、再生モードにおいてタッチホイールボタン３６に割り当てられている機能を示す機能ガ
イド３７を、画像表示部２８に表示する。機能ガイド３７の形状は特に限定されるもので
はないが、機能ガイド３７の形状をタッチホイールボタン３６の形状を模すようにするこ
とで、より分かり易い表示にすることができる。
【００６８】
　この機能ガイド３７の表示時に、ステップＳ１５１で記録媒体２００または２１０に記
録された画像の表示を行ったのであれば、機能ガイド３７をその画像上に重畳表示する。
その場合、画像表示部２８の表示状態は、例えば、図２（ｂ）に示すようになる。また、
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ステップＳ１５２でメッセージ表示を行っていれば、機能ガイドをそのメッセージに重畳
表示する。なお、ステップＳ１５４において重畳表示する機能ガイド３７は、指がタッチ
ホイールボタン３６に触れている個所を強調して表示すると、より分かり易い表示にする
ことができる。例えば、図２（ｂ）では、指がタッチホイールボタン３６の右側に触れて
いるため、右側の機能（右矢印）を大きく表示して強調している。なお、強調の仕方は表
示の大きさに限るものではなく、色を変えたり、明るさを変えるなど、他の部分と比較し
て目立つように表示すればよい。
【００６９】
　次に、システム制御回路５０はステップＳ１５５において、タッチホイールスイッチ６
８の値を読み出し、タッチホイールボタン３６の操作部材５０１が更に押し込まれたか否
かを判定する。ここで、押し込まれたと判定した場合はステップＳ１５６に進み、押し込
まれていないと判定した場合は、ステップＳ１５８に進む。
【００７０】
　ステップＳ１５６では、システム制御回路５０は機能ガイド３７の表示を画像表示部２
８から消去し、ステップＳ１５７で、押し込まれたキーの機能を実行する。例えば、図２
（ｂ）の状態（指が右矢印に触れている状態）で操作部材５０１が更に押し込まれた場合
は画像送り機能を実行し、表示される画像ファイルが画像ａから画像ｂに切り替わる。切
り替わった結果、例えば、画像表示部２８の表示状態は、例えば、図２（ｄ）に示すよう
になる。システム制御回路５０は、ステップＳ１５７で押し込まれたキーの機能を実行し
た後、再生ガイド表示処理を終了する。
【００７１】
　一方、ステップＳ１５８では、システム制御回路５０は、タッチホイールセンサ１２１
の値を読み出し、指がタッチホイールボタン３６から離れたか否かを判定する。システム
制御回路５０は、指がタッチホイールボタン３６から離れたと判断した場合は、その時の
時間をメモリ３０に記憶してステップＳ１５９に進み、継続して接触している場合は、ス
テップＳ１６３に進む。
【００７２】
　ステップＳ１５９では、システム制御回路５０は、メモリ３０に記憶した指が離された
時間を基に、タッチホイールボタン３６から指が離れてから一定時間経過したかどうかを
判定する。一定時間経過していればステップＳ１６０に進んで機能ガイド表示を消去する
。
【００７３】
　一方、一定時間経過していないと判断した場合は、ステップＳ１６１に進んでタッチホ
イールボタン３６に指が触れたかどうかを判断する。触れた場合には、ステップＳ１５４
に戻る。ここでは、機能ガイド３７の表示を、指がタッチホイールボタン３６上で新たに
触れている個所を強調した表示に変更する（例えば、図２（ｃ））。また、タッチホイー
ルスイッチ６８に指が触れていない場合には、ステップＳ１５９に戻って経過時間を判定
する。
【００７４】
　ステップＳ１５８において、指がタッチホイールボタン３６から離れていないと判定す
ると、ステップＳ１６３に進み、システム制御回路５０はタッチホイールセンサ１２１の
値を読み出し、指の位置が移動しているかどうかの判定を行う。システム制御回路５０は
、指がタッチホイールボタン３６上で移動していないと判断した場合には（ステップＳ１
６３でＮＯ）、ステップＳ１５５に戻る。
【００７５】
　一方、指が移動していると判断した場合は（ステップＳ１６３でＹＥＳ）、ステップＳ
１６４に進む。ステップＳ１６４では、システム制御回路５０は、更にタッチホイールセ
ンサ１２１の値を読み出し、指がタッチホイールボタン３６上で、180°以上継続して移
動しているかどうかを判定する。タッチホイールボタン３６上で、指が180°以上移動し
ていると判断した場合にはステップＳ１６５に進み、画像送りモードに遷移して本処理を
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終了する。
【００７６】
　また、ステップＳ１６４でタッチホイールボタン３６上で、指が180°以上移動してい
ないと判定した場合にはステップＳ１５４に戻る。ここでは、機能ガイド３７の表示を、
指がタッチホイールボタン３６上で新たに触れている個所を強調したイメージに変更する
（例えば、図２（ｃ））。
【００７７】
　次に、図８のフローチャートを参照して、図７のステップＳ１６５で行われる画像送り
モードの詳細を説明する。
【００７８】
　システム制御回路５０は、ステップＳ２０１において画像表示部２８に表示されている
機能ガイド３７を消去し、ステップＳ２０２に進む。
【００７９】
　本第１の実施形態では、画像送りモードでは画像表示部２８に複数の画像を縮小表示す
る。そのため、ステップＳ２０２では、現在表示中の画像を縮小処理して、表示しなおす
。例えば、図２（ｅ）に示すように２枚の縮小画像を表示する場合、画面の上部または下
部のいずれかに表示する。
【００８０】
　次にステップＳ２０３において、システム制御回路５０は、タッチホイールセンサ１２
１の値を読み出し、指がタッチホイールボタン３６から離れているかを判定する。システ
ム制御回路５０は、指がタッチホイールボタン３６から離れていると判断した場合にはス
テップＳ２１１に進む。ステップＳ２１１では、縮小表示された画像を拡大表示し直し、
例えば、図２（ａ）に示すような表示にする。そして、図７のステップＳ１５９に戻って
、指が離れてからの経過時間を観察する。この場合、機能ガイド３７は表示されていない
ため、指が離れてから一定時間経過後（ステップＳ１５９でＹＥＳ）のステップＳ１６０
の処理は実行する必要が無い。一方、離れていないと判断した場合にはステップＳ２０４
へ進む。
【００８１】
　ステップＳ２０４において、システム制御回路５０は、再びタッチホイールセンサ１２
１の値を読み出し、指のタッチホイールボタン３６上での移動方向を判定する。指が移動
していると判定した場合は、ステップＳ２０５へ、移動していないと判定した場合は、ス
テップＳ２１２に進む。ステップＳ２１２では、ステップＳ２１１と同様に画像を拡大表
示した後、図７のステップＳ１５４に戻って機能ガイド３７を表示する。
【００８２】
　ステップＳ２０５において、システム制御回路５０は、タッチホイールセンサ１２１の
値を再び読み出し、指のタッチホイールボタン３６上での移動方向と移動量を計測し、メ
モリ３０に記憶する。
【００８３】
　ステップＳ２０６において、システム制御回路５０は、ステップＳ２０５においてメモ
リ３０に記憶した移動量を基に画像送り数を決定する。
【００８４】
　システム制御回路５０は、ステップＳ２０７において記録媒体２００または２１０内か
ら、ステップＳ２０５でメモリ３０に記憶した移動方向を基に画像ファイルを読み出す。
例えば、移動方向が時計周りであれば、昇順に画像ファイルを読みだし、移動方向が反時
計周りであれば、降順に画像ファイルを読み出す。なお、移動方向と画像ファイルの読み
出し順との関係はこれに限るものではない。
【００８５】
　次に、システム制御回路５０はステップＳ２０８において、画像表示部２８にステップ
Ｓ２０７において読み出した画像を表示する。このとき、ステップＳ２０２で縮小表示し
ていた画像と並べて表示を行うために、画像を縮小する。図２（ｅ）は、移動方向が反時
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計回りで、降順に画像ファイルが読み出された場合に表示される画像の表示例を示す。こ
の場合、先に表示されている画像ａが下側、新しく読み出された画像ｂが上側に表示され
る。
【００８６】
　また、ステップＳ２０９において、指がタッチホイールボタン３６上で、180°以上継
続して移動していることを知らせるために、任意の効果音を出力する。
【００８７】
　次にシステム制御回路５０は、ステップＳ２０６で計算した画像送り数のデクリメント
を行い、その値が０（ゼロ）以下であれば（ステップＳ２１０でＹＥＳ）、ステップＳ２
０３に進み、１以上であれば（ステップＳ２１０でＮＯ）、ステップＳ２０７に戻って画
像の表示を継続する。
【００８８】
　例えば、画像送り数「３」である場合、上記処理を１回終了後の画像送り数は「２」で
ある。従って、ステップＳ２０７に戻って、画像ｃを読み出す。そしてステップＳ２０８
において、画像ｂを下側にシフトし（即ち、画像ａは、表示されなくなる）、新しく読み
出した画像ｃを上側に表示する。
【００８９】
　２回目の処理終了後、画像送り数は「１」となる。従って、再びステップＳ２０７に戻
って、上記と同様に処理を繰り返す。３回目の処理の終了後、画像送り数は０になるので
、ステップＳ２０３に戻り、上記処理を繰り返すことになる。
【００９０】
　システム制御回路５０は、ステップＳ２１１またはＳ２１２において、その時点で選択
されている画像を、画像表示部２８に表示して画像送りモードの処理は終了する。
【００９１】
　上記の通り本第１の実施形態によれば、タッチホイールボタン３６の操作の仕方を変え
ることにより、再生モードであっても、異なる機能を実行することができる。これにより
、使いやすさを損なわずに、操作部材の点数を減らして製品容積を小さく収めた撮像装置
を構成することが可能となる。また、タッチホイールボタン３６に指が触れたときには、
そのときの動作状態に応じてタッチホイールボタン３６に割り当てられた機能ガイドを画
像表示部２８に表示するため、各操作部材に割り当てられた機能を分かり易くユーザーに
知らせることができる。
【００９２】
＜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。
【００９３】
　本第２の実施形態は、再生ガイド表示処理において画像送りモードに遷移する条件が、
第１の実施形態の図７のステップＳ１６４で説明した条件と異なる。これ以外は、第１の
実施形態と同様であるため説明を省略し、以下、この点について説明する。
【００９４】
　図９は、本第２の実施形態における再生ガイド表示処理のフローチャートを示す。図９
、図７と同じ処理には同じ参照番号を付している。
【００９５】
　第２の実施形態では、図９に示すように、ステップＳ１６３においてタッチホイールス
イッチ６８上で指が移動していると判断した場合にはステップＳ２６４に進む。ステップ
Ｓ２６４では、システム制御回路５０は、タッチホイールセンサ１２１の値を更に読み出
し、指がタッチホイールスイッチ６８上で、１秒辺り360°以上の速度で移動しているか
どうかを判定する。システム制御回路５０が、タッチホイールスイッチ６８上で、指が１
秒辺り360°以上の速度で移動していると判断した場合にはステップＳ１６５に進み、画
像送りモードに遷移して本処理を終了する。
【００９６】
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　上記の通り、本第２の実施形態によれば、タッチホイールスイッチ６８の操作の仕方を
変える（１秒辺り360°以上の速度で指を移動する）ことにより、第１の実施形態と同様
の効果を得ることができる。
【００９７】
＜他の実施形態＞
　なお、上記第１及び第２の実施形態では、本発明を撮像装置に適用した場合について説
明したが、本発明はこれに限るものではなく、表示装置を備える、予め記憶された画像を
読み出して表示可能な小型の画像処理装置に適用することが可能である。
【００９８】
　本発明の目的は、以下の様にして達成することも可能である。まず、前述した実施形態
の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体（または記録媒体
）を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコンピュ
ータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行
する。この場合、記憶媒体から読み出された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り、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成す
ることになる。
【００９９】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、以下のようにして達成することも可能である。即
ち、読み出したプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレ
ーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、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である。ここでプログラムコードを記憶する
記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ、光ディスク、
光磁気ディスク、ＭＯなどが考えられる。また、ＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワー
ク）やＷＡＮ（ワイド・エリア・ネットワーク）などのコンピュータネットワークを、プ
ログラムコードを供給するために用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の実施の形態における撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における撮像装置の背面及び表示装置への画像の表示例
を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態におけるタッチホイールボタンの断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態におけるメインシーケンスのフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態における撮影モード時の処理を示すフローチャートであ
る。
【図６】本発明の第１の実施形態における再生モード時の処理を示すフローチャートであ
る
【図７】本発明の第１の実施形態における再生モード時の機能ガイド表示処理を示すフロ
ーチャートである。
【図８】本発明の第１の実施形態における再生モード時の画像送りモード処理を示すフロ
ーチャートである。
【図９】本発明の第２の実施形態における再生モード時の機能ガイド表示処理を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【０１０１】
１０：撮影レンズ、１２：シャッター、１４：撮像素子、１６：Ａ／Ｄ変換器、１８：タ
イミング発生回路、２０：画像処理回路、２２：メモリ制御回路、２４：画像表示メモリ
、２６：Ｄ／Ａ変換器、２８：画像表示部、３０：メモリ、３２：圧縮伸長回路、３３：
リアルタイムクロック、３４：メニュー表示ボタン、３５：機能選択ボタン、３６：タッ
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チホイールボタン、３７：機能ガイド、４０：露光制御部、４２：測距制御部、４４：ズ
ーム制御部、４６：バリア制御部、４８：フラッシュ、５０：システム制御回路、５２：
メモリ、５４：通知部、５６：不揮発性メモリ、６０：モード選択スイッチ、６２：シャ
ッタースイッチＳＷ１、６４：シャッタースイッチＳＷ２、６６：電源スイッチ、６８：
タッチホイールスイッチ、７０：操作部、８０：電源制御部、８２、８４：コネクタ、８
６：電源、９０、９４：入出力Ｉ／Ｆ、９２、９６：コネクタ、９８：記録媒体着脱検知
部、１００：撮像装置、１０２：バリア、１１０：通信回路、１１２：コネクタ（アンテ
ナ）、１２０：Ａ／Ｄ変換回路、１２１：タッチホイールセンサ、２００、２１０：記録
媒体、２０２、２１２：記録部、２０４、２１４：インタフェース、２０６、２１６：コ
ネクタ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】



(20) JP 4926494 B2 2012.5.9

10

フロントページの続き

    審査官  藤原　敬利

(56)参考文献  特開２００１－３２５０５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２１１３６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０７７６７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１４０８６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３０３７２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３３８９７５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２２－　５／２５７
              Ｈ０４Ｎ　　　５／７６　－　５／９５６
              Ｇ０３Ｂ　　１７／０２　，１７／２２
              Ｇ０６Ｆ　　３／０１　　，　３／０４８
              Ｇ０６Ｆ　　３／０３３　－　３／０４１


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

