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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置である電子機器であって、
　カスタマイズ設定画面とカスタマイズ画面とを表示する表示部と、
　カスタマイズ操作をユーザから受け付ける操作部と、
を備え、
　前記カスタマイズ設定画面は、撮影条件および再生条件の少なくとも一方に関する１又
は複数のカスタマイズ項目における設定を受け付け、１又は複数の前記カスタマイズ項目
にそれぞれ対応する１又は複数のオブジェクトを表示し、且つ前記カスタマイズ設定画面
から前記カスタマイズ画面へと画面を切り換えるための画面切換オブジェクトを表示し、
　前記カスタマイズ画面は、複数の設定項目にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを配
置可能な設定項目エリアと、前記複数の設定項目の中からユーザが選択した１又は複数の
前記カスタマイズ項目にそれぞれ対応する１又は複数のオブジェクトを配置可能なカスタ
マイズ項目エリアとを、表示し、
　前記表示部は、前記カスタマイズ設定画面において前記画面切換オブジェクトが選択さ
れた場合に、前記カスタマイズ設定画面から前記カスタマイズ画面へと画面を切り換え、
　前記操作部は、前記カスタマイズ画面が表示されている時に、前記設定項目エリアに配
置されている前記オブジェクトを選択し前記カスタマイズ項目エリアへ移動する前記カス
タマイズ操作、及び前記カスタマイズ項目エリアに配置されている前記オブジェクトを選
択し前記設定項目エリアへ移動する前記カスタマイズ操作の少なくともいずれか一方を、
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ユーザから受け付け、前記カスタマイズ操作によって前記カスタマイズ設定画面における
前記１又は複数のオブジェクトを設定する、
電子機器。
【請求項２】
　前記カスタマイズ項目エリアに配置される前記オブジェクトの少なくとも１つは、前記
カスタマイズ項目の現在値を示す外観を有する、
請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記設定項目エリアに配置される前記オブジェクトの少なくとも１つは、前記設定項目
の現在値を示す外観を有する、
請求項１又は２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記カスタマイズ項目を特定する情報を記憶する記憶部と、
　前記カスタマイズ操作により前記カスタマイズ項目エリア及び前記設定項目エリアの少
なくともいずれか一方へ移動した前記オブジェクトに対応する前記設定項目を特定する情
報を、前記カスタマイズ項目を特定する情報として、前記記憶部に記憶させる登録部と、
をさらに備える、
請求項１から３のいずれかに記載の電子機器。
【請求項５】
　前記カスタマイズ設定画面は、１又は複数のカスタマイズ項目の現在値の設定を、受け
付ける、
請求項１から４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項６】
　前記表示部は、前記複数の設定項目のそれぞれの現在値の設定を、受け付ける設定画面
をさらに表示する、
請求項１から５のいずれかに記載の電子機器。
【請求項７】
　前記操作部は、前記表示部に重なるように配置されるタッチパネルであり、
　前記カスタマイズ操作は、前記設定項目エリアに配置されている前記オブジェクトを前
記カスタマイズ項目エリアへドラッグ・アンド・ドロップする操作と、前記カスタマイズ
項目エリアに配置されている前記オブジェクトを前記設定項目エリアへドラッグ・アンド
・ドロップする操作とを、含む、
請求項１から６のいずれかに記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示される技術は、複数の設定項目を有する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１の特開平９－３０５３６０号公報には、テレビジョンシステムが開示されて
いる。このテレビジョンシステムでは、ユーザが設定メニューに含まれる複数の設定項目
の中から任意の設定項目を選択し、選択された設定項目からなるカスタマイズ設定メニュ
ーを作成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－３０５３６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、特許文献１の技術では、カスタマイズ設定メニューを作成すべく、設定
メニューに含まれる複数の設定項目の中から任意の設定項目を選択する操作が、ユーザに
とって煩雑であるという問題がある。
　ここに開示される技術は、複数の設定項目の中から１又は複数のカスタマイズ項目を選
択するユーザフレンドリーな操作を可能にする電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ここに開示される技術に係る電子機器は、撮像装置である。本電子機器は、表示部と、
操作部とを備える。表示部は、カスタマイズ設定画面と、カスタマイズ画面とを、表示す
る。
　カスタマイズ設定画面は、撮影条件および再生条件の少なくとも一方に関する１又は複
数のカスタマイズ項目における設定を受け付け、１又は複数のカスタマイズ項目にそれぞ
れ対応する１又は複数のオブジェクトを表示し、且つカスタマイズ設定画面からカスタマ
イズ画面へと画面を切り換えるための画面切換オブジェクトを表示する。カスタマイズ画
面は、設定項目エリアと、カスタマイズ項目エリアとを表示する。設定項目エリアには、
複数の設定項目にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを配置可能である。カスタマイズ
項目エリアには、複数の設定項目の中からユーザが選択した１又は複数のカスタマイズ項
目にそれぞれ対応する１又は複数のオブジェクトを配置可能である。
【０００６】
　表示部は、カスタマイズ設定画面において画面切換オブジェクトが選択された場合に、
カスタマイズ設定画面からカスタマイズ画面へと画面を切り換える。そして、操作部は、
カスタマイズ画面が表示されている時に、カスタマイズ操作をユーザから受け付ける。そ
して、操作部は、カスタマイズ操作によって、カスタマイズ設定画面における１又は複数
のオブジェクトを、設定する。ここで、カスタマイズ操作は、設定項目エリアに配置され
ているオブジェクトを選択しカスタマイズ項目エリアへ移動する操作、及びカスタマイズ
項目エリアに配置されているオブジェクトを選択し設定項目エリアへ移動するカスタマイ
ズ操作の少なくともいずれか一方である。
【発明の効果】
【０００７】
　ここに開示される技術によれば、複数の設定項目の中から１又は複数のカスタマイズ項
目を選択するユーザフレンドリーな操作を可能にする電子機器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係るデジタルカメラの正面図。
【図２】第１実施形態に係るデジタルカメラの背面図。
【図３】第１実施形態に係るデジタルカメラのブロック図。
【図４】第１実施形態に係る設定メニュー画面を示す図。
【図５】第１実施形態に係る撮影待機画面を示す図。
【図６】（Ａ）クイック設定メニュー画面が表示される直前に表示される画面を示す図。
（Ｂ）第１実施形態に係る「画像横縦比／記録画素数」を設定するためのクイック設定メ
ニュー画面を示す図。
【図７】第１実施形態に係る「動画撮影モード／画質設定」を設定するためのクイック設
定メニュー画面を示す図。
【図８】カスタマイズ項目の選択を促す画面を示す図。
【図９】（Ａ）第１実施形態に係る「ホワイトバランス」を設定するためのクイック設定
メニュー画面を示す図。（Ｂ）第１実施形態に係る「クオリティ」を設定するためのクイ
ック設定メニュー画面を示す図。（Ｃ）第１実施形態に係る「フォーカスモード」を設定
するためのクイック設定メニュー画面を示す図。（Ｄ）第１実施形態に係る「フラッシュ
」を設定するためのクイック設定メニュー画面を示す図。
【図１０】（Ａ）第１実施形態に係る「絞り」を設定するためのクイック設定メニュー画
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面を示す図。（Ｂ）第１実施形態に係る「シャッタースピード」を設定するためのクイッ
ク設定メニュー画面を示す図。（Ｃ）第１実施形態に係る「露出補正」を設定するための
クイック設定メニュー画面を示す図。（Ｄ）第１実施形態に係る「オートブラケット」を
設定するためのクイック設定メニュー画面を示す図。
【図１１】第１実施形態に係るクイックカスタマイズ画面上でカスタマイズ項目が追加お
よび削除される様子を示す図。
【図１２】第２実施形態に係るデジタルカメラの正面図。
【図１３】第２実施形態に係るデジタルカメラの背面図。
【図１４】第２実施形態に係るデジタルカメラのブロック図。
【図１５】第２実施形態に係る撮影待機画面から設定メニュー画面へ遷移する様子を示す
図。
【図１６】第２実施形態に係るクイックカスタマイズ画面上でカスタマイズ項目が追加さ
れる様子を示す図。
【図１７】第２実施形態に係るクイックカスタマイズ画面上でカスタマイズ項目が削除さ
れる様子を示す図。
【図１８】第２実施形態に係るクイック設定メニュー画面上でカスタマイズ項目の現在値
が変更される様子を示す図。
【図１９】変形例に係る撮影待機画面から設定メニュー画面へ遷移する様子を示す図。
【図２０】変形例に係るクイックカスタマイズ画面上でカスタマイズ項目が追加される様
子を示す図。
【図２１】別の変形例に係るクイックカスタマイズ画面上でカスタマイズ項目が追加され
る様子を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　〔１．第１実施形態〕
　以下、図１～図１１を参照しつつ、第１実施形態に係るデジタルカメラ１００（電子機
器の一例）について説明する。デジタルカメラ１００は、動画および静止画を撮像する撮
像装置である。
　〔１－１．デジタルカメラの構成〕
　図１に示すように、デジタルカメラ１００は、その正面に光学系１１０を収納するレン
ズ鏡筒およびフラッシュ１６０を備える。デジタルカメラ１００は、その上面に静止画レ
リーズ釦２０１、ズームレバー２０２および電源釦２０３などの操作ユニット１５０を備
える。
【００１０】
　図２に示すように、デジタルカメラ１００は、その背面に液晶モニタ１２３、タッチパ
ネル１２５、中央釦２０４、十字釦２０５、動画レリーズ釦２０６、モード切替スイッチ
２０７およびＱメニュー釦２０８などの操作ユニット１５０を備える。
　図３に示すように、デジタルカメラ１００は、光学系１１０、ＣＣＤイメージセンサ１
２０、ＡＦＥ（アナログ・フロント・エンド）１２１、画像処理部１２２、バッファメモ
リ１２４、液晶モニタ１２３、タッチパネル１２５、コントローラ１３０、カードスロッ
ト１４１、メモリカード１４０、フラッシュメモリ１４２、操作ユニット１５０およびフ
ラッシュ１６０を備える。
【００１１】
　光学系１１０は、被写体像を形成する。光学系１１０は、フォーカスレンズ１１１、ズ
ームレンズ１１２、絞り１１３およびシャッタ１１４を有する。他の実施形態では、光学
系１１０は、光学式手ぶれ補正レンズＯＩＳ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ｓｔａｂｉ
ｌｉｚｅｒ）を含むものであってもよい。光学系１１０に含まれるレンズは、何枚のレン
ズから構成されるものであってもよいし、何群のレンズから構成されるものであってもよ
い。
【００１２】
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　フォーカスレンズ１１１は、被写体のフォーカス状態を調節する。ズームレンズ１１２
は、被写体の画角を調節する。絞り１１３は、ＣＣＤイメージセンサ１２０に入射する光
量を調節する。シャッタ１１４は、ＣＣＤイメージセンサ１２０に入射する光の露出時間
を調節する。フォーカスレンズ１１１、ズームレンズ１１２、絞り１１３およびシャッタ
１１４は、それぞれＤＣモータ又はステッピングモータ等の駆動ユニットにより、コント
ローラ１３０から指令される制御信号に従って駆動される。
【００１３】
　ＣＣＤイメージセンサ１２０は、光学系１１０により形成された被写体像を撮像する撮
像素子である。ＣＣＤイメージセンサ１２０は、被写体像を写すフレーム（コマ）の画像
データを生成する。
　ＡＦＥ（Ａｎａｌｏｇ　Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ）１２１は、ＣＣＤイメージセンサ１２０
により生成された画像データに対して各種処理を施す。具体的には、ＡＦＥ１２１は、相
関二重サンプリングによる雑音抑圧、アナログゲインコントローラによるＡ／Ｄコンバー
タの入力レンジ幅への増幅、Ａ／ＤコンバータによるＡ／Ｄ変換等の処理を施す。
【００１４】
　画像処理部１２２は、ＡＦＥ１２１により各種処理が施された画像データに対して各種
処理を施す。具体的には、画像処理部１２２は、スミア補正、ホワイトバランス補正、ガ
ンマ補正、ＹＣ変換処理、電子ズーム処理、圧縮処理等の処理を施す。画像処理部１２２
は、本実施形態では、プログラムを実行するマイクロコンピュータであるが、他の実施形
態では、ハードワイヤードな電子回路であってもよい。画像処理部１２２は、コントロー
ラ１３０等と一体的に構成されるものであってもよい。
【００１５】
　コントローラ１３０は、デジタルカメラ１００全体の動作を統括制御する。コントロー
ラ１３０は、ＲＯＭおよびＣＰＵ等により構成される。ＲＯＭには、ファイル制御、オー
トフォーカス制御（ＡＦ制御）、自動露出制御（ＡＥ制御）、フラッシュ１６０の発光制
御に関するプログラムの他、デジタルカメラ１００全体の動作を統括制御するためのプロ
グラムが格納されている。コントローラ１３０は、画像処理部１２２により各種処理が施
された画像データを静止画データ又は動画データとしてメモリカード１４０およびフラッ
シュメモリ１４２（以下、メモリカード１４０等）に記録する。コントローラ１３０は、
本実施形態では、プログラムを実行するマイクロコンピュータであるが、他の実施形態で
は、ハードワイヤードな電子回路であってもよい。コントローラ１３０は、画像処理部１
２２等と一体的に構成されるものであってもよい。
【００１６】
　液晶モニタ１２３は、スルー画像および記録画像等の画像を表示する。スルー画像およ
び記録画像は、画像処理部１２２により生成される。スルー画像は、デジタルカメラ１０
０が撮影モードに設定されている間、ＣＣＤイメージセンサ１２０により一定時間間隔で
連続的に生成される一連の画像データに基づく一連の画像である。ユーザは、液晶モニタ
１２３に表示されるスルー画像を参照することにより、被写体の構図を確認しながら撮影
することができる。記録画像は、メモリカード１４０等に記録されている静止画データ又
は動画データをデコード（伸張）することにより得られる画像である。記録画像は、デジ
タルカメラ１００が再生モードに設定されている時に、液晶モニタ１２３上に表示される
。他の実施形態では、液晶モニタ１２３の代わりに、有機ＥＬディスプレイや、プラズマ
ディスプレイ等、画像を表示可能な任意のディスプレイが使用され得る。
【００１７】
　タッチパネル１２５は、液晶モニタ１２３と協調しつつ、ユーザから操作を受け付ける
操作インターフェースである。タッチパネル１２５は、液晶モニタ１２３上に、液晶モニ
タ１２３に重なるような態様で配置されている。コントローラ１３０は、ユーザによりタ
ッチされたタッチパネル１２５上の領域（以下、タッチ領域）の座標を検出する。コント
ローラ１３０は、タッチパネル１２５上のタッチ領域に対応する液晶モニタ１２３上の領
域に表示されているオブジェクトを判断し、そのオブジェクトが選択されたことに対応す
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る所定の処理を実行する。例えば、コントローラ１３０は、液晶モニタ１２３に図５の撮
影待機画面Ｓ２が表示されている状態で、ユーザにより「Ｑメニュー」アイコンＩｍに対
応するタッチパネル１２５上の領域がタッチされたと判断すると、液晶モニタ１２３の表
示を図６（Ｂ）のクイック設定メニュー画面Ｓ４（後述される）に切り替える。
【００１８】
　バッファメモリ１２４は、画像処理部１２２およびコントローラ１３０のワークメモリ
として機能する揮発性の記憶媒体である。本実施形態では、バッファメモリ１２４は、Ｄ
ＲＡＭである。
　フラッシュメモリ１４２は、デジタルカメラ１００の内部メモリである。フラッシュメ
モリ１４２は、不揮発性の記録媒体である。フラッシュメモリ１４２は、カスタマイズ項
目登録領域１４２ａおよび現在値保持領域１４２ｂを有する。領域１４２ａ，１４２ｂの
詳細については、後述する。
【００１９】
　カードスロット１４１には、メモリカード１４０が着脱可能に挿入される。カードスロ
ット１４１は、メモリカード１４０と電気的及び機械的に接続される。
　メモリカード１４０は、デジタルカメラ１００の外部メモリである。メモリカード１４
０は、不揮発性の記録媒体である。
　操作ユニット１５０は、ユーザから操作を受け付ける操作インターフェースである。操
作ユニット１５０は、デジタルカメラ１００の外装に配置される操作釦や操作ダイヤル等
の総称である。操作ユニット１５０は、静止画レリーズ釦２０１、動画レリーズ釦２０６
、ズームレバー２０２、電源釦２０３、中央釦２０４、十字釦２０５、Ｑメニュー釦２０
８およびモード切替スイッチ２０７を含む。操作ユニット１５０は、ユーザから操作を受
け付けると、直ちに操作の内容を示す信号をコントローラ１３０に送信する。
【００２０】
　静止画レリーズ釦２０１は、静止画記録のタイミングを指示するための押下式釦である
。動画レリーズ釦２０６は、動画記録の開始／終了のタイミングを指示するための押下式
釦である。コントローラ１３０は、レリーズ釦２０１，２０６が押下されたタイミングに
合わせて静止画データ又は動画データを画像処理部１２２等に生成させ、メモリカード１
４０等内に格納する。
【００２１】
　ズームレバー２０２は、画角を広角端と望遠端との間で調節するためのレバーである。
コントローラ１３０は、ズームレバー２０２に対するユーザの操作に応じて、ズームレン
ズ１１２を駆動する。
　電源釦２０３は、デジタルカメラ１００の各部への電力供給のＯＮとＯＦＦとを切り替
えるための押下式釦である。
【００２２】
　中央釦２０４および十字釦２０５は、押下式釦である。ユーザは、中央釦２０４および
十字釦２０５を操作することにより、液晶モニタ１２３に様々な設定画面（後述する設定
メニュー画面Ｓ１およびクイック設定メニュー画面Ｓ４を含む）を表示し、設定画面上で
様々な撮影条件および再生条件に関する設定項目の値を設定することができる。
　Ｑメニュー釦２０８は、クイック設定メニュー画面Ｓ４に遷移するための釦である。コ
ントローラ１３０は、ユーザによりＱメニュー釦２０８が押されると、液晶モニタ１２３
にクイック設定メニュー画面Ｓ４を表示させる。
　モード切替スイッチ２０７は、デジタルカメラ１００を撮影モードおよび再生モードに
切り替えるための押下式釦である。
【００２３】
　〔１－２．設定メニュー画面〕
　ユーザが操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５に対し所定の操作を行
うと、液晶モニタ１２３に図４に示す設定メニュー画面Ｓ１（設定画面の一例）が表示さ
れる。ここでいう所定の操作とは、例えば、液晶モニタ１２３に図５に示す撮影待機画面



(7) JP 5833822 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

Ｓ２が表示されている時に、中央釦２０４を押下する操作である。しかしながら、操作ユ
ニット１５０および／またはタッチパネル１２５に対する他の操作によっても、設定メニ
ュー画面Ｓ１に遷移することができるものとする。
【００２４】
　設定メニュー画面Ｓ１は、デジタルカメラ１００の撮影条件に関する複数の設定項目の
それぞれの現在値の設定を受け付ける画面である。本実施形態に係る撮影条件に関する設
定項目には、「画像横縦比」「記録画素数」「クオリティ」「個人認証」「フォーカスモ
ード」「動画撮影モード／画質設定」「ホワイトバランス」「フラッシュ」「絞り」「シ
ャッタースピード」「露出補正」「オートブラケット」等が含まれる。しかしながら、他
の実施形態に係る設定項目は、このような例に限定されない。
【００２５】
　図４に示す設定メニュー画面Ｓ１は、デジタルカメラ１００の撮影条件に関する複数の
設定項目にそれぞれ対応する複数のオブジェクトＯ１を一覧表示する画面である。オブジ
ェクトＯ１は、文字部分Ｏ１ｌおよび図形部分Ｏ１ｐを含む。オブジェクトＯ１の文字部
分Ｏ１ｌは、そのオブジェクトＯ１に対応する設定項目の項目名を文字により示す。オブ
ジェクトＯ１の図形部分Ｏ１ｐは、そのオブジェクトＯ１に対応する設定項目の項目名又
は現在値を図形等により模式的に示す。コントローラ１３０は、必要に応じてオブジェク
トＯ１の図形部分Ｏ１ｐを、そのオブジェクトＯ１に対応する設定項目の現在値を示す形
状にする。設定項目の現在値は、現在値保持領域１４２ｂを参照することにより判断され
る。現在値保持領域１４２ｂは、デジタルカメラ１００の設定項目の現在値を保持する記
憶領域である。従って、オブジェクトＯ１は、主としてそのオブジェクトＯ１に対応する
設定項目の種類を示す。具体的には、本実施形態の「フォーカスモード」に対応するオブ
ジェクトＯ１は、「Ｆｕｃｕｓ」の文字の図案を含む図形部分Ｏ１ｐと、「フォーカスモ
ード」の文字を含む文字部分Ｏ１ｌとを左右に並べた形状を有する。
【００２６】
　ユーザは、操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５に対し所定の操作を
行うことにより、設定メニュー画面Ｓ１上のオブジェクトＯ１の一覧の中から、特定のオ
ブジェクトＯ１を選択することができる。設定メニュー画面Ｓ１上では、特定のオブジェ
クトＯ１が選択されている状態では、そのオブジェクトＯ１の右側付近に、そのオブジェ
クトＯ１に対応する設定項目の複数の候補値にそれぞれ対応する複数のオブジェクトＯ１
ｏが一覧表示される。オブジェクトＯ１ｏは、そのオブジェクトＯ１ｏに対応する候補値
を文字により示す。具体的には、本実施形態の「フォーカスモード」の候補値に対応する
オブジェクトＯ１ｏには、それぞれ「ＡＦＳ」「ＡＦＣ」「ＭＦ」の文字を含む３つのオ
ブジェクトが含まれる。
【００２７】
　ユーザは、操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５に対し所定の操作を
行うことにより、設定メニュー画面Ｓ１上のオブジェクトＯ１ｏの一覧の中から、特定の
オブジェクトＯ１ｏを選択することができる。特定のオブジェクトＯ１ｏが選択されると
、そのオブジェクトＯ１ｏに対応する候補値が、現在選択されているオブジェクトＯ１に
対応する設定項目の現在値として、現在値保持領域１４２ｂに登録される。
【００２８】
　なお、他の実施形態では、オブジェクトＯ１およびオブジェクトＯ１ｏの形状は、上述
したものに限定されず、任意の形状とされ得る。例えば、オブジェクトＯ１は、文字部分
Ｏ１ｌのみを含むものであっても、図形部分Ｏ１ｐのみを含むものであってもよい。オブ
ジェクトＯ１ｏは、文字および図形の両方を含むものであってもよいし、図形のみを含む
ものであってもよい。
【００２９】
　〔１－３．クイック設定メニュー画面〕
　ユーザが操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５に対し所定の操作を行
うと、デジタルカメラ１００が撮影モードに遷移する。ここでいう所定の操作とは、例え
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ば、モード切替スイッチ２０７を撮影モード側にスイッチする操作である。しかしながら
、操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５に対する他の操作によっても、
撮影モードに遷移することができるものとする。デジタルカメラ１００が撮影モードに設
定されている間、液晶モニタ１２３には、図５に示す撮影待機画面Ｓ２が表示される。撮
影待機画面Ｓ２上には、「Ｑメニュー」アイコンＩｍが配置されている。
【００３０】
　ユーザが操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５を操作することにより
、撮影待機画面Ｓ２上の「Ｑメニュー」アイコンＩｍを選択すると、液晶モニタ１２３に
は、図６（Ａ）に示すテンポラリ画面Ｓ３又は図８に示すエラー画面Ｓ５が表示される。
具体的には、「Ｑメニュー」アイコンＩｍが選択されると、コントローラ１３０は、カス
タマイズ項目登録領域１４２ａを参照することにより、カスタマイズ項目の数を判断する
。カスタマイズ項目の数が０であると判断される場合には、コントローラ１３０は、液晶
モニタ１２３にエラー画面Ｓ５を表示させる。一方、カスタマイズ項目の数が１以上であ
ると判断される場合には、コントローラ１３０は、液晶モニタ１２３にテンポラリ画面Ｓ
３を所定の時間（例えば、０．３秒間）表示させ、その後、図６（Ｂ）のクイック設定メ
ニュー画面Ｓ４（カスタマイズ設定画面の一例）を表示させる。
【００３１】
　カスタマイズ項目とは、デジタルカメラ１００の撮影条件に関する複数の設定項目の中
から、後述するクイックカスタマイズ画面Ｓ６上でユーザが選択した設定項目である。ク
イックカスタマイズ画面Ｓ６上でユーザが選択した設定項目は、カスタマイズ項目として
、カスタマイズ項目登録領域１４２ａに登録される。カスタマイズ項目登録領域１４２ａ
は、０又は１以上のカスタマイズ項目を特定する情報を記憶する領域である。本実施形態
では、カスタマイズ項目の数には、上限値が定められていない。しかしながら、他の実施
形態では、カスタマイズ項目の数に、１又は複数の所定の上限値が定められていてもよい
。
【００３２】
　クイック設定メニュー画面Ｓ４は、デジタルカメラ１００の撮影条件に関する複数の設
定項目のうち、カスタマイズ項目のみの現在値の設定を受け付ける画面である。クイック
設定メニュー画面Ｓ４は、項目名エリアＡ１、カスタマイズ項目一覧エリアＡ２および候
補値一覧エリアＡ３を同時に表示する。
　カスタマイズ項目一覧エリアＡ２は、１以上の全てのカスタマイズ項目にそれぞれ対応
する１以上のオブジェクトＯ４ｃを一覧表示するエリアである。カスタマイズ項目一覧エ
リアＡ２内では、同時に表示可能なオブジェクトＯ４ｃの数は有限（本実施形態では、最
大５つ）である。従って、図６（Ｂ）に示すように、カスタマイズ項目一覧エリアＡ２に
は、左右を向いた矢印のオブジェクトが配置されている。ユーザは、操作ユニット１５０
および／またはタッチパネル１２５を介して矢印のオブジェクトを選択することにより、
カスタマイズ項目一覧エリアＡ２内のオブジェクトＯ４ｃの列を左右にスクロールさせる
ことができる。その結果、ユーザは、カスタマイズ項目一覧エリアＡ２内に、全てのカス
タマイズ項目に対応するオブジェクトＯ４ｃを表示させることができる。
【００３３】
　オブジェクトＯ４ｃは、そのオブジェクトＯ４ｃに対応するカスタマイズ項目の種類又
は現在値を図形等により模式的に示すアイコンである。従って、ユーザは、オブジェクト
Ｏ４ｃを一目見るだけで、直感的にそのオブジェクトＯ４ｃに対応するカスタマイズ項目
の種類又は現在値を把握することができる。オブジェクトＯ４ｃがカスタマイズ項目の種
類又は現在値のいずれを示すのかは、オブジェクトＯ４ｃに対応するカスタマイズ項目の
種類による。図６（Ｂ）に示す一番左のオブジェクトＯ４ｃの例では、「画像横縦比／記
録画素数」の現在値である「１６：９／Ｌ」を示している。
【００３４】
　上記のとおり、カスタマイズ項目一覧エリアＡ２内には、カスタマイズ項目の現在値を
示すオブジェクトＯ４ｃが一覧表示され得る。従って、カスタマイズ項目一覧エリアＡ２
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は、カスタマイズ項目の現在値の一覧表示エリアとしても機能し得る。
　ユーザは、操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５に対し所定の操作を
行うことにより、カスタマイズ項目一覧エリアＡ２内の１以上のオブジェクトＯ４ｃの中
から、特定のオブジェクトＯ１ｏを選択することができる。カスタマイズ項目一覧エリア
Ａ２内では、現在選択されているオブジェクトＯ４ｃ（以下、選択オブジェクトＯ４ｃｓ
）と、その他のオブジェクトＯ４ｃ（以下、非選択オブジェクトＯ４ｃｎ）とは、異なる
色調で表示される。本実施形態では、選択オブジェクトＯ４ｃｓは、特定の配色（例えば
、黄色と黒等）によるベタ塗りの色調であるが、非選択オブジェクトＯ４ｃｎは、別の特
定の配色（例えば、白と黒等）がされ、透過度が高く、背景が透けて見える色調である。
【００３５】
　項目名エリアＡ１は、選択オブジェクトＯ４ｃｓに対応するカスタマイズ項目の項目名
を文字により示すエリアである。従って、項目名エリアＡ１は、選択オブジェクトＯ４ｃ
ｓに対応するカスタマイズ項目の種類を示す。
　候補値一覧エリアＡ３は、選択オブジェクトＯ４ｃｓに対応するカスタマイズ項目の複
数の候補値にそれぞれ対応する複数のオブジェクトＯ４ｏを一覧表示するエリアである。
オブジェクトＯ４ｏは、そのオブジェクトＯ４ｏに対応する候補値を図形等により模式的
に示すアイコンである。従って、ユーザは、オブジェクトＯ４ｏを一目見るだけで、直感
的にそのオブジェクトＯ４ｏに対応する候補値を把握することができる。
【００３６】
　候補値一覧エリアＡ３内では、１のオブジェクトＯ４ｏが選択されている状態となる。
候補値一覧エリアＡ３内では、現在選択されているオブジェクトＯ４ｏ（以下、選択オブ
ジェクトＯ４ｏｓ）と、その他のオブジェクトＯ４ｏ（以下、非選択オブジェクトＯ４ｏ
ｎ）とは、異なる色調で表示される。本実施形態では、選択オブジェクトＯ４ｏｓは、特
定の配色（例えば、黄色と黒等）によるベタ塗りの色調であるが、非選択オブジェクトＯ
４ｏｎは、別の特定の配色（例えば、白と黒等）がされ、透過度が高く、背景が透けて見
える色調である。テンポラリ画面Ｓ３からクイック設定メニュー画面Ｓ４に遷移した直後
の選択オブジェクトＯ４ｏｓは、選択オブジェクトＯ４ｃｓに対応するカスタマイズ項目
の現在値を示す。
【００３７】
　ユーザは、操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５に対し所定の操作を
行うことにより、候補値一覧エリアＡ３内の非選択オブジェクトＯ４ｏｎのいずれかを選
択することができる。ユーザにより非選択オブジェクトＯ４ｏｎのいずれかが選択される
と、選択された非選択オブジェクトＯ４ｏｎと選択オブジェクトＯ４ｏｓとが入れ替わる
。その結果、選択オブジェクトＯ４ｃｓに対応するカスタマイズ項目の現在値が、新たな
選択オブジェクトＯ４ｏｓに対応する候補値に変更される。コントローラ１３０は、選択
オブジェクトＯ４ｃｓに対応するカスタマイズ項目の現在値の変更を、現在値保持領域１
４２ｂに登録する。
【００３８】
　また、ユーザは、操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５に対し所定の
操作を行うことにより、カスタマイズ項目一覧エリアＡ２内の非選択オブジェクトＯ４ｃ
ｎのいずれかを選択することができる。ユーザにより非選択オブジェクトＯ４ｃｎのいず
れかが選択されると、選択された非選択オブジェクトＯ４ｃｎと選択オブジェクトＯ４ｃ
ｓとが入れ替わる。その結果、候補値一覧エリアＡ３内では、新たな選択オブジェクトＯ
４ｃｓに対応するカスタマイズ項目の候補値が一覧表示される。例えば、図６（Ｂ）に示
すクイック設定メニュー画面Ｓ４上の「動画撮影モード／画質設定」に対応する非選択オ
ブジェクトＯ４ｃｎが選択されると、図７に示すクイック設定メニュー画面Ｓ４に遷移す
る。
【００３９】
　上記のとおり、オブジェクトＯ４ｃには、カスタマイズ項目の種類を示すものと、現在
値を示すものとがある。図９（Ａ）～図９（Ｄ）のクイック設定メニュー画面Ｓ４は、選
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択オブジェクトＯ４ｃｓがカスタマイズ項目の現在値を示す場合の例である。図１０（Ａ
）～図１０（Ｄ）のクイック設定メニュー画面Ｓ４は、選択オブジェクトＯ４ｃｓがカス
タマイズ項目の種類を示す場合の例である。図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）の「絞り」「シ
ャッタースピード」「露出補正」のような設定項目の値は、アナログに変化する、又はデ
ジタルに小刻みに変化する。従って、このようなタイプの設定項目は、図６（Ｂ）、図７
および図９（Ａ）～図９（Ｄ）の例のように、候補値一覧エリアＡ３内に全ての候補値の
オブジェクトＯ４ｏを一覧表示するのには適さない。従って、このようなタイプの設定項
目については、候補値一覧エリアＡ３内に、候補値のオブジェクトＯ４ｏの一覧の代わり
に、メータが表示される。ユーザは、操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１
２５を介してメータのバーを移動させることにより、設定項目の現在値をアナログに変化
させる、又は小刻みにデジタルに変化させることができる。なお、図１０（Ｄ）の「オー
トブラケット」の例では、候補値一覧エリアＡ３内に、候補値のオブジェクトＯ４ｏに加
え、メータが表示される。本実施形態では、「オートブラケット」のメータは、非アクテ
ィブである。言い換えると、「オートブラケット」のメータは、「オートブラケット」の
候補値の意味をユーザが直感的に理解できるように表示するものである。つまり、ユーザ
は、操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５を介してメータのバーを移動
させることはできない。しかし、他の実施形態では、「オートブラケット」のメータは、
アクティブであってもよい。言い換えると、ユーザが操作ユニット１５０および／または
タッチパネル１２５を介してメータのバーを移動させることにより、「オートブラケット
」の現在値をアナログに変化させる、又は小刻みにデジタルに変化させることができるよ
うになっていてもよい。
【００４０】
　図６（Ａ）のテンポラリ画面Ｓ３は、図６（Ｂ）のクイック設定メニュー画面Ｓ４から
、候補値一覧エリアＡ３を省略した画面である。テンポラリ画面Ｓ３は、クイック設定メ
ニュー画面Ｓ４に遷移する直前の僅かな時間だけ表示される。従って、ユーザは、カスタ
マイズ項目一覧エリアＡ２内のカスタマイズ項目の一覧を見た後、僅かな時間遅れて、候
補値一覧エリアＡ３内のカスタマイズ項目の候補値の一覧を見ることになる。その結果、
ユーザは、候補値一覧エリアＡ３内に表示されるオブジェクトＯ４ｏがカスタマイズ項目
一覧エリアＡ２内に表示されるオブジェクトＯ４ｃの下位概念であること（オブジェクト
Ｏ４ｏとオブジェクトＯ４ｃとが従属関係にあること）を直感的に理解することができる
。
【００４１】
　テンポラリ画面Ｓ３およびクイック設定メニュー画面Ｓ４の左下には、「Ｑカスタマイ
ズ」アイコンＩｃが配置されている。ユーザは、操作ユニット１５０および／またはタッ
チパネル１２５に対し所定の操作を行うことにより、画面Ｓ３，Ｓ４上の「Ｑカスタマイ
ズ」アイコンＩｃを選択することができる。「Ｑカスタマイズ」アイコンＩｃが選択され
ると、コントローラ１３０は、液晶モニタ１２３に後述するクイックカスタマイズ画面Ｓ
６を表示させる。
【００４２】
　図８に示すエラー画面Ｓ５は、上記のとおり、撮影待機画面Ｓ２上の「Ｑメニュー」ア
イコンＩｍが選択された時にカスタマイズ項目の数が０である場合に表示される画面であ
る。エラー画面Ｓ５は、ユーザにカスタマイズ項目の選択を促すメッセージを表示する。
エラー画面Ｓ５上には、「Ｑカスタマイズ」アイコンＩｃが配置されている。ユーザは、
操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１２５に対し所定の操作を行うことによ
り、画面Ｓ５上の「Ｑカスタマイズ」アイコンＩｃを選択することができる。「Ｑカスタ
マイズ」アイコンＩｃが選択されると、コントローラ１３０は、液晶モニタ１２３に後述
するクイックカスタマイズ画面Ｓ６を表示させる。従って、カスタマイズ項目の選択を促
すメッセージを見たユーザは、「Ｑカスタマイズ」アイコンＩｃを選択することにより、
直ちに液晶モニタ１２３にクイックカスタマイズ画面Ｓ６を表示させることができる。ク
イックカスタマイズ画面Ｓ６は、デジタルカメラ１００の撮影条件に関する複数の設定項
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目の中からのカスタマイズ項目の選択をユーザから受け付ける画面である。
【００４３】
　クイック設定メニュー画面Ｓ４は、コントローラ１３０により作成される。画面Ｓ４の
表示が命じられると、コントローラ１３０は、カスタマイズ項目登録領域１４２ａを参照
することにより、カスタマイズ項目を特定する。続いて、コントローラ１３０は、特定し
たカスタマイズ項目に対応するオブジェクトＯ４ｃをカスタマイズ項目一覧エリアＡ２内
に配置する。コントローラ１３０は、現在値保持領域１４２ｂを参照することにより、必
要に応じてオブジェクトＯ４ｃの形状をそのオブジェクトＯ４ｃに対応するカスタマイズ
項目の現在値に応じた形状とする。同時に、コントローラ１３０は、選択オブジェクトＯ
４ｃｓに対応するカスタマイズ項目の候補値にそれぞれ対応するオブジェクトＯ４ｏを候
補値一覧エリアＡ３内に配置する。
【００４４】
　〔１－４．クイックカスタマイズ画面〕
　上記のとおり、画面Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５上の「Ｑカスタマイズ」アイコンＩｃが選択され
ることにより、液晶モニタ１２３にクイックカスタマイズ画面Ｓ６（カスタマイズ画面の
一例）が表示される。しかしながら、操作ユニット１５０および／またはタッチパネル１
２５に対する他の操作によっても、クイックカスタマイズ画面Ｓ６を表示することができ
る。
【００４５】
　図１１の（ａ）に示すように、クイックカスタマイズ画面Ｓ６に遷移した直後の数秒間
（例えば、３秒間、５秒間など）、メッセージウィンドウＷ１がクイックカスタマイズ画
面Ｓ６に重なるように表示され、その後、消える。メッセージウィンドウＷ１は、カスタ
マイズ項目の追加および削除の操作の方法をガイダンスするメッセージを表示する。なお
、本実施形態では、メッセージウィンドウＷ１は、自動的に消えるものとしたが、他の実
施形態では、所定の操作がされることを条件に消えるものとしてもよい。
【００４６】
　図１１の（ｂ）に示すように、クイックカスタマイズ画面Ｓ６は、設定項目エリアＡ４
（設定項目エリアの一例）およびカスタマイズ項目エリアＡ５（カスタマイズ項目エリア
の一例）を同時に表示する。設定項目エリアＡ４は、デジタルカメラ１００の撮影条件に
関する複数の設定項目にそれぞれ対応する複数のオブジェクトＯ６ｏ（設定項目エリアに
配置されるオブジェクトの一例）を配置可能なエリアである。言い換えると、設定項目エ
リアＡ４は、デジタルカメラ１００の撮影条件に関する複数の設定項目にそれぞれ対応す
る複数のオブジェクトＯ６ｏを一覧表示するエリアである。カスタマイズ項目エリアＡ５
は、デジタルカメラ１００の撮影条件に関する複数の設定項目の中からユーザが選択した
１以上のカスタマイズ項目にそれぞれ対応する１以上のオブジェクトＯ６ｃ（カスタマイ
ズ項目エリアに配置されるオブジェクトの一例）を配置可能なエリアである。言い換える
と、カスタマイズ項目エリアＡ５は、１以上のカスタマイズ項目にそれぞれ対応する１以
上のオブジェクトＯ６ｃを一覧表示するエリアである。
【００４７】
　図１１の（ｃ）～（ｆ）に示すように、ユーザは、カスタマイズ項目を追加又は削除し
たい場合には、タッチパネル１２５に対しカスタマイズ操作を行うことにより、カスタマ
イズ項目エリアＡ５をカスタマイズする。
　具体的には、カスタマイズ項目を追加する場合のカスタマイズ操作とは、設定項目エリ
アＡ４に配置されている、カスタマイズ項目として追加しようとする設定項目に対応する
オブジェクトＯ６ｏを、カスタマイズ項目エリアＡ５の任意の空き領域Ｅ１へドラッグ・
アンド・ドロップする操作である（図１１の（ｃ）および（ｄ）参照）。空き領域Ｅ１は
、オブジェクトＯ６ｃが配置されていないカスタマイズ項目エリアＡ５内の領域であって
、オブジェクトＯ６ｏ，Ｏ６ｃと略同等のサイズを有する領域である。オブジェクトＯ６
ｏと、オブジェクトＯ６ｃとは、略同等のサイズを有する。コントローラ１３０は、カス
タマイズ操作により設定項目エリアＡ４からカスタマイズ項目エリアＡ５へ移動したオブ
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ジェクトＯ６ｏに対応する設定項目を特定する情報を、カスタマイズ項目を特定する情報
としてカスタマイズ項目登録領域１４２ａに記憶させる。
【００４８】
　設定項目エリアＡ４内では、カスタマイズ項目として登録済みの設定項目に対応するオ
ブジェクトＯ６ｏは、ユーザが選択できないようにグレーアウト表示される（図１１の（
ｄ）参照）。
　一方、カスタマイズ項目を削除する場合のカスタマイズ操作とは、カスタマイズ項目エ
リアＡ５に配置されている、削除しようとするカスタマイズ項目に対応するオブジェクト
Ｏ６ｃを、設定項目エリアＡ４内の任意の場所へドラッグ・アンド・ドロップする操作で
ある（図１１の（ｅ）および（ｆ）参照）。カスタマイズ項目エリアＡ５内のオブジェク
トＯ６ｃが選択されると、設定項目エリアＡ４に重なるように、ドロップ先を誘導するメ
ッセージウィンドウＷ２が表示される。従って、ユーザは、ドラッグしたオブジェクトＯ
６ｃの移動先に迷うことがない。コントローラ１３０は、カスタマイズ操作によりカスタ
マイズ項目エリアＡ５から設定項目エリアＡ４へ移動したオブジェクトＯ６ｃに対応する
カスタマイズ項目を特定する情報を、カスタマイズ項目登録領域１４２ａから削除する。
【００４９】
　カスタマイズ項目エリアＡ５内の、削除されたカスタマイズ項目に対応するオブジェク
トＯ６ｃが配置されていた領域は、空き領域Ｅ１となる（図１１の（ｆ）参照）。また、
設定項目エリアＡ４内では、削除されたカスタマイズ項目（設定項目）に対応するオブジ
ェクトＯ６ｏのグレーアウト表示が解除される。
　なお、カスタマイズ操作は、操作ユニット１５０に対しても行うことができる。従って
、ユーザは、タッチパネル１２５に対し所定の操作を行う場合だけでなく、操作ユニット
１５０に対し所定の操作を行う場合にも、設定項目エリアＡ４又はカスタマイズ項目エリ
アＡ５に配置されているオブジェクトＯ６ｏ，Ｏ６ｃを選択し、それぞれカスタマイズ項
目エリアＡ５又は設定項目エリアＡ４へ移動することができる。
【００５０】
　本実施形態では、カスタマイズ項目の数には、上限値が定められていない。また、カス
タマイズ項目エリアＡ５内では、同時に表示可能なオブジェクトＯ６ｃの数は有限（本実
施形態では、最大５つ）である。従って、図１１に示すように、カスタマイズ項目エリア
Ａ５には、左右を向いた矢印のオブジェクトが配置されている。ユーザは、操作ユニット
１５０および／またはタッチパネル１２５を介して矢印のオブジェクトを選択することに
より、カスタマイズ項目エリアＡ５内のオブジェクトＯ６ｃの列を左右にスクロールさせ
ることができる。その結果、ユーザは、カスタマイズ項目エリアＡ５内に、全てのカスタ
マイズ項目に対応するオブジェクトＯ６ｃを表示させることができる。
【００５１】
　また、設定項目エリアＡ４内では、同時に表示可能なオブジェクトＯ６ｏの数は有限（
本実施形態では、最大８つ）である。従って、図１１に示すように、設定項目エリアＡ４
には、左右を向いた矢印のオブジェクトが配置されている。ユーザは、操作ユニット１５
０および／またはタッチパネル１２５を介して矢印のオブジェクトを選択することにより
、設定項目エリアＡ４内のオブジェクトＯ６ｏの列を左右にスクロールさせることができ
る。その結果、ユーザは、設定項目エリアＡ４内に、デジタルカメラ１００の撮影条件に
関する全ての設定項目に対応するオブジェクトＯ６ｃを表示させることができる。
【００５２】
　オブジェクトＯ６ｃ，Ｏ６ｏは、そのオブジェクトＯ６ｃ，Ｏ６ｏに対応する設定項目
の種類又は現在値を図形等により模式的に示すアイコンである。従って、ユーザは、オブ
ジェクトＯ６ｃ，Ｏ６ｏを一目見るだけで、直感的にそのオブジェクトＯ６ｃ，Ｏ６ｏに
対応する設定項目の種類又は現在値を把握することができる。オブジェクトＯ６ｃ，Ｏ６
ｏが設定項目の種類又は現在値のいずれを示すのかは、オブジェクトＯ６ｃ，Ｏ６ｏに対
応する設定項目の種類による。オブジェクトＯ６ｃ，Ｏ６ｏは、同じ設定項目に対応する
オブジェクトＯ４ｃと同じ外観を有する。従って、設定項目エリアＡ４内には、設定項目
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の現在値を示す外観を有するオブジェクトＯ６ｏと、設定項目の種類を示す外観を有する
オブジェクトＯ６ｏとが配置される。また、カスタマイズ項目エリアＡ５内には、どのよ
うな種類のカスタマイズ項目が登録されているのかに応じて、カスタマイズ項目の現在値
を示す外観を有するオブジェクトＯ６ｃ、および／又はカスタマイズ項目の種類を示す外
観を有するオブジェクトＯ６ｃが配置される。
【００５３】
　上記のとおり、カスタマイズ項目エリアＡ５内には、カスタマイズ項目の現在値を示す
オブジェクトＯ６ｃが一覧表示され得る。従って、カスタマイズ項目エリアＡ５は、カス
タマイズ項目の現在値の一覧表示エリアとしても機能し得る。
　クイックカスタマイズ画面Ｓ６は、コントローラ１３０により作成される。画面Ｓ６の
表示が命じられると、コントローラ１３０は、カスタマイズ項目登録領域１４２ａを参照
することにより、カスタマイズ項目を特定する。続いて、コントローラ１３０は、特定し
たカスタマイズ項目に対応するオブジェクトＯ６ｃをカスタマイズ項目エリアＡ５内に配
置する。コントローラ１３０は、現在値保持領域１４２ｂを参照することにより、必要に
応じてオブジェクトＯ６ｃの形状をそのオブジェクトＯ６ｃに対応するカスタマイズ項目
の現在値に応じた形状とする。同時に、コントローラ１３０は、カスタマイズ項目として
特定されなかった設定項目に対応するオブジェクトＯ６ｏを設定項目エリアＡ４内に配置
する。コントローラ１３０は、現在値保持領域１４２ｂを参照することにより、必要に応
じてオブジェクトＯ６ｏの形状をそのオブジェクトＯ６ｏに対応する設定項目の現在値に
応じた形状とする。
【００５４】
　〔２．第２実施形態〕
　以下、図１２～図１８を参照しつつ、第２実施形態に係るデジタルカメラ２００（電子
機器の一例）について説明する。ここでは、第１実施形態に係るデジタルカメラ１００と
の差異を中心として、デジタルカメラ２００について説明する。第１実施形態と第２実施
形態とで共通する要素には、同じ符号を付して説明を省略する。
【００５５】
　図１３に示されるように、デジタルカメラ２００は、デジタルカメラ１００と比較する
と、中央釦２０４、十字釦２０５およびＱメニュー釦２０８が省略されている。デジタル
カメラ２００では、デジタルカメラ１００と比較すると、撮影待機画面Ｓ２の代わりに、
類似の機能を有する撮影待機画面Ｓ１１が表示され、設定メニュー画面Ｓ１の代わりに、
類似の機能を有する設定メニュー画面Ｓ１３が表示され、クイック設定メニュー画面Ｓ４
の代わりに、類似の機能を有するクイック設定メニュー画面Ｓ１５が表示され、クイック
カスタマイズ画面Ｓ６の代わりに、類似の機能を有するクイックカスタマイズ画面Ｓ１４
が表示される。
【００５６】
　〔２－１．設定メニュー画面〕
　ユーザがタッチパネル１２５に対し所定の操作を行うと、デジタルカメラ２００が撮影
モードに遷移する。デジタルカメラ２００が撮影モードに設定されている間、液晶モニタ
１２３には、図１５の（ａ）に示す撮影待機画面Ｓ１１が表示される。撮影待機画面Ｓ１
１には、「メニュー」アイコンＩａが配置されている。ユーザがタッチパネル１２５を介
し「メニュー」アイコンＩａを選択すると、図１５の（ｂ）に示す画面Ｓ１２に遷移する
。ユーザがタッチパネル１２５を介し画面Ｓ１２上の「撮影」アイコンＩｂを選択すると
、図１５の（ｃ）に示す設定メニュー画面Ｓ１３（設定画面の一例）に遷移する。
【００５７】
　設定メニュー画面Ｓ１３は、デジタルカメラ２００の撮影条件に関する複数の設定項目
のそれぞれの現在値の設定を受け付ける画面である。設定メニュー画面Ｓ１３は、項目名
エリアＡ１１、設定項目一覧エリアＡ１２、候補値一覧エリアＡ１３およびメッセージエ
リアＡ１４を表示する。
　設定項目一覧エリアＡ１２は、デジタルカメラ２００の撮影条件に関する複数の設定項
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目にそれぞれ対応する複数のオブジェクトＯ１１を一覧表示するエリアである。オブジェ
クトＯ１１は、そのオブジェクトＯ１１に対応する設定項目の種類又は現在値を図形等に
より模式的に示すアイコンである。コントローラ１３０は、オブジェクトＯ１１を、その
オブジェクトＯ１１に対応する設定項目の種類又は現在値を示す形状にする。
【００５８】
　図１５の（ｃ）および（ｄ）に示すように、ユーザがタッチパネル１２５を介し設定項
目一覧エリアＡ１２内の特定のオブジェクトＯ１１を選択すると、候補値一覧エリアＡ１
３およびメッセージエリアＡ１４が表示される。候補値一覧エリアＡ１３内では、現在選
択されているオブジェクトＯ１１に対応する設定項目の複数の候補値にそれぞれ対応する
複数のオブジェクトＯ１２が一覧表示される。候補値一覧エリアＡ１３内では、現在値に
対応するオブジェクトＯ１２と、その他のオブジェクトＯ１２とが異なる色調で表示され
る。メッセージエリアＡ１４は、現在選択されているオブジェクトＯ１１に対応する設定
項目の説明と、現在選択されているオブジェクトＯ１２に対応する候補値の説明とを表示
する。
【００５９】
　図１５の（ｄ）および（ｅ）に示すように、ユーザがタッチパネル１２５を介し候補値
一覧エリアＡ１３内の現在値に対応するオブジェクトＯ１２以外のオブジェクトＯ１２を
選択すると、メッセージエリアＡ１４内に表示される説明が、選択されたオブジェクトＯ
１２に対応する候補値に合うように変更される。ユーザがタッチパネル１２５を介し再度
同じオブジェクトＯ１２を選択すると、選択されたオブジェクトＯ１２に対応する候補値
が、現在選択されているオブジェクトＯ１１に対応する設定項目の現在値となる。コント
ローラ１３０は、現在選択されているオブジェクトＯ１１に対応する設定項目の現在値の
変更を、現在値保持領域１４２ｂに登録する。同時に、図１５の（ｆ）に示すように、設
定メニュー画面Ｓ１３から、候補値一覧エリアＡ１３およびメッセージエリアＡ１４が消
える。
【００６０】
　上記のとおり、本実施形態では、候補値一覧エリアＡ１３内のオブジェクトＯ１２が２
度押しされることにより、現在値がそのオブジェクトＯ１２に対応する候補値に変更され
る。しかし、現在値の変更操作の態様は、上記態様に限定されない。例えば、ユーザがタ
ッチパネル１２５を介し候補値一覧エリアＡ１３内のオブジェクトＯ１２を押している間
、メッセージエリアＡ１４内にそのオブジェクトＯ１２に対応する候補値の説明が表示さ
れ、ユーザがそのオブジェクトＯ１２の押圧を解除すると、現在値がそのオブジェクトＯ
１２に対応する候補値に変更されるようにしてもよい。さらに、本変形例において、ユー
ザがあるオブジェクトＯ１２（以下、仮選択オブジェクトＯ１２）の押圧状態からその隣
のオブジェクトＯ１２に指を滑らすようにして、その隣のオブジェクトＯ１２を選択した
場合には、メッセージエリアＡ１４内には押圧されているその隣のオブジェクトO１２に
対応する候補値の説明が表示され、その隣のオブジェクトO１２の押圧を解除すると、現
在値がその隣のオブジェクトO１２に対応する候補値に変更されるようにしてもよい。
【００６１】
　〔２－２．クイックカスタマイズ画面〕
　設定メニュー画面Ｓ１３には、「カスタマイズ」アイコンＩｄが配置されている。ユー
ザがタッチパネル１２５を介し設定メニュー画面Ｓ１３上の「カスタマイズ」アイコンＩ
ｄを選択すると、図１６の（ａ）のクイックカスタマイズ画面Ｓ１４（カスタマイズ設定
画面の一例）に遷移する。クイックカスタマイズ画面Ｓ１４は、デジタルカメラ２００の
撮影条件に関する複数の設定項目の中からのカスタマイズ項目の選択をユーザから受け付
ける画面である。
【００６２】
　図１６に示すように、クイックカスタマイズ画面Ｓ１４は、設定項目エリアＡ２２（設
定項目エリアの一例）、カスタマイズ項目エリアＡ２１（カスタマイズ項目エリアの一例
）およびメッセージエリアＡ２３を同時に表示する。設定項目エリアＡ２２は、デジタル
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カメラ２００の撮影条件に関する複数の設定項目にそれぞれ対応する複数のオブジェクト
Ｏ２１（設定項目エリアに配置されるオブジェクトの一例）を配置可能なエリアである。
言い換えると、設定項目エリアＡ２２は、デジタルカメラ２００の撮影条件に関する複数
の設定項目にそれぞれ対応する複数のオブジェクトＯ２１を一覧表示するエリアである。
カスタマイズ項目エリアＡ２１は、デジタルカメラ２００の撮影条件に関する複数の設定
項目の中からユーザが選択した１以上のカスタマイズ項目にそれぞれ対応する１以上のオ
ブジェクトＯ２２（カスタマイズ項目エリアに配置されるオブジェクトの一例）を配置可
能なエリアである。言い換えると、カスタマイズ項目エリアＡ２１は、１以上のカスタマ
イズ項目にそれぞれ対応する１以上のオブジェクトＯ２２を一覧表示するエリアである。
本実施形態では、カスタマイズ項目の数には、上限値（本実施形態では、最大３つ）が定
められている。しかしながら、第１実施形態のように、上限値を定めないようにしてもよ
い。メッセージエリアＡ２３は、図１６（ａ）～（ｄ）のタイミングでは、カスタマイズ
項目の追加および削除の操作の方法をガイダンスするメッセージを表示する。
【００６３】
　図１６の（ｂ）～（ｄ）および図１７に示すように、ユーザは、カスタマイズ項目を追
加又は削除したい場合には、タッチパネル１２５に対しカスタマイズ操作を行うことによ
り、カスタマイズ項目エリアＡ２１をカスタマイズする。
　具体的には、カスタマイズ項目を追加する場合のカスタマイズ操作とは、設定項目エリ
アＡ２２に配置されている、カスタマイズ項目として追加しようとする設定項目に対応す
るオブジェクトＯ２１を、カスタマイズ項目エリアＡ２１の任意の空き領域Ｅ２１へドラ
ッグ・アンド・ドロップする操作である（図１６の（ｂ）～（ｄ）参照）。空き領域Ｅ２
１は、オブジェクトＯ２２が配置されていないカスタマイズ項目エリアＡ２１内の領域で
あって、オブジェクトＯ２１，Ｏ２２と略同等のサイズを有する領域である。オブジェク
トＯ２１と、オブジェクトＯ２２とは、略同等のサイズを有する。コントローラ１３０は
、カスタマイズ操作により設定項目エリアＡ２２からカスタマイズ項目エリアＡ２１へ移
動したオブジェクトＯ２１に対応する設定項目を特定する情報を、カスタマイズ項目を特
定する情報としてカスタマイズ項目登録領域１４２ａに記憶させる。なお、図１６の（ｂ
）～（ｄ）に示すように、本実施形態では、表示上、ドラッグ・アンド・ドロップ操作に
より移動されるオブジェクトは、オブジェクトＯ２１の枠である。
【００６４】
　一方、カスタマイズ項目を削除する場合のカスタマイズ操作とは、カスタマイズ項目エ
リアＡ２１に配置されている、削除しようとするカスタマイズ項目に対応するオブジェク
トＯ２２を、カスタマイズ項目エリアＡ２１外の任意の場所へドラッグ・アンド・ドロッ
プする操作である（図１７の（ａ）～（ｃ）参照）。コントローラ１３０は、カスタマイ
ズ操作によりカスタマイズ項目エリアＡ２１からカスタマイズ項目エリアＡ２１外へ移動
したオブジェクトＯ２２に対応するカスタマイズ項目を特定する情報を、カスタマイズ項
目登録領域１４２ａから削除する。なお、図１７に示すように、本実施形態では、表示上
、ドラッグ・アンド・ドロップ操作により移動されるオブジェクトは、オブジェクトＯ２
１の枠である。カスタマイズ項目エリアＡ２１内の、削除されたカスタマイズ項目に対応
するオブジェクトＯ２２が配置されていた領域は、空き領域Ｅ２１となる（図１７の（ｃ
）参照）。
【００６５】
　従って、ユーザは、タッチパネル１２５に対し所定の操作を行うことにより、設定項目
エリアＡ２２又はカスタマイズ項目エリアＡ２１に配置されているオブジェクトＯ２１，
Ｓ２２を選択し、それぞれ設定項目エリアＡ２２又はカスタマイズ項目エリアＡ２１へ移
動することができる。
　ユーザがタッチパネル１２５を介し、カスタマイズ項目として登録済みの設定項目に対
応する、設定項目エリアＡ２２内のオブジェクトＯ２１を選択しようとすると、メッセー
ジエリアＡ２３には、所定のメッセージが表示される（図１６（ｅ）参照）。所定のメッ
セージとは、ユーザが選択しようとしたオブジェクトＯ２１に対応する設定項目が既にカ
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スタマイズ項目として登録されている旨のメッセージである。カスタマイズ項目に対応す
るオブジェクトＯ２１は、選択不可能である。なお、設定項目エリアＡ２２内において、
選択不可能なオブジェクトＯ２１（カスタマイズ項目として登録済みの設定項目に対応す
るオブジェクトＯ２１）は、他の選択可能なオブジェクトＯ２１とは異なり、選択不可能
であることが分かるような態様で表示される（例えば、グレーアウト表示される）ことが
好ましい。
【００６６】
　ユーザがタッチパネル１２５を介しクイックカスタマイズ画面Ｓ１４上の「戻る」アイ
コンＩｒを選択すると、設定メニュー画面Ｓ１３に遷移する。その後、設定メニュー画面
Ｓ１３上の「戻る」アイコンを選択すると、画面Ｓ１２に遷移する。その後、画面Ｓ１２
上の「戻る」アイコンを選択すると、撮影待機画面Ｓ１１に遷移する（図１６（ｆ）参照
）。撮影待機画面Ｓ１１は、カスタマイズ項目一覧エリアＡ２６を含む。カスタマイズ項
目一覧エリアＡ２６は、０～３つの全てのカスタマイズ項目にそれぞれ対応する０～３つ
のオブジェクトＯ２３を一覧表示するエリアである。
【００６７】
　オブジェクトＯ２１～Ｏ２３は、そのオブジェクトＯ２１～Ｏ２３に対応する設定項目
の種類又は現在値を図形等により模式的に示すアイコンである。従って、ユーザは、オブ
ジェクトＯ２１～Ｏ２３を一目見るだけで、直感的にそのオブジェクトＯ２１～Ｏ２３に
対応する設定項目の種類又は現在値を把握することができる。オブジェクトＯ２１～Ｏ２
３が設定項目の種類又は現在値のいずれを示すのかは、オブジェクトＯ２１～Ｏ２３に対
応する設定項目の種類による。図１６の（ｆ）に示す例では、オブジェクトＯ２２，Ｏ２
３は、「フラッシュ」の現在値である「オート」を示している。オブジェクトＯ２１～Ｏ
２３は、同じ設定項目に対応するオブジェクトＯ１１と同じ外観を有する。従って、カス
タマイズ項目一覧エリアＡ２６内には、カスタマイズ項目の現在値を示すオブジェクトＯ
２３が一覧表示され得る。よって、カスタマイズ項目一覧エリアＡ２６は、カスタマイズ
項目の現在値の一覧表示エリアとしても機能し得る。
【００６８】
　設定項目エリアＡ２２内では、同時に表示可能なオブジェクトＯ２１の数は有限（本実
施形態では、最大５つ）である。従って、図１６および図１７に示すように、設定項目エ
リアＡ２２には、矢印のオブジェクトが配置されている。ユーザは、操作ユニット１５０
および／またはタッチパネル１２５を介して矢印のオブジェクトを選択することにより、
設定項目エリアＡ２２内のオブジェクトＯ２１の列を左右にスクロールさせることができ
る。その結果、ユーザは、設定項目エリアＡ２２内に、デジタルカメラ２００の撮影条件
に関する全ての設定項目に対応するオブジェクトＯ２２を表示させることができる。
【００６９】
　クイックカスタマイズ画面Ｓ１４は、コントローラ１３０により作成される。画面Ｓ１
４の表示が命じられると、コントローラ１３０は、カスタマイズ項目登録領域１４２ａを
参照することにより、カスタマイズ項目を特定する。続いて、コントローラ１３０は、特
定したカスタマイズ項目に対応するオブジェクトＯ２２をカスタマイズ項目エリアＡ２１
内に配置する。コントローラ１３０は、現在値保持領域１４２ｂを参照することにより、
必要に応じてオブジェクトＯ２２の形状をそのオブジェクトＯ２２に対応するカスタマイ
ズ項目の現在値に応じた形状とする。同時に、コントローラ１３０は、カスタマイズ項目
として特定されなかった設定項目に対応するオブジェクトＯ２１を設定項目エリアＡ２２
内に配置する。コントローラ１３０は、現在値保持領域１４２ｂを参照することにより、
必要に応じてオブジェクトＯ２１の形状をそのオブジェクトＯ２１に対応する設定項目の
現在値に応じた形状とする。
【００７０】
　撮影待機画面Ｓ１１も、コントローラ１３０により作成される。画面Ｓ１１の表示が命
じられると、コントローラ１３０は、カスタマイズ項目登録領域１４２ａを参照すること
により、カスタマイズ項目を特定する。続いて、コントローラ１３０は、特定したカスタ
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マイズ項目に対応するオブジェクトＯ２３をカスタマイズ項目一覧エリアＡ２６内に配置
する。コントローラ１３０は、現在値保持領域１４２ｂを参照することにより、必要に応
じてオブジェクトＯ２３の形状をそのオブジェクトＯ２３に対応するカスタマイズ項目の
現在値に応じた形状とする。
【００７１】
　〔２－３．クイック設定メニュー画面〕
　図１８の（ａ）および（ｂ）に示すように、ユーザがタッチパネル１２５を操作するこ
とにより、撮影待機画面Ｓ１１上のカスタマイズ項目一覧エリアＡ２６内のオブジェクト
Ｏ２３を選択すると、液晶モニタ１２３には、クイック設定メニュー画面Ｓ１５（カスタ
マイズ設定画面の一例）が表示される。図１８の（ａ）の撮影待機画面Ｓ１１は、「フラ
ッシュ」がカスタマイズ項目として登録されている場合の例である。以下では、クイック
設定メニュー画面Ｓ１５が表示される原因となった選択操作に係るオブジェクトＯ２３を
、選択オブジェクトＯ２３と呼ぶ。
【００７２】
　クイック設定メニュー画面Ｓ１５は、選択オブジェクトＯ２３に対応するカスタマイズ
項目の現在値の設定を受け付ける画面である。クイック設定メニュー画面Ｓ１５は、項目
名エリアＡ３１、メッセージエリアＡ３２および候補値一覧エリアＡ３３を同時に表示す
る。
　項目名エリアＡ３１は、選択オブジェクトＯ２３に対応するカスタマイズ項目の項目名
を文字により示すエリアである。従って、項目名エリアＡ３１は、選択オブジェクトＯ２
３に対応するカスタマイズ項目の種類を示す。
【００７３】
　候補値一覧エリアＡ３３は、選択オブジェクトＯ２３に対応するカスタマイズ項目の複
数の候補値にそれぞれ対応する複数のオブジェクトＯ３１を一覧表示するエリアである。
オブジェクトＯ３１は、そのオブジェクトＯ３１に対応する候補値を図形等により模式的
に示すアイコンである。従って、ユーザは、オブジェクトＯ３１を一目見るだけで、直感
的にそのオブジェクトＯ３１に対応する候補値を把握することができる。
【００７４】
　候補値一覧エリアＡ３３内では、１のオブジェクトＯ３１ｓが選択されている状態とな
る。候補値一覧エリアＡ３３内では、現在選択されているオブジェクトＯ３１（以下、選
択オブジェクトＯ３１ｓ）と、その他のオブジェクトＯ３１（以下、非選択オブジェクト
Ｏ３１ｎ）とは、異なる色調で表示される。撮影待機画面Ｓ１１からクイック設定メニュ
ー画面Ｓ１５に遷移した直後の選択オブジェクトＯ３１ｓは、選択オブジェクトＯ２３に
対応するカスタマイズ項目の現在値を示す。
【００７５】
　図１８の（ｃ）に示すように、ユーザは、タッチパネル１２５に対し所定の操作を行う
ことにより、候補値一覧エリアＡ３３内の非選択オブジェクトＯ３１ｎのいずれかを選択
することができる。ユーザにより非選択オブジェクトＯ３１ｎのいずれかが選択されると
、非選択オブジェクトＯ３１ｎと選択オブジェクトＯ３１ｓとが入れ替わる。その結果、
選択オブジェクトＯ２３に対応するカスタマイズ項目の現在値が、新たな選択オブジェク
トＯ３１ｓに対応する候補値に変更される。コントローラ１３０は、選択オブジェクトＯ
２３に対応するカスタマイズ項目の現在値の変更を、現在値保持領域１４２ｂに登録する
。
　図１８の（ｃ）および（ｄ）に示すように、ユーザがタッチパネル１２５を介してクイ
ック設定メニュー画面Ｓ１５上の「戻る」アイコンＩｓを選択すると、撮影待機画面Ｓ１
１に遷移する。
【００７６】
　〔３．変形例〕
　ここに開示される技術は、上記実施形態に限定されず、他の種々の実施形態が考えられ
る。例えば、以下のとおりである。
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【００７７】
　〔３－１〕
　上記実施形態では、撮影条件に関する設定項目の中からカスタマイズ項目を選択する場
合を例示した。しかしながら、本発明は、このような例に限定されない。例えば、本発明
は、再生条件に関する設定項目の中からカスタマイズ項目を選択する場合にも適用され得
る。また、撮影条件および再生条件に関する設定項目の中からカスタマイズ項目を選択す
る場合にも適用され得る。そのような場合には、撮影条件および再生条件のそれぞれにつ
いて、クイック設定メニュー画面およびクイックカスタマイズ画面が用意されるようにし
てもよい。その結果、ユーザは、撮影条件および再生条件のそれぞれについて、所定数ず
つカスタマイズ項目を選択することができる。なお、再生条件についてのクイック設定メ
ニュー画面およびクイックカスタマイズ画面は、再生モード中の画面から遷移可能とする
ことが好ましい。
【００７８】
　〔３－２〕
　本発明は、撮像装置以外の、複数の設定項目を有する電子機器にも適用可能である。
　〔３－３〕
　第２実施形態では、中央釦２０４、十字釦２０５およびＱメニュー釦２０８が省略され
ているものとした。しかしながら、デジタルカメラ２００が、中央釦２０４、十字釦２０
５およびＱメニュー釦２０８を備えるようにしてもよい。その場合、第２実施形態におけ
るタッチパネル１２５による操作は、中央釦２０４、十字釦２０５およびＱメニュー釦２
０８による操作に代替され得る。
【００７９】
　〔３－４〕
　第２実施形態に係るデジタルカメラ２００で表示される図１５および図１６に示す画面
は、それぞれ図１９および図２０に示すような構成に変更され得る。つまり、設定メニュ
ー画面Ｓ１３から「カスタマイズ」アイコンＩｄを省略してもよい。
　そして、設定項目一覧エリアＡ１２内のオブジェクトＯ１１が所定の態様で選択される
（例えば、長押しされる）と、クイックカスタマイズ画面Ｓ１４に遷移するようにしても
よい。あるいは、設定項目一覧エリアＡ１２内のオブジェクトＯ１１がカスタマイズ項目
エリアＡ２１内にドラッグ・アンド・ドロップされることにより、カスタマイズ項目が新
規に登録されるようにしてもよい。つまり、設定メニュー画面Ｓ１３が、クイックカスタ
マイズ画面Ｓ１４の役割を担っていてもよい。
　また、表示上、オブジェクトＯ２１の枠だけでなく、オブジェクトＯ２１全体が移動さ
れるようにしてもよい。
【００８０】
　〔３－５〕
　第２実施形態に係るデジタルカメラ２００で表示される図１６に示す画面は、図２１に
示すような構成に変更され得る。つまり、ユーザがタッチパネル１２５を介し設定メニュ
ー画面Ｓ１３上の「カスタマイズ」アイコンＩｄを選択すると、図２１の（ａ）のメッセ
ージ画面Ｓ２５に遷移する。メッセージ画面Ｓ２５は、図１６の（ａ）のメッセージエリ
アＡ２３を液晶モニタ１２３全体に拡大した画面である。その結果、本変形例では、第２
実施形態よりも、メッセージを表示するスペースが広くなっている。
【００８１】
　コントローラ１３０は、液晶モニタ１２３にメッセージ画面Ｓ２５を所定の時間（例え
ば、５秒間）表示させ、その後、図２１の（ｂ）のクイックカスタマイズ画面Ｓ２４を表
示させる。なお、メッセージ画面Ｓ２５は、自動的に消えるのではなく、所定の操作がさ
れることを条件に消えるようにしてもよい。
　クイックカスタマイズ画面Ｓ２４は、第２実施形態のクイックカスタマイズ画面Ｓ１４
からメッセージウィンドウＡ２３を省略した画面である。クイックカスタマイズ画面Ｓ２
４は、メッセージウィンドウＡ２３の代わりに、スルー画像を表示する。ただし、クイッ
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透過度が低い。液晶モニタ１２３にクイックカスタマイズ画面Ｓ２４が表示されている状
態で、ユーザがレリーズ釦２０１，２０６を押すと、コントローラ１３０は、デジタルカ
メラ２００の各部を制御し、静止画又は動画を記録させる。
【００８２】
　本変形例に係るデジタルカメラ２００は、クイックカスタマイズ画面Ｓ２４の表示中で
あっても、静止画又は動画の撮影を受け付けることができる。
　同様に、デジタルカメラ２００は、設定メニュー画面Ｓ１３の表示中であっても、静止
画又は動画の撮影を受け付けるようになっていてもよい。同様に、デジタルカメラ２００
は、クイック設定メニュー画面Ｓ１５の表示中であっても、静止画又は動画の撮影を受け
付けるようになっていてもよい。設定メニュー画面Ｓ１３およびクイック設定メニュー画
面Ｓ１５は、スルー画像を表示する画面である。
【符号の説明】
【００８３】
１００　デジタルカメラ（電子機器の一例、撮像装置の一例）
１２３　液晶モニタ（表示部の一例）
１２５　タッチパネル（操作部の一例）
１３０　コントローラ（登録部の一例）
１４２　フラッシュメモリ（記憶部の一例）
１５０　操作ユニット（操作部の一例）
Ｓ１　設定メニュー画面（設定画面の一例）
Ｓ２　撮影待機画面
Ｓ４　クイック設定メニュー画面（カスタマイズ設定画面の一例）
Ｓ６　クイックカスタマイズ画面（カスタマイズ画面の一例）
Ｓ１１　撮影待機画面
Ｓ１３　設定メニュー画面（設定画面の一例）
Ｓ１４　クイックカスタマイズ画面（カスタマイズ画面の一例）
Ｓ１５　クイック設定メニュー画面（カスタマイズ設定画面の一例）
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