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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体背面側に配されるメインカメラと筐体正面側に配されるサブカメラとからなり、上
記メインカメラは撮影画角を変更するためのズーム機能を備えたカメラ部と、
　筐体正面側と筐体背面側の両方向から互いに向こう側を透過視可能で且つその大きさを
変更可能な透過エリアを形成可能となされた表示面を有し、上記メインカメラとサブカメ
ラの撮影画像の何れかから撮影者の顔画像が検出されている時に当該撮影者の顔画像を撮
影しているカメラ側の表示面上に当該撮影者から見て正対した撮影補助情報が表示される
透過型表示部と、
　撮影者の視点から上記透過型表示部の表示面までの距離を検出する距離検出部と、
　上記カメラ部と上記透過型表示部を制御する制御部とを有し、
　上記カメラ部のメインカメラにより写真撮影を行うための写真撮影モード時に、上記制
御部は、
　上記表示面の略々全面を上記透過視可能な上記透過エリアとするように上記透過型表示
部を制御するとともに、上記サブカメラにて撮影している撮影者の顔認識画像に基づいて
当該撮影者が上記透過型表示部の表示面の透過エリアに正対しているか判定し、上記撮影
者が上記表示面の透過エリアに正対していないと判定した場合にはその撮影者に対して上
記表示面の透過エリアへ正対すべきことを通知し、上記撮影者が上記表示面の透過エリア
に正対した時に、当該表示面の略々全面となされた上記透過エリアの対角画角と、上記距
離検出部が検出した上記距離とにより、上記撮影者の視点から上記表示面の略々全面とな
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された透過エリアを通した視野角を算出し、
　上記算出した視野角が上記メインカメラのズーム機能による最大撮影画角以内である時
には、上記撮影画角が上記視野角と一致するように上記メインカメラのズーム機能を制御
し、
　上記算出した視野角が上記メインカメラのズーム機能による最大撮影画角を超える時に
は、上記算出される視野角が上記最大撮影画角と一致するように上記透過型表示部の表示
面で上記透過視可能な状態となる透過エリアの大きさを制御する
　画像撮影装置。
【請求項２】
　上記制御部は、上記カメラ部により撮影される画像のアスペクト比と、上記透過エリア
のアスペクト比が一致するように、上記透過型表示部の上記透過エリアの大きさを制御す
る請求項１記載の画像撮影装置。
【請求項３】
　上記カメラ部による画像撮影時にフォーカスが合焦しなかった時、上記制御部は、上記
透過エリアの透過度を下げるよう制御する請求項１記載の画像撮影装置。
【請求項４】
　上記カメラ部による画像撮影時にフォーカスが合焦した時、上記制御部は、上記透過エ
リア内に所定の合焦画像を表示させる請求項１記載の画像撮影装置。
【請求項５】
　上記距離検出部は、所定の放射波が物体に反射した反射波の到達時間若しくは入射角度
を計測することにより、上記距離を検出する請求項１記載の画像撮影装置。
【請求項６】
　上記距離検出部は、撮影者の顔を撮影した顔画像を認識し、当該認識した顔画像の大き
さから上記距離を算出する請求項１記載の画像撮影装置。
【請求項７】
　上記透過型表示部は、
　多数の液晶分子が二枚の透明板材により挟み込まれた構造を有し、
　それら二枚の透明板材の一方が筐体正面側に、他方が筐体背面側に、それぞれ外部から
見えるように配され、
　光を散乱させる方向と、筐体正面側と筐体背面側の両方へ光が透過する方向とに、上記
液晶分子軸の配向を制御可能な透過型の液晶表示デバイスからなる請求項１記載の画像撮
影装置。
【請求項８】
　筐体背面側に配されるメインカメラと筐体正面側に配されるサブカメラとからなり上記
メインカメラが撮影画角を変更するためのズーム機能を備えたカメラ部により写真撮影を
行う写真撮影モードを制御部が起動するステップと、
　上記写真撮影モードが起動した時、制御部が、筐体正面側と筐体背面側の両方向から互
いに向こう側を透過視可能で且つその大きさを変更可能な透過エリアを形成可能となされ
た表示面を有する透過型表示部に対し、上記メインカメラとサブカメラの何れか撮影者の
顔画像を撮影しているカメラ側の表示面上に当該撮影者から見て正対した撮影補助情報を
表示させ、当該写真撮影モードにおいてメインカメラによる写真撮影が行われる場合には
、上記サブカメラにて撮影している撮影者の顔認識画像に基づいて当該撮影者が透過型表
示部の表示面の透過エリアに正対しているか判定し、上記撮影者が上記表示面の透過エリ
アに正対していないと判定した時にはその撮影者に対して上記表示面の透過エリアへ正対
すべきことを通知し、撮影者が上記表示面の透過エリアに正対した時に、上記透過型表示
部を制御して、上記表示面の略々全面を上記透過視可能な上記透過エリアとするステップ
と、
　上記メインカメラによる写真撮影が行われるとき、距離検出部が、撮影者の視点から上
記透過型表示部の表示面までの距離を検出するステップと、
　上記メインカメラによる写真撮影が行われるとき、制御部が、上記表示面の略々全面と
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なされた上記透過エリアの対角画角と、上記距離検出部が検出した上記距離とにより、上
記撮影者の視点から上記表示面の略々全面となされた透過エリアを通した視野角を算出す
るステップと、
　上記算出した視野角が上記メインカメラのズーム機能による最大撮影画角以内である時
には、制御部が、上記撮影画角が上記視野角と一致するように上記メインカメラのズーム
機能を制御するステップと、
　上記算出した視野角が上記メインカメラのズーム機能による最大撮影画角を超える時に
は、制御部が、上記算出される視野角が上記最大撮影画角と一致するように上記透過型表
示部の表示面で上記透過視可能な状態となる透過エリアの大きさを制御するステップと
　を有する画像撮影装置の制御方法。
【請求項９】
　筐体背面側に配されるメインカメラと筐体正面側に配されるサブカメラとからなり上記
メインカメラが撮影画角を変更するためのズーム機能を備えたカメラ部により写真撮影を
行う写真撮影モードを起動する処理と、
　上記写真撮影モードが起動した時、筐体正面側と筐体背面側の両方向から互いに向こう
側を透過視可能で且つその大きさを変更可能な透過エリアを形成可能となされた表示面を
有する透過型表示部に対し、上記メインカメラとサブカメラの何れか撮影者の顔画像を撮
影しているカメラ側の表示面上に当該撮影者から見て正対した撮影補助情報を表示させ、
当該写真撮影モードにおいてメインカメラによる写真撮影が行われる場合には、上記サブ
カメラにて撮影している撮影者の顔認識画像に基づいて当該撮影者が透過型表示部の表示
面に正対しているか判定し、上記撮影者が上記表示面に正対していないと判定した時には
その撮影者に対して上記表示面へ正対すべきことを通知し、撮影者が上記表示面に正対し
た時に、上記透過型表示部を制御して、上記表示面の略々全面を上記透過視可能な上記透
過エリアにする処理と、
　上記メインカメラによる写真撮影が行われるとき、距離検出部により撮影者の視点から
上記透過型表示部の表示面までの距離を検出させる処理と、
　上記メインカメラによる写真撮影が行われるとき、上記表示面の略々全面となされた上
記透過エリアの対角画角と、上記距離検出部が検出した上記距離とにより、上記撮影者の
視点から上記表示面の略々全面となされた透過エリアを通した視野角を算出する処理と、
　上記算出した視野角が上記メインカメラのズーム機能による最大撮影画角以内である時
には、上記撮影画角が上記視野角と一致するように上記メインカメラのズーム機能を制御
する処理と、
　上記算出した視野角が上記メインカメラのズーム機能による最大撮影画角を超える時に
は、上記算出される視野角が上記最大撮影画角と一致するように上記透過型表示部の表示
面で透過視可能な状態となる透過エリアの大きさを制御する処理とを、
　画像撮影装置に実行させる制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像デバイスと表示デバイスを有する画像撮影装置と、その画像撮影装置の
制御方法及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００６－１２１３４４号の公開特許公報（特許文献１）には、可動ミラーを撮影
光路から退避させ、フォーカルプレーンシャッタを開放状態にして被写体像を連続的に撮
像し、その画像をモニタ画面に表示する電子ビューファインダ機能を有するデジタル一眼
レフカメラが開示されている。また、この特許文献１に記載のデジタル一眼レフカメラで
は、撮影者がファインダ接眼部を覗いておらず、かつ、撮影者によってフォーカス調節用
操作部材が手動操作された場合に、上記電子ビューファインダ機能を作動させるようにな
されている。これにより、当該特許文献１記載のデジタル一眼レフカメラによれば、操作
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が容易でかつ消費電力の増加を少なくすることが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１２１３４４号公報（図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、一般的なバックライト付きの液晶表示デバイスを備えたデジタルカメラや、
携帯電話端末に搭載されているカメラ機能では、撮像デバイスからの出力画像データを取
り込み、その画像データを表示デバイス用のメモリに展開して表示するようになされてい
る。すなわち、これら従来のデジタルカメラやカメラ機能付き携帯電話端末は、表示デバ
イスがいわゆる電子ビューファインダとして使用されているため、例えば撮影アングルを
決めている時のように実際に撮影が行われていないドラフト状態であったとしても、頻繁
にデータの読み書き処理と映像表示処理が発生している。したがって、それらデジタルカ
メラや携帯電話端末では、上記ドラフト状態でも多くの電力が消費され、バッテリを消耗
してしまうという問題がある。
【０００５】
　また、それら従来のデジタルカメラや携帯電話端末では、撮像デバイスによる撮像から
表示デバイス用メモリの画像データ更新がなされるまでに或る程度の時間がかかる。この
ため例えば、動く被写体を撮影しているような場合や、撮影者自身が動いている（つまり
カメラ自体が移動している）場合には、表示デバイスの画面上の映像（電子ビューファイ
ンダ上の映像）が現実世界の実体に対して遅れて表示されてしまうという問題がある。特
に、低照度環境下で撮影が行われているような場合、撮像デバイスの露光時間が長くなり
、出力フレームレートが遅くなるため、表示デバイス上の表示映像は、いわゆるコマ落ち
した動画のようになり、被写体像の動きがぎこちなく違和感のあるものとなり易い。また
一般に、撮影者は、表示デバイス上の映像を見ながらシャッターを切るタイミングを決め
ているため、上述のように表示映像にコマ落ち等が発生しているような場合には、適切な
タイミングでシャッターを切ることが難しくなり、その結果として、シャッターチャンス
を逃してしまうことも有り得る。
【０００６】
　なお、これらのことは、光学ファインダを介して現実世界の実体を直接確認できる従来
のフィルムカメラでは起こり難かった問題であり、近年のデジタルカメラや携帯電話端末
のカメラ機能に特有の問題となっている。もちろん、デジタルカメラや携帯電話端末に光
学ファインダを設け、撮影者が現実世界の実体を直接確認できるようにすれば、上述した
ような問題は発生し難くなる。しかしながら、特に、筐体体積容量に制限のある携帯電話
端末の場合、光学ファインダのようなデバイスを新たに設けることは望ましくない。
【０００７】
　また例えば、撮像デバイスの撮像感度を上げたり、カメラ光学系の集光能力を上げるよ
うにすれば、上述した出力フレームレートの低下を或る程度抑えることができることにな
る。しかしながら、高感度の撮像デバイスや集光能力の高いカメラ光学系を設けることは
、コストアップ、サイズアップに直結し、望ましくない。また、表示デバイス上の表示映
像に生ずる違和感を少なくすることは、例えば、高い画像処理能力を有するＣＰＵを用い
たり、高速な読み書きに対応したメモリを用いることでも或る程度は実現可能である。し
かしながら、高性能なＣＰＵや高速読み書き対応のメモリを搭載することはコストアップ
を招き、また消費電力も大きくなってしまう。
【０００８】
　その他、多くのデジタルカメラや一部のカメラ機能付き携帯電話端末には、撮影画角を
変更可能とするズーム機能が設けられており、撮影者は、表示デバイス上の表示映像を見
ながらズーム操作を行うことで所望の画角による写真撮影を行っている。そして、ズーム
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操作は、筐体上に設けられたズームアップ／ズームダウンボタン、若しくは、シーソー式
のズームスイッチなどを用いて行われている。しかしながら、それらボタンやスイッチの
取り付け位置、それらボタン操作やスイッチ操作に対するズームアップ／ズームダウン方
向の割り当ては、メーカや機種によって異なっており、撮影者から見て判り難いという問
題がある。このため、撮影者は、例えばズームアップをさせるつもりでズームダウンさせ
てしまうなどのような誤った操作をしてしまうことがある。
【０００９】
　本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、写真撮影モード時の電力消
費を抑え、また、コストアップやサイズアップを伴わずに、撮影者が現実世界の実体を直
接確認しつつ撮影でき、さらに、撮影者が誤操作なく撮影画角を確実に決めることを可能
にする画像撮影装置、画像撮影装置の制御方法及び制御プログラム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】
【００１０】
　本発明の画像撮影装置は、筐体背面側に配されるメインカメラと筐体正面側に配される
サブカメラとからなり、メインカメラは撮影画角を変更するためのズーム機能を備えたカ
メラ部と、筐体正面側と筐体背面側の両方向から互いに向こう側を透過視可能で且つその
大きさを変更可能な透過エリアを形成可能となされた表示面を有しメインカメラとサブカ
メラの撮影画像の何れかから撮影者の顔画像が検出されている時に当該撮影者の顔画像を
撮影しているカメラ側の表示面上に当該撮影者から見て正対した撮影補助情報が表示され
る透過型表示部と、撮影者の視点から表示部の表示面までの距離を検出する距離検出部と
、カメラ部と透過型表示部を制御する制御部とを有する。そして、制御部は、メインカメ
ラにより写真撮影を行うための写真撮影モード時に、透過型表示部の表示面を透過視可能
な状態に制御するとともに、サブカメラにて撮影している撮影者の顔認識画像に基づいて
当該撮影者が透過型表示部の表示面の透過エリアに正対しているか判定し、撮影者が表示
面の透過エリアに正対していないと判定した場合にはその撮影者に対して表示面の透過エ
リアへ正対すべきことを通知し、撮影者が表示面の透過エリアに正対した時に、当該表示
面の略々全面となされた透過エリアの対角画角と距離検出部が検出した距離とにより、撮
影者の視点から表示面の略々全面となされた透過エリアを通した視野角を算出し、その算
出した視野角がメインカメラのズーム機能による最大撮影画角以内である時には、撮影画
角が視野角と一致するようにメインカメラのズーム機能を制御し、算出した視野角がメイ
ンカメラのズーム機能による最大撮影画角を超える時には、算出される視野角が最大撮影
画角と一致するように透過型表示部の表示面で透過視可能な状態となる透過エリアの大き
さを制御する。これにより、本発明は上述した課題を解決する。
【００１１】
　すなわち、本発明によれば、写真撮影モード起動時には、メインカメラとサブカメラの
撮影画像の何れかから撮影者の顔画像が検出されている時に当該撮影者の顔画像を撮影し
ているカメラ側の表示面上に当該撮影者から見て正対した撮影補助情報が表示され、メイ
ンカメラにより写真撮影を行うための写真撮影モード時には、サブカメラにて撮影してい
る撮影者の顔認識画像に基づいて当該撮影者が透過型表示部の表示面の透過エリアに正対
しているか判定し、撮影者が表示面の透過エリアに正対していないと判定した場合にはそ
の撮影者に対して表示面の透過エリアへ正対することを通知し、撮影者が表示面の透過エ
リアに正対した時に、透過型表示部の表示面の略々全面を透過エリアにし、光学ファイン
ダとして用いることにより、透過型表示部に撮影画像を表示させるための電力を削減する
。また、写真撮影モード時には、距離検出部が検出した距離に応じてメインカメラのズー
ム機能による撮影画角を決定すること、つまり、撮影者が透過エリアを通して見ている時
の視野角（ファインダ画角）に合わせて、メインカメラのズーム機能による撮影画角を決
定している。また、算出した視野角がメインカメラのズーム機能による最大撮影画角を超
える時には、算出される視野角が最大撮影画角と一致するように透過エリアの大きさを制
御する。これにより、視野角（ファインダ画角）と撮影画角とを合わせることが可能とな
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る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明においては、写真撮影モード時に、透過型表示部の表示面を透過視可能な状態に
し、光学ファインダとして用いることにより、写真撮影モード時の電力消費を抑えつつ、
コストアップやサイズアップを伴わずに、撮影者が現実世界の実体を直接確認しながら撮
影できるようになる。また、本発明においては、距離検出部が検出した距離に応じてカメ
ラ部のズーム機能による撮影画角を決定しているため、撮影者は、撮影者の視点から表示
部の表示面までの距離を変えるという直感的な操作により、誤操作なく撮影画角を確実に
決めることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明実施形態の携帯電話端末の概略的な外観構成例を示す図である。
【図２】撮影者が腕を曲げて携帯電話端末を目に近づけて、光学ファインダである透過型
液晶表示デバイスを通して現実世界を見ている時に、光学ファインダを通して見える視野
角（ファインダ画角）の説明に用いる図である。
【図３】撮影者が腕を延ばして携帯電話端末を遠ざけ、光学ファインダである透過型液晶
表示デバイスを通して現実世界を見ている時に、光学ファインダを通して見える視野角（
ファインダ画角）の説明に用いる図である。
【図４】図２の例において、撮影者が視認できる現実世界の範囲の説明に用いる図である
。
【図５】図３の例において、撮影者が視認できる現実世界の範囲の説明に用いる図である
。
【図６】撮影者の視点から透過型液晶表示デバイスまでの距離と、その光透過型液晶表示
デバイスの対角サイズと、光学ファインダの対角画角との関係説明に用いる図である。
【図７】メインカメラデバイスにより得られる撮影画像のアスペクト比に合わせて、透過
型液晶表示デバイスの表示面のアスペクト比を制御した様子を示す図である。
【図８】メインカメラデバイスの最大画角とファインダ画角を合わせた時の透過型液晶表
示デバイスの透過エリアの説明に用いる図である。
【図９】メインカメラデバイスによる撮影時にフォーカスが合わなかった場合の表示例を
示す図である。
【図１０】メインカメラデバイスによる撮影時にフォーカスが合った場合の表示例を示す
図である。
【図１１】本発明実施形態の携帯電話端末の内部の概略構成を示すブロック図である。
【図１２】本実施形態の携帯電話端末が写真撮影モードになされた場合の処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１３】本実施形態の携帯電話端末が写真撮影モードになされた場合において、自動ズ
ームモードと手動ズームモードの切り替えがなされる場合の処理を含むフローチャートで
ある。
【図１４】本実施形態の携帯電話端末が写真撮影モードになっている場合において、実際
に写真撮影が行われる場合の処理のうち、特に合焦成功／合焦失敗時の処理の流れを示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態について説明する。
【００１５】
　なお、本発明が適用される一例として、本実施形態では、カメラ機能付き携帯電話端末
を例に挙げているが、勿論、ここで説明する内容はあくまで一例であり、本発明はこの例
に限定されないことは言うまでもない。
【００１６】
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［携帯電話端末の概略的外観構成］
　図１には、本実施形態の携帯電話端末１の概略的な外観構成例を示す。図１の（Ａ）は
本実施形態の携帯電話端末１の概略正面図を、図１の（Ｂ）は概略側面図を、図１の（Ｃ
）～（Ｆ）はそれぞれ（Ａ）の正面図に対する概略側面図を示している。なお、図１にお
いて参照符号が付された各デバイスは、携帯電話端末１が備えている全デバイスのうちの
一部である。図１では図示を省略しているが、本実施形態の携帯電話端末１は、通常の高
機能携帯電話端末が備えている他の各種デバイスも当然のことながら備えている。
【００１７】
　この図１に示す本実施形態の携帯電話端末１において、図中（Ａ）に示す筐体正面側に
は、テンキー，発話・終話キー，十字キー，クリアキー，メールキー等のキーボタンから
なるキーデバイス部７と、受話用スピーカ（レシーバ）４と、送話用マイクロホン３と、
サブカメラデバイス（インカメラ）のレンズ６と、後述する距離センサ５と、後述する液
晶表示デバイス２等が配されている。
【００１８】
　また本実施形態の携帯電話端末１において、図１の（Ｂ）に示す筐体背面側にはメイン
カメラデバイスのレンズ８が設けられ、図１の（Ｆ）に示す筐体側面側にはインターフェ
ースコネクタ９が、図１の（Ｃ）に示す筐体側面側にはシャッターボタン１０が設けられ
ている。
【００１９】
　なお、キーデバイス部７、受話用スピーカ（レシーバ）４、送話用マイクロホン３、イ
ンターフェースコネクタ９等については、一般の携帯電話端末に搭載されているものと同
じであるため、ここではそれらの説明については省略する。
【００２０】
　ここで、本実施形態の携帯電話端末１において、上記メインカメラデバイスは、写真撮
影を行う際に主に使用されるカメラデバイスである。当該メインカメラデバイスによる写
真撮影は、例えば上記シャッターボタン１０の押下、或いは、キーデバイス部７の何れか
の所定のキーがシャッターボタンとして割り当てられている時には当該所定キーの押下に
応じて行われる。
【００２１】
　上記サブカメラデバイスは、例えば、いわゆるテレビ電話による通話時に通話者自身を
撮影したり、いわゆる自分撮りを行う際等に主に用いられるカメラデバイスである。当該
サブカメラデバイスによる撮影は、例えばキーデバイス部７の何れかの所定のキーがシャ
ッターボタンとして割り当てられている時には当該所定キーの押下に応じて行われる。な
お、シャッターボタン１０の押下に応じてサブカメラデバイスによる撮影が行われてもよ
い。また、サブカメラデバイスは、自分撮り以外の通常の写真撮影にも当然のことながら
使用可能である。なお、本実施形態の携帯電話端末１の場合、テレビ電話による通話時や
自分撮りのための撮影は、メインカメラデバイスでも行うことができる。
【００２２】
　本実施形態の携帯電話端末１に搭載されている液晶表示デバイス２は、表示面上に画像
や文字・記号等を表示する機能の他に、筐体正面側と筐体背面側の両方向から互いに向こ
う側を透過視できる状態に表示面を制御可能となされている。具体的に説明すると、本実
施形態の携帯電話端末１に搭載されている液晶表示デバイス２は、多数の液晶分子が二枚
の透明板材により挟み込まれた構造を有し、それら二枚の透明板材の一方が図１の（Ａ）
の筐体正面側に、また、他方が図１の（Ｂ）の筐体背面側に、それぞれ外部から見えるよ
うに配されている。そして、当該液晶表示デバイス２は、光を散乱させる方向に液晶分子
軸の配向を制御することにより画像や文字・記号等を表示可能となされ、一方、図１の（
Ａ）の筐体正面側と図１の（Ｂ）の筐体背面側の両方へ光が透過する方向に液晶分子軸の
配向を制御することにより上記筐体正面側と筐体背面側の両方向から互いに向こう側を透
過視可能となされる。
【００２３】
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　詳細な説明については後述するが、本実施形態の場合、上述した透過型液晶表示デバイ
ス２は、写真撮影モード時の例えば撮影アングル決定時のように実際に撮影が行われてい
ないドラフト状態などにおいて、表示面の所定エリア（一例として略々全面）が、上記筐
体正面側と筐体背面側の両方向から互いに向こう側を透過視可能な状態となされる。
【００２４】
　すなわち、本実施形態の携帯電話端末１においては、写真撮影モード時に上記透過型液
晶表示デバイス２の表示面の略々全面が透過視可能な透過エリアとなされることにより、
撮影者は、いわゆる光学ファインダのように、当該透過エリアを通して現実世界の実体を
視認可能となる。
【００２５】
　このように、本実施形態の携帯電話端末１においては、写真撮影モード時に、透過型液
晶表示デバイス２を光学ファインダのように使用することができるため、従来のデジタル
カメラや従来のカメラ機能付き携帯電話端末のように、液晶表示デバイスを電子ビューフ
ァインダとして使用し、その表示デバイスの画面上にカメラ撮像映像を表示する必要がな
くなる。すなわち、従来のデジタルカメラ等では、例えばドラフト状態等においてもカメ
ラデバイスからの撮像画像データを表示デバイス用メモリに展開して表示する等の処理が
必要であり、そのため多くの電力が消費されていたが、本実施形態の携帯電話端末１の場
合は、それら画像データのメモリ展開や表示等の処理が不要である。したがって、本実施
形態の携帯電話端末１によれば、電力消費を大幅に減らすことができ、バッテリの消耗を
抑えることができる。
【００２６】
　また、本実施形態に携帯電話端末１においては、上述のようにカメラデバイスからの撮
像画像データを表示デバイス用メモリに展開して表示する等の処理を行う必要がないため
、従来のデジタルカメラ等のように、電子ビューファインダ上の映像が現実世界の実体に
対して遅れて表示されてしまうという問題そのものが発生しない。したがって、本実施形
態の携帯電話端末１によれば、例えば低照度環境での撮影であるか否かを問わず、撮影者
は、実体である被写体の実際の動き等を見逃すことなく、適切なタイミングでシャッター
を切ることができるようになり、シャッターチャンスを的確に捉えた写真を撮影できるよ
うになる。また、本実施形態の携帯電話端末１によれば、従来のデジタルカメラ等のよう
に、例えば高感度の撮像デバイスや集光能力の高いカメラ光学系を設けたり、また高性能
なＣＰＵやメモリを搭載して、電子ビューファインダ上の映像遅延に対処すること自体が
不要であるため、コストアップやサイズアップとは無縁となる。
【００２７】
　さらに、本実施形態の携帯電話端末１においては、例えば通話時やメール読み書き等の
際には通常の表示デバイスとして使用される透過型液晶表示デバイスを、写真撮影モード
時には光学ファインダとして使用可能であるため、別途新たに光学ファインダを設ける必
要がなく、コストアップやサイズアップを抑えることができる。
【００２８】
　なお、上記写真撮影モード時の透過型液晶表示デバイス２の表示面には、上記光学ファ
インダとしての機能を妨げない範囲で、例えばシャッタースピードや露出値、撮影コマ数
、解像度、ズームのテレ・ワイド指標など、各種の撮影補助情報を表示することも可能と
なされている。但し、メインカメラデバイスを用いて通常の写真撮影が行われている場合
において、撮影者が図１の（Ａ）側から上記透過型液晶表示デバイス２を通して現実世界
の実体を視ているような時、上記撮影補助情報は、図１の（Ａ）側から見て正対する文字
や記号となされて透過型液晶表示デバイス２の表示面に映される。同様に、サブカメラデ
バイスを用いて例えばテレビ電話の通話時や自分撮りの撮影が行われている場合において
、撮影者が図１の（Ａ）側を見ているような時、上記撮影補助情報は、図１の（Ａ）側か
ら見て正対する文字や記号となされて透過型液晶表示デバイス２の表示面に映される。一
方で、例えばサブカメラデバイスを用いて通常の写真撮影が行われている場合において、
撮影者が図１の（Ｂ）側から上記透過型液晶表示デバイス２を通して現実世界の実体を視
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ている時、上記撮影補助情報は図１の（Ｂ）側から見て正対する文字や記号となされて透
過型液晶表示デバイス２の表示面に映される。同様に、メインカメラデバイスを用いて例
えばテレビ電話の通話時や自分撮りの撮影が行われている場合のように、撮影者が図１の
（Ｂ）側を見ているような時、上記撮影補助情報は、図１の（Ｂ）側から見て正対する文
字や記号となされて透過型液晶表示デバイス２の表示面に映される。また、上述のような
撮影補助情報の文字等の表示を、撮影者が見ている方向に合わせて切り替える処理は、例
えばキーデバイス部７を通じた撮影者からの指示入力に応じて、若しくは、何れかのカメ
ラデバイスにより撮影された顔検出結果などに応じて自動的に行うことができる。なお、
上記顔検出結果に応じた自動表示切替制御としては、例えば、メイン・サブの何れか一方
のカメラデバイスの撮像画像から撮影者の顔が検出された時に、当該撮影者の顔が検出さ
れた側のカメラデバイスのレンズ搭載面と同じ表示面側に、上記正対する文字等の撮影補
助情報を表示するような制御を挙げることができる。その他、本実施形態において、これ
ら撮影補助情報は、頻繁に更新する必要がなく、情報内容に変更があった場合にのみ更新
すれば良いため、それら情報を透過型液晶表示デバイス２に表示するための電力消費は非
常に少ない。
【００２９】
　本実施形態の携帯電話端末１に搭載されている距離センサ５は、例えば超音波センサや
光位置センサ（ＰＳＤ：Position Sensitive Detector）からなる。なお、超音波センサ
は、超音波を発射し、その超音波が物体に反射してきた反射波の到達時間を計測すること
により、当該物体までの距離を検出する。また、光位置センサは、光を出射し、その光が
物体に反射してきた反射光の入射角度を計測することにより、当該物体までの距離を検出
する。当該距離センサ５の用途の詳細については後述する。
【００３０】
［ズームアップ・ダウン時の画角変更］
　本実施形態の携帯電話端末１のメインカメラデバイスは、撮影画角を変更可能とするズ
ーム機能を備えている。当該ズーム機能は、いわゆる光学式、電子式の何れか若しくはそ
れらの組み合わせにより実現されている。なお、光学式のズーム機能による撮影画角の変
更は、撮影光学系を構成する複数のレンズのうち、一部のレンズを光軸方向へ移動させる
ことにより実現される。当該光学式のズーム機能を有する場合、メインカメラデバイスは
、それら一部のレンズを光軸方向へ移動させるためのアクチュエータを備えている。そし
て、本実施形態の携帯電話端末１は、当該アクチュエータを電気的に駆動させることによ
り、上記一部のレンズを光軸方向に移動させて、所望の撮影画角を得るようになっている
。一方、電子式のズーム機能による撮影画角の変更は、撮像デバイスの撮像面のうち、光
軸部分を中心とした使用面積を変更することにより実現される。
【００３１】
　ところで、前述したように、透過型液晶表示デバイス２を光学ファインダとして使用し
た場合、例えば図２～図５に示すように、撮影者７０の視点（目７１の位置）からファイ
ンダまでの距離（透過型液晶表示デバイス２の表示面までの距離）によって、当該撮影者
が視認できる現実世界の範囲は大きく変化することになる。
【００３２】
　すなわち、例えば図２に示すように撮影者７０が腕７２を曲げて携帯電話端末１を目７
１に近づけ、光学ファインダである透過型液晶表示デバイス２を通して現実世界を見た場
合、当該透過型液晶表示デバイス２を介して撮影者７０が視認できる範囲、つまり撮影者
７０の視点から光学ファインダを通して見える視野角（ファインダ画角）は広くなる。一
方、例えば図３に示すように、撮影者７０が腕７２を延ばして携帯電話端末１を目７１か
ら遠ざけ、光学ファインダである透過型液晶表示デバイス２を通して現実世界を見た場合
、当該透過型液晶表示デバイス２を介して撮影者７０が視認できる範囲（ファインダ画角
）は狭くなる。これら図２と図３に示した例の場合、光学ファインダである透過型液晶表
示デバイス２の透過エリアから見える現実世界の大きさは、一例として図４，図５に示す
ようなものとなる。つまり、図２の例の場合、撮影者７０が視認できる現実世界の範囲は
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図４に示すように広くなり、一方、図３の例の場合、撮影者７０が視認できる現実世界の
範囲は図５に示すように狭くなる。なお、図４，図５の例では、撮影者７０が視認できる
現実世界の範囲がそれぞれ異なることを、当該現実世界内の或る被写体８０の大きさを変
えることで表しているが、もちろん被写体８０の大きさそのものが変化するわけではない
。これら図４，図５の例では、透過型液晶表示デバイス２を通して見える範囲に対して、
同じ被写体８０の大きさを相対的に変えることにより、図２と図３の例で撮影者７０が視
認できる現実世界の範囲（ファインダ画角）の違いを表現している。
【００３３】
　ここで、上述のように透過型液晶表示デバイス２を光学ファインダとして使用した場合
において、図６に示す撮影者７０の視点（目７１の位置）から光学ファインダまでの距離
（透過型液晶表示デバイス２の表示面までの距離）Ｌと、その透過型液晶表示デバイス２
の対角サイズＤと、光学ファインダの対角画角θとの関係は、次式により表すことができ
る。
【００３４】
　　θ＝２・tan^-1（Ｄ／２Ｌ）
　この式において、透過型液晶表示デバイス２の対角サイズＤは既知の値であり、したが
って、視点と表示部までの距離Ｌが判れば、光学ファインダの対角画角θを算出すること
ができることになる。
【００３５】
　さらに、メインカメラデバイスによる撮影時において、光学ファインダの対角画角θが
判れば、撮影者７０がどの程度の撮影画角による撮影を行おうとしているのかが判ること
になる。そして、当該光学ファインダの対角画角θに合わせるように、本実施形態の携帯
電話端末１のズーム機能における撮影画角を制御すれば、撮影者７０が光学ファインダを
介して見ている現実世界の範囲の撮影が可能となる。
【００３６】
　本実施形態の携帯電話端末１では、撮影者７０から光学ファインダまでの距離Ｌを、例
えば距離センサ５により求めている。
【００３７】
　なお、距離Ｌは、例えばサブカメラデバイスにより撮影者７０の顔を認識し、例えば両
目の位置関係などから顔の大きさを求め、当該顔の大きさを基に推定するなどの方法によ
り求めることもできる。この場合、例えば、顔の大きさを表す複数の値と複数の距離Ｌを
表す値との対応関係を予め用意しておき、上記サブカメラデバイスにより撮影された顔画
像から顔の大きさを求め、当該顔の大きさから距離Ｌを推定する。但し、顔の大きさは、
例えば性別，人種，年齢（大人と子供）などにより変わるが、近年の顔認識技術では、顔
画像から性別，人種、年齢層まで認識可能となされており、したがって、それら性別，人
種，年齢層毎に顔の大きさと距離Ｌとの対応関係を予め用意しておけば、顔認識技術で得
られた性別，人種，年齢層に応じた距離Ｌを求めることができる。
【００３８】
　また、サブカメラデバイスにより撮影者７０の顔認識を行った場合、当該撮影者７０が
光学ファインダを通じて被写体等を見ながら撮影しているのか、或いは、光学ファインダ
を見ずに撮影しようとしているのかを判別することも可能になる。すなわち、顔認識によ
り、撮影者７０の顔がサブカメラデバイス側（つまりファインダ側）に正対しているか否
かを判定し、正対している時には光学ファインダを撮影者７０が見ていると判断し、一方
、正対していない時には光学ファインダを見ていないと判断することができる。なお、光
学ファインダを見ない撮影例としては、例えば撮影者７０の目より高い位置や逆に低い位
置の被写体を撮影（いわゆるノーファインダ撮影）しようとしている場合などを挙げるこ
とができる。
【００３９】
　そして、本実施形態の携帯電話端末１においては、撮影者７０が光学ファインダを見な
がら撮影しようとしていることが判った場合には、透過型液晶表示デバイス２を透過状態
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にして光学ファインダとして機能させるとともに、撮影者７０から光学ファインダまでの
距離Ｌに応じてズーム機能を制御する。
【００４０】
　一方、撮影者７０が光学ファインダを見ないで撮影しようとしている場合、ファインダ
越しに見える現実世界の範囲と、メインカメラデバイスにより撮影されている現実世界の
範囲は異なる。このため、本実施形態の携帯電話端末１では、撮影者７０が光学ファイン
ダを見ないで撮影しようとしていることが判った場合には、透過型液晶表示デバイス２の
表示面上にメインカメラデバイスにより撮像されている映像を表示し、ズームについては
例えばキーデバイス部７に割り当てられた任意のキー操作に応じてズーム動作を行う一般
的なカメラの撮影インターフェースに切り替える。
【００４１】
　すなわち、本実施形態の携帯電話端末１では、透過型液晶表示デバイス２を透過状態に
するとともに撮影者７０から光学ファインダまでの距離Ｌに応じてズーム機能を自動制御
する自動ズームモードと、透過型液晶表示デバイス２にメインカメラデバイスの映像を表
示するとともにキー操作によるズーム動作を行う手動ズームモードとを、撮影者７０の顔
認識結果に応じて自動的に切り替え可能となされている。もちろん、本実施形態の携帯電
話端末１において、上記自動ズームモードと手動ズームモードは、撮影者７０が例えばメ
ニュー選択などにより任意に選択することも可能となされている。
【００４２】
　なお、例えば本実施形態の携帯電話端末１が自動ズームモードになされている場合にお
いて、上記顔認識により、撮影者７０が光学ファインダ側に正対していないことが判った
場合、操作者７０に対して光学ファインダに正対するように注意を促す通知を行うように
してもよい。当該通知は、通知音によるものや、透過型液晶表示デバイス２上への表示、
バイブレータの振動などにより行うことができる。
【００４３】
［透過型液晶表示デバイスの透過エリア制御］
　上述の説明では、メインカメラデバイスにより得られる撮影画像のアスペクト比と、透
過型液晶表示デバイス２の表示面のアスペクト比が略々同じである場合を例に挙げて説明
したが、それら両アスペクト比が異なるような場合には、例えば図７に示すように、撮影
画像のアスペクト比に合わせるように、透過型液晶表示デバイス２の透過エリアのアスペ
クト比を制御する。
【００４４】
　図７の例では、メインカメラデバイスによる撮影画像のアスペクト比が１６：９であり
、透過型液晶表示デバイスの表示面のアスペクト比が４：３である場合を例に挙げている
。この例の場合、本実施形態の携帯電話端末１は、図７に示すように、透過型液晶表示デ
バイス２の表示面のうち透過状態となされる透過エリアのアスペクト比を、撮影画像のア
スペクト比である１６：９に合わせる。すなわち、図７に示すように、透過型液晶表示デ
バイス２の表示面の一部（図７の例では上下部分）を不透明状態２ａとして、アスペクト
比を合わせるようにする。
【００４５】
　また、本実施形態のように、透過型液晶表示デバイスを光学ファインダとして用いた場
合、例えば撮影者７０の視点がファインダに著しく近接した時には、メインカメラデバイ
スの携帯電話端末１のズーム機能による最大画角θcamよりもファインダ画角θ（ファイ
ンダ越しに見える現実世界の範囲）の方が大きくなってしまう場合が生じる。
【００４６】
　このため、本実施形態の携帯電話端末１は、前述のように撮影者７０から光学ファイン
ダまでの距離Ｌの計測の結果、上記最大画角θcamとファインダ画角θの関係が、
【００４７】
　　　θcam＜θ
となる場合には、図８に示すように、上記最大画角θcamにファインダ画角θが合うよう
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に、透過型液晶表示デバイス２の透過エリアの大きさを変更する。すなわち、図８の例で
は、透過型液晶表示デバイス２の表示面の一部（図８の例では中央部を除く周囲部分）を
不透明状態２ｂとしてファインダ画角θを最大画角θcamに合わせる。これにより、例え
ば撮影者７０の視点がファインダに著しく近接した場合であっても、上記最大画角θcam
以上の現実世界が光学ファインダ越しに見えてしまうことはなくなる。
【００４８】
　また、本実施形態のように、透過型液晶表示デバイス２を光学ファインダとして用いた
場合には、例えばメインカメラデバイスによるフォーカス状態がどのようになっているの
か、つまりフォーカスが合っているのかいないのかを確認することができない。
【００４９】
　このため、本実施形態の携帯電話端末１では、メインカメラデバイスによる撮影時にフ
ォーカスが外れた場合（合焦失敗）には、例えば図９に示すように、透過型液晶表示デバ
イス２の全面２ｃの透明度つまり光学ファインダ全体の透明度を下げて、フォーカスが合
わなかったことを撮影者７０に通知する。また、本実施形態の携帯電話端末１では、メイ
ンカメラデバイスによる撮影時にフォーカスが合った場合（合焦成功）には、例えば図１
０に示すように、透過型液晶表示デバイス２の表示面のうち合焦ポイントに対応した部分
に例えば緑枠２ｄ等の画像を表示して、フォーカスが合ったこと、及び、そのフォーカス
が合った箇所はどの部分であるのかを、撮影者７０に通知する。
【００５０】
　なお、上述のように撮影者７０の腕７２の曲げ伸ばし動作による距離Ｌの変化に応じて
ズーム処理を行う方式は、本実施形態の携帯電話端末１のような透過型液晶表示デバイス
２を持たない一般的な表示デバイスを備えた携帯電話端末やデジタルカメラでも実施する
ことが可能である。但し、それら一般的な表示デバイスを備えた携帯電話端末やデジタル
カメラでは、本実施形態のような省電力化の効果や映像遅延への対処等の効果を期待する
ことはできない。
【００５１】
［携帯電話端末の概略構成］
　図１１には、上述したことを実現可能な本実施形態の携帯電話端末１の内部の概略構成
を示す。
【００５２】
　図１１において、透過型ＬＣＤ(Liquid Crystal Display）２２は、本実施形態の前述
した透過型液晶表示デバイス２である。ＬＣＤＣ２３は、上記透過型ＬＣＤ２２の動作及
び表示等を制御する液晶ディスプレイコントローラである。
【００５３】
　ＬＥＤ（発光ダイオード）２４は、例えば着信ランプやキーパット５５の照明ランプな
ど、本実施形態の携帯電話端末に備えられている各種照明光源である。ＬＥＤドライバ２
５は、それら複数のＬＥＤ２４を駆動および制御する。
【００５４】
　加速度センサ２６は、本実施形態の携帯電話端末に例えば物理的な振動が加えられた時
に、その振動の加速度の大きさ及び向きを検出する。この加速度センサ２６の検出信号は
ＣＰＵ２０へ送られる。
【００５５】
　ジャイロセンサ２７は、本実施形態の携帯電話端末に例えば物理的な振動が加えられた
時に、その振動による回転方向の角速度と回転角度を検出する。このジャイロセンサ２７
の検出信号はＣＰＵ２０へ送られる。
【００５６】
　照度センサ２８は、本実施形態の携帯電話端末の周囲環境の明るさを検出する。この照
度センサ２８の検出信号はＣＰＵ２０へ送られる。
【００５７】
　レシーバ２９（図１のレシーバ４）は、本実施形態の携帯電話端末にて音声通話等が行
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われている時に、受話音声を出力するためのスピーカである。
【００５８】
　マイクロホン３０（図１のマイクロホン３）は、本実施形態の携帯電話端末にて音声通
話等が行われている時に、送話音声を入力するための音声入力デバイスである。
【００５９】
　外部インターフェース（Ｉ／Ｆ）３１は、各種外部コネクタと接続するための外部接続
部からなる。なお、上記外部コネクタにはいわゆるＵＳＢ２．０（Universal Serial Bus
 2.0）規格のコネクタが含まれており、このため本実施形態の携帯電話端末はＵＳＢ２．
０コントローラ３２も備えている。
【００６０】
　ＵＳＩＭカードスロット３３は、加入者情報（契約者情報）等が記憶されたいわゆるＵ
ＳＩＭ（Universal Subscriber Identity Module）カードが装填されるＩＣカードスロッ
トである。
【００６１】
　赤外線通信モジュール３４は、赤外線を用いて情報通信を行うための通信デバイスであ
る。
【００６２】
　振動モータ３５は、本実施形態の携帯電話端末に振動を発生させるためのいわゆるバイ
ブレータである。
【００６３】
　バッテリ３６は、本実施形態の携帯電話端末の各部で使用する電力用の電源である。
【００６４】
　周辺ＩＣ＋電源ＩＣ３７は、上記ＵＳＩＭカードスロット３３、赤外線通信モジュール
３４、振動モータ３５、バッテリ３６、外部インターフェース３１と接続されており、そ
れら各部の制御や信号処理の他、バッテリ３６の電源の供給制御などを行う。
【００６５】
　メインカメラ４０は、前述のメインカメラデバイスであり、カメラレンズ等の撮影光学
系や撮像素子（撮像デバイス）等からなる。フラッシュ（フラッシュライト）４２は、上
記メインカメラ４０による撮影時の撮影補助光を発光するための光源ランプである。フラ
ッシュライトコントローラ４１は、メインカメラ４０による撮影に連動して、フラッシュ
４２の発光を制御する。
【００６６】
　サブカメラ４３は、前述のサブカメラデバイスであり、上記メインカメラ４０とは別に
設けられたカメラ部であり、一例として、いわゆる自分撮り時にユーザ自身を撮影したり
、テレビ電話による通話の際にユーザ自身を撮影する際などに用いられる。
【００６７】
　距離センサ４４は、前述の距離センサ５であり、超音波センサや光位置センサからなる
。
【００６８】
　ＲＦ回路４５は、本実施形態の携帯電話端末が携帯電話網の基地局と通信する際の無線
通信用回路である。アンテナ４６は、本実施形態の携帯電話端末が基地局と無線通信を行
う際の無線通信アンテナである。
【００６９】
　非接触通信カードコントローラ４７は、非接触通信ＩＣカードとの間でいわゆる電磁誘
導方式により信号通信を行うための各種制御及び信号処理を行う。非接触通信カードアン
テナ４８は、上記電磁誘導方式による非接触通信のためのアンテナである。
【００７０】
　ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ：登録商標）コントローラ４９は、いわゆるブル
ートゥース方式により無線通信を行うための各種制御及び信号処理を行う。ブルートゥー
スアンテナ５０は、上記ブルートゥース方式の無線通信のためのアンテナである。
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【００７１】
　デジタルＴＶチューナ５１は、いわゆるデジタルテレビジョン放送用のチューナである
。デジタルＴＶアンテナ５２は、当該デジタルテレビジョン放送電波を受信するためのア
ンテナである。
【００７２】
　メモリカードスロット５４は、例えばいわゆるＳＤ（Secure Digital）カード等の外部
メモリカードが着脱されるスロットである。メモリカードコントローラ５３は、メモリカ
ードスロット５４に装填されたメモリカードに対するデータの書き込み／読み出し等の制
御及び信号処理を行う。
【００７３】
　キー・ボタン５５は、前述のキーデバイス部７であり、本実施形態の携帯電話端末に搭
載されたテンキーや十字キー、シャッターボタン等の各種キー及び各種ボタンと、それら
各キーやボタンがユーザにより操作された時のキー・ボタン出力信号を生成する。本実施
形態の場合、当該キー・ボタン５５に属するボタンの一つとして、専用のシャッターボタ
ンが用意されている。
【００７４】
　内部メモリ５６は、例えばＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ（Double Data Rate SDRAM）５７と、Ｎ
ＡＮＤ型フラッシュメモリ（NAND-type flash memory）５８とを有してなる。上記ＮＡＮ
Ｄ型フラッシュメモリ５８には、ＯＳ（Operating System）のプログラムやＣＰＵ２０が
各部を制御するための制御プログラム、本発明にかかる写真撮影時の制御プログラム、カ
メラアプリケーションソフトウェアを含む各種のアプリケーションプログラム、圧縮符号
化された楽曲・動画像・静止画データコンテンツの他、各種の設定値、フォントデータ、
各辞書データ、機種名情報や端末識別情報などが記憶される。ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ５７は
、ＣＰＵ２０が各種のデータ処理や演算を行う際の作業領域として、随時データを記憶す
る。
【００７５】
　音声音声チップ５９は、例えば音楽再生などの信号処理を行うためのＩＣ回路である。
当該音声チップ５９には、図示しないアンプを介して、ステレオ音声出力用の右スピーカ
６０と左スピーカ６１が接続されている。
【００７６】
　ＣＰＵ（中央処理ユニット）２０は、通信制御、音声処理及びその制御、画像処理及び
その制御、カメラ撮影制御、その他各種信号処理や各部の制御等を行う。また、ＣＰＵ２
０は、内部メモリ５６に蓄積されている各種の制御プログラムやアプリケーションプログ
ラムの実行及びそれに付随する各種データ処理等を行う。特に本実施形態の場合、ＣＰＵ
２０は、本発明にかかる写真撮影用の制御プログラムを実行することにより、前述したよ
うな透過型液晶表示デバイス２の表示制御、撮影者７０から光学ファインダまでの距離Ｌ
の算出、その距離Ｌに応じたズーム制御などを行う。
【００７７】
　その他、図１１には図示を省略しているが、本実施形態の携帯電話端末は、一般的な携
帯電話端末に設けられる各構成要素についても当然ながら備えている。
【００７８】
［写真撮影時の処理フロー］
　図１２には本実施形態の携帯電話端末１が写真撮影モードになされた場合の処理の流れ
を示す。なお、この図１２のフローチャートの処理は、ＣＰＵ２０が本発明にかかる写真
撮影用制御モードを実行することにより実現される。
【００７９】
　図１２において、写真撮影モードが起動すると、ＣＰＵ２０は、ステップＳ１の処理と
して、ＬＣＤＣ２３を通じて透過型ＬＣＤ２２を透過状態にさせ、光学ファインダとして
機能させる。
【００８０】
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　次に、ＣＰＵ２０は、ステップＳ２へ処理を進め、例えば前述したような顔認識等によ
り、撮影者がファインダに正対しているか否か判定する。当該ステップＳ２において、撮
影者がファインダに正対していないと判定した場合には、ＣＰＵ２０は、ステップＳ４の
処理として、前述のように音や表示、振動等を通じて、撮影者に対してファインダに正対
するように通知した後、ステップＳ２へ処理を戻す。一方、撮影者がファインダに正対し
ていると判定した場合、ＣＰＵ２０は、ステップＳ３へ処理を進める。
【００８１】
　ステップＳ３の処理に進むと、ＣＰＵ２０は、例えば距離センサ４４からの出力や顔認
証の結果により、撮影者の視点からファインダまでの距離を求める。
【００８２】
　次に、ＣＰＵ２０は、ステップＳ５の処理として、視点からファインダまでの距離に応
じて、メインカメラ４０のズームを制御する。
【００８３】
　またこの時、ＣＰＵ２０は、ステップＳ６の処理として、その時点でのファインダ画角
は前記最大画角以内であるか判定する。このステップＳ６において、ファインダ画角が最
大画角内であると判定した場合、ＣＰＵ２０は、ステップＳ８へ処理を進める。一方、フ
ァインダ画角が最大画角を超えると判定した場合、ＣＰＵ２０は、ステップＳ７へ処理を
進め、ファインダ画角が最大画角以内になるように透過型ＬＣＤ２２の透過エリアの大き
さを制御した後、ステップＳ８へ処理を進める。
【００８４】
　ステップＳ８の処理に進むと、ＣＰＵ２０は、例えばキー・ボタン５５を通じて撮影者
から写真撮影モード終了の指示がなされたか判定し、未だ写真撮影モード終了指示が入力
されていない時にはステップＳ２へ処理を戻し、写真撮影モード終了指示が入力された時
には当該図１２のフローチャートの処理を終了する。
【００８５】
［自動ズームモードと手動ズームモードの処理フロー］
　上述した図１２のフローチャートは、写真撮影モードにおいて、自動ズームモードにな
されている場合の処理の流れを示したが、自動ズームモードと手動ズームモードの切り替
えがなされる場合には、図１３のフローチャートに示すように、例えばステップＳ１の前
段にモード切り替え選択の工程（ステップＳ２０）が入る。なお、この図１３において、
図１２と同じステップには同一の参照符号を付して、それらの説明は省略する。
【００８６】
　図１３において、写真撮影モードが起動した場合、ＣＰＵ２０は、ステップＳ２０の処
理として、ズームモードを自動ズームモードか手動ズームモードの何れにするか判定する
。このステップＳ２０での判定は、前述のように顔認証により撮影者がファインダに正対
しているか否か、或いは、メニュー選択により何れのモードが設定されたかにより行われ
る。例えば、メニュー選択等により、顔認証の結果に応じてズームモードを自動選択する
設定がなされている場合において、ＣＰＵ２０は、顔認証により撮影者がファインダに正
対していると判定した時には自動ズームモードに切り替えてステップＳ１へ処理を進め、
一方、顔認証により撮影者がファインダに正対していないと判定した時には手動ズームモ
ードに切り替えてステップＳ２１へ処理を進める。また例えば、ＣＰＵ２０は、メニュー
選択により予め自動ズームモードの設定がなされている場合にはステップＳ１へ処理を進
め、一方、メニュー選択により予め手動ズームモードの設定がなされている場合にはステ
ップＳ２１へ処理を進める。
【００８７】
　ステップＳ２１の処理に進んだ場合、ＣＰＵ２０は、透過型ＬＣＤ２２にメインカメラ
４０からの映像を表示する。またこの時、ＣＰＵ２０は、キー操作を通じて撮影者からズ
ーム指示が入力された場合、そのズーム指示に応じてメインカメラ４０のズーム動作を制
御する。その後、ＣＰＵ２０は、ステップＳ２０へ処理を戻す。
【００８８】
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　またこの図１３のフローチャートの場合、ＣＰＵ２０は、ステップＳ８において撮影者
から未だ写真撮影モードの終了指示が入力されていないと判定した時には、ステップＳ２
０へ処理を戻す。
【００８９】
［撮影時の処理フロー］
　図１４には、本実施形態の携帯電話端末が写真撮影モードである場合において、シャッ
ターボタンがオンされて撮影が実行された際の処理の流れを示す。なお、図１４のフロー
チャートには、撮影実行時の一連の処理のうち、特に、合焦成功（フォーカスが合った場
合）時の合焦表示と、合焦失敗（フォーカスが外れた場合）時の合焦失敗表示に関連する
部分の処理の流れのみを示している。したがって、この図１４のフローチャートでは、例
えば撮影データの保存等のように、写真撮影時の他の一般的な処理の流れについては省略
している。
【００９０】
　図１４において、写真撮影が可能な状態の時、ＣＰＵ２０は、ステップＳ１０の処理と
して、シャッターボタン１０がオンされたか否か監視している。そして、ＣＰＵ２０は、
シャッターボタン１０がオンされると、ステップＳ１１へ処理を進める。
【００９１】
　ステップＳ１１の処理に進むと、ＣＰＵ２０は、メインカメラ４０による撮影実行時に
フォーカスが合ったか否か判定する。そして、当該ステップＳ１１において合焦成功と判
定した場合、ＣＰＵ２０は、ステップＳ１２の処理として、例えば前述の図１０のように
合焦成功表示を行う。一方、ステップＳ１１において合焦失敗と判定した場合、ＣＰＵ２
０は、ステップＳ１３の処理として、例えば前述の図９のように合焦失敗表示を行う。
【００９２】
　これらステップＳ１２，ステップＳ１３の処理後、ＣＰＵ２０は、次の撮影処理実行の
ための処理へ戻る。
【００９３】
［まとめ］
　以上説明したように、本実施形態のカメラ機能付き携帯電話端末においては、透過型液
晶表示デバイス２を光学ファインダとして使用するため、写真撮影モード時の電力消費を
抑えることができ、また、コストアップやサイズアップを伴わずに、撮影者が現実世界の
実体を直接確認しつつ撮影できる。また、本実施形態のカメラ機能付き携帯電話端末によ
れば、撮影者から光学ファインダまでの距離に応じてズーム動作を自動制御することによ
り、撮影者が誤操作なく撮影画角を確実に決めることが可能となる。
【００９４】
　なお、上述した実施形態の説明は、本発明の一例である。このため、本発明は上述した
各実施形態に限定されることなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、
設計等に応じて種々の変更が可能であることはもちろんである。例えば、上述の実施形態
では、携帯電話端末を例に挙げたが、透過型液晶表示デバイスを備えているのであればデ
ジタルカメラやその他の端末にも適用可能である。
【符号の説明】
【００９５】
　１　携帯電話端末、２　透過型液晶表示デバイス、３　送話用マイクロホン、４　受話
用スピーカ（レシーバ）、５　距離センサ、６　サブカメラ、７　キーデバイス部、８　
メインカメラ、９　インターフェースコネクタ、１０　シャッターボタン、２０　ＣＰＵ
、２２　透過型ＬＣＤ、２３　ＬＣＤＣ、２４　ＬＥＤ、２５　ＬＥＤドライバ、２６　
加速度センサ、２７　ジャイロセンサ、２８　照度センサ、２９　レシーバ、３０　マイ
クロホン、３１　外部インターフェース、３２　ＵＳＢ２．０コントローラ、３３　ＵＳ
ＩＭカードスロット、３４　赤外線通信モジュール、３５　振動モータ、３６　バッテリ
、３７　周辺ＩＣ＋電源ＩＣ、４０　メインカメラ、４１　フラッシュライトコントロー
ラ、４２　フラッシュ、４４　サブカメラ、４５　ＲＦ回路、４６　アンテナ、４７　非
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接触通信カードコントローラ、４８　非接触通信カードアンテナ、４９　ブルートゥース
コントローラ、５０　ブルートゥースアンテナ、５１　デジタルＴＶチューナ、５２　デ
ジタルＴＶアンテナ、５３　メモリカードコントローラ、５４　メモリカードスロット、
５５　キー・ボタン、５６　内部メモリ、５７　ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ、５８　ＮＡＮＤ型
フラッシュメモリ、５９　音声チップ、６０　右スピーカ、６１　左スピーカ

【図１】 【図２】

【図３】
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