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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイレクトキーと、
　撮像により得られた画像データの記録形式の設定を行うために使用され、前記記録形式
の設定を行うために２回以上操作され、かつ前記記録形式の設定に関して第１、第２パタ
ーンのいずれかを選択することができる操作キーと、
　前記操作キーの操作に対応して前記記録形式の設定を行う制御部とを備え、
　前記制御部は、前記ダイレクトキーの１回の押下に対応して、前記記録形式の設定を行
い、
　前記操作キーによって設定が行われた記録形式に関わらずに、前記ダイレクトキーの押
下に対応する前記記録形式の設定が行われ、
　前記ダイレクトキーの押下による前記記録形式の設定は、前記画像データのＲＡＷ形式
と圧縮ファイル形式の両方による記録と、前記画像データの前記ＲＡＷ形式による記録と
の間で変更することであり、
　前記制御部は、前記第１パターンが設定された場合は、前記ダイレクトキーが最初に押
下された後、前記撮像が１回行われると、前記ダイレクトキーが最初に押下される前の記
録形式に戻し、前記第２パターンが設定された場合は、前記ダイレクトキーが最初に押下
された後、前記ダイレクトキーが再度押下されると、前記ダイレクトキーが最初に押下さ
れる前の記録形式に戻すことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
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　ダイレクトキーと、
　撮像により得られた画像データの記録形式の設定を行うために使用され、前記記録形式
の設定を行うために２回以上操作され、かつ前記記録形式の設定に関して第１、第２パタ
ーンのいずれかを選択することができる操作キーと、
　前記操作キーの操作に対応して前記記録形式の設定を行う制御部とを備え、
　前記制御部は、前記ダイレクトキーの１回の押下に対応して、前記記録形式の設定を行
い、
　前記操作キーによって設定が行われた記録形式に関わらずに、前記ダイレクトキーの押
下に対応する前記記録形式の設定が行われ、
　前記ダイレクトキーの押下による前記記録形式の設定は、前記画像データのＲＡＷ形式
と圧縮ファイル形式の両方による記録と、前記画像データの前記圧縮ファイル形式による
記録との間で変更することであり、
　前記制御部は、前記第１パターンが設定された場合は、前記ダイレクトキーが最初に押
下された後、前記撮像が１回行われると、前記ダイレクトキーが最初に押下される前の記
録形式に戻し、前記第２パターンが設定された場合は、前記ダイレクトキーが最初に押下
された後、前記ダイレクトキーが再度押下されると、前記ダイレクトキーが最初に押下さ
れる前の記録形式に戻すことを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　ダイレクトキーと、
　撮像により得られた画像データの記録形式の設定を行うために使用され、前記記録形式
の設定を行うために２回以上操作され、かつ前記記録形式の設定に関して第１、第２パタ
ーンのいずれかを選択することができる操作キーと、
　前記操作キーの操作に対応して前記記録形式の設定を行う制御部とを備え、
　前記制御部は、前記ダイレクトキーの１回の押下に対応して、前記記録形式の設定を行
い、
　前記操作キーによって設定が行われた記録形式に関わらずに、前記ダイレクトキーの押
下に対応する前記記録形式の設定が行われ、
　前記ダイレクトキーの押下による前記記録形式の設定は、前記画像データの圧縮ファイ
ル形式による記録と、前記画像データのＲＡＷ形式による記録との間で変更することであ
り、
　前記制御部は、前記第１パターンが設定された場合は、前記ダイレクトキーが最初に押
下された後、前記撮像が１回行われると、前記ダイレクトキーが最初に押下される前の記
録形式に戻し、前記第２パターンが設定された場合は、前記ダイレクトキーが最初に押下
された後、前記ダイレクトキーが再度押下されると、前記ダイレクトキーが最初に押下さ
れる前の記録形式に戻すことを特徴とする撮像装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第１パターンが設定された場合には、前記ダイレクトキーが最初に
押下された後、前記撮像が行われる前に前記ダイレクトキーが再度押下されるか、前記撮
像が１回行われるか、前記撮像装置の電源がオフ状態にされて再度電源がオン状態にされ
ると、前記ダイレクトキーが最初に押下される前の状態に戻し、前記第２パターンが設定
された場合は、前記ダイレクトキーが最初に押下された後、前記ダイレクトキーが再度押
下されるか、前記撮像装置の電源がオフ状態にされて再度電源がオン状態にされると、前
記ダイレクトキーが最初に押下される前の状態に戻すことを特徴とする請求項１から３項
のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記ダイレクトキーの押下により設定される前後の少なくとも一方の記録形式を表示す
る表示部を更に備えることを特徴とする請求項１から３項のいずれか１項に記載の撮像装
置。
【請求項６】
　前記ダイレクトキーは、前記撮像装置の前面で且つ、前記前面から見てレンズを取り付
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けるための突出部の右側面に配置されることを特徴とする請求項１から３項のいずれか１
項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記ダイレクトキーの押下に対応して行われる前記記録形式の設定の内容は、前記操作
キーを操作することにより変更可能であることを特徴とする請求項１から３項のいずれか
１項に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関し、特に機能設定を簡単に行える撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１のように、メニューキーなどを使って撮像により得られた画像データ
の画像処理や記録に関する機能設定を行う撮像装置が提案されている。
【特許文献１】特開２００６－１８６６０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１の装置において、機能設定は、メニューキーなどを複数回操作する
ことにより行われるため、操作が煩雑である。
【０００４】
　したがって本発明の目的は、操作を煩雑にすることなく、画像処理や記録に関する機能
設定を行うことが可能な撮像装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る撮像装置は、ダイレクトキーと、撮像により得られた画像データの画像処
理または記録に関連する機能設定を行うために使用され機能設定を行うために２回以上操
作される操作キーとを有する操作部と、操作キーの操作に対応して機能設定を行う制御部
とを備え、制御部は、ダイレクトキーの１回の押下に対応して、機能設定を行い、操作キ
ーによって機能設定が行われた状態に関わらずに、ダイレクトキーの押下に対応する機能
設定は行われる。
【０００６】
　好ましくは、機能設定は、画像データの記録形式に関するものである。
【０００７】
　また、好ましくは、機能設定は、画像データの記録形式に関するものであり、ダイレク
トキーの押下により機能設定が行われると、画像データがＲＡＷ形式と圧縮ファイル形式
の両方で、又はＲＡＷ形式で記録されるように設定される。
【０００８】
　また、好ましくは、操作キーを操作することにより、第１、第２パターンのいずれかが
設定され、制御部は、第１パターンが設定された場合には、ダイレクトキーが最初に押下
された後、撮像が行われる前にダイレクトキーが再度押下されるか、撮像が１回行われる
か、撮像装置の電源がオフ状態にされて再度電源がオン状態にされると、ダイレクトキー
が最初に押下される前の状態に戻し、第２パターンが設定された場合は、ダイレクトキー
が再度押下されるか、撮像装置の電源がオフ状態にされて再度電源がオン状態にされると
、ダイレクトキーが最初に押下される前の状態に戻す。
【０００９】
　また、好ましくは、ダイレクトキーの押下により設定される前後の少なくとも一方の状
態を表示する表示部を更に備える。
【００１０】
　また、好ましくは、ダイレクトキーは、撮像装置の前面で且つ、前面から見てレンズを
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取り付けるための突出部の右側面に配置される。
【００１１】
　また、好ましくは、ダイレクトキーの押下に対応して行われる機能設定の内容は、操作
キーを操作することにより変更可能である。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように本発明によれば、操作を煩雑にすることなく、画像処理や記録に関する機
能設定を行うことが可能な撮像装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本実施形態について、図を用いて説明する。撮像装置１は、デジタルカメラであ
る。
【００１４】
　撮像装置１の撮像に関する部分は、操作部１０、制御部３０、撮影部５０、記録部７０
、及び表示部９０を備える（図１参照）。操作部１０は、メニューキー１１、方向及び決
定キー１２、ダイレクトキー１３、及びレリーズボタン１４を有する（図１～図３参照）
。撮影部５０は、絞りを含むレンズ５１、シャッタ５２、及びＣＣＤなどの撮像素子５３
を有する。情報表示部９０は、光学ファインダ９１、及び第１、第２表示部９２ａ、９２
ｂを有する。
【００１５】
　被写体像は、レンズ５１を介した光学像として、撮像素子５３で撮像される。撮像され
た画像は、第１表示部９２ａに表示され、撮像された画像のデータは記録部７０に記録さ
れる。撮像時の露光条件（シャッタ速度、絞り値、撮像素子５３の露光感度）は、使用者
による操作部１０の設定と、使用者による設定状態に基づく制御部３０の演算との少なく
とも一方によって決定される。
【００１６】
　使用者が操作キーとしてのメニューキー１１や方向及び決定キー１２を操作することに
より、撮像により得られた画像データの画像処理または記録に関連する機能設定が行われ
る。具体的には、画像データの記録形式（ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ、及びＲＡＷ）、記録サイ
ズ（記録画素数）、画像データを記録部７０に記録する際の圧縮率、撮像素子５３の露光
感度、シャープネス、コントラストなどが使用者の操作によって設定される。
【００１７】
　メニューキー１１や方向及び決定キー１２を操作することによる機能設定は、これらの
キーを２回以上操作する必要がある。
【００１８】
　また、使用者がメニューキー１１や方向及び決定キー１２を操作することにより、後述
するダイレクトキー１３を押下することにより機能設定された状態の解除方法が設定され
る。具体的には、ダイレクトキー１３を一度押下することにより、記録形式がＲＡＷ形式
とＪＰＥＧ形式の両方で記録されるように設定されるが、この記録形式が１回の撮像動作
で解除されて設定前の記録形式に戻される第１パターンと、再度ダイレクトキー１３が押
下されるまで設定前の記録形式に戻されない第２パターンとのいずれかが設定される。
【００１９】
　ダイレクトキー１３は、撮像装置１を保持した状態で左手親指などによって押下できる
ように、撮像装置１の前面で且つ前面から見てレンズ５１を取り付けるための突出部（レ
ンズマウント部）の右側面に配置される。ダイレクトキー１３の１回の押下により、メニ
ューキー１１や方向及び決定キー１２を操作することによる機能設定が行われた状態（画
像データの記録方式が設定された状態）に関わらず、画像データがＲＡＷ形式とＪＰＥＧ
形式（他の圧縮ファイル形式でもよい）の両方で記録されるように撮像装置１の機能設定
が行われる。すなわち、ダイレクトキー１３が押下されると、ダイレクトキー１３が押下
される前に予めメニューキー１１や方向及び決定キー１２を操作することにより設定され
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た画像データの記録方式に関わらず、画像データの記録方式がＲＡＷ形式とＪＰＥＧ形式
の両方に機能設定される。
【００２０】
　ダイレクトキー１３により機能設定（記録形式の設定）された撮像装置１の状態は、第
１パターンが設定されている場合は、レリーズボタン１４の全押しによる撮像が行われる
前にダイレクトキー１３が再度押下されるか、レリーズボタン１４の全押しによる撮像が
１回行われるか、撮像装置１の電源がオフ状態にされて再度電源がオン状態にされると、
ダイレクトキー１３の押下により機能設定される前の状態（記録形式）に戻され、第２パ
ターンが設定されている場合は、ダイレクトキー１３が再度押下されるか、撮像装置１の
電源がオフ状態にされて再度電源がオン状態にされると、ダイレクトキー１３の押下によ
り機能設定される前の状態（記録形式）に戻される。
【００２１】
　これにより、特定の記録形式への変更操作が、ダイレクトキー１３を押下する操作だけ
で行えるため、メニューキー１１や方向及び決定キー１２を操作することにより記録形式
を変更する操作に比べて簡単且つ迅速に行える。特に、ＲＡＷ形式は、撮像素子５３の各
画素信号を圧縮処理せずに記録する形式なので、圧縮ファイル形式であるＪＰＥＧ形式に
比べてファイルサイズが大きいため、記録形式の変更操作の解除（設定前の状態に戻すこ
と）を忘れた場合、記録部７０の記録容量を不必要に消費することになるが、本実施形態
では、第１パターンに設定されている場合は１回の撮像動作で設定前の記録形式に戻すこ
とが出来るため、このような問題は生じない。
【００２２】
　被写体像の、レンズ５１を介した光学像は、光学ファインダ９１によって光学的に観察
可能である。
【００２３】
　レリーズボタン１４は、半押しすることにより測光スイッチ（不図示）がオン状態にさ
れＡＥセンサ（不図示）による測光やＡＦセンサ（不図示）による測距及び合焦動作が行
われる。
【００２４】
　レリーズボタン１４は、全押しすることによりレリーズスイッチ（不図示）がオン状態
にされ撮像が行われる。撮像により得られた画像データに対応する画像は、第１表示部９
２ａに表示され、画像データは記録部７０に記録される。
【００２５】
　制御部３０は、撮像に関する各部の制御、特に、操作部１０の操作に対応して、撮像に
より得られた画像データの画像処理または記録に関連する機能設定を行う。また、制御部
３０に接続された（又は内蔵された）ＲＯＭなどのメモリに、ダイレクトキー１３の押下
により行われる機能設定の内容（記録形式がＲＡＷ形式とＪＰＥＧ形式の両方で行われる
こと）が記録される。
【００２６】
　光学ファインダ９１は、使用者の一方の目でのぞき込んで被写体像のレンズ５１を介し
た光学像や、使用者が設定するか測光により算出された露光条件を観察するファインダで
ある。光学ファインダ９１は、光学像を表示する領域（不図示）と、シャッタ速度などの
露光条件を表示する露光条件表示領域９１ａを有する（図５、図７参照）。露光条件表示
領域９１ａは、記録可能枚数を示す第１枚数表示領域９１ａ１、シャッタ速度を示す第１
シャッタ速度表示領域９１ａ２、及び絞り値を示す第１絞り値表示領域９１ａ３を有する
。
【００２７】
　第１表示部９２ａは、撮像装置１の背面に配置された表示装置で、撮像により得られた
画像を表示する他、記録形式など機能設定に関する情報表示を行う。情報表示を見ながら
使用者はメニューキー１１や方向及び決定キー１２を操作することにより、撮像装置１の
機能設定を行うことが可能になる。



(6) JP 4859599 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

【００２８】
　第２表示部９２ｂは、撮像装置１の上面に配置された表示装置で、露光条件やホワイト
バランスなどの画像処理や記録に関する機能設定状態を表示する。第２表示部９２ｂは、
記録可能枚数を示す第２枚数表示領域９２ｂ１、シャッタ速度を示す第２シャッタ速度表
示領域９２ｂ２、及び絞り値を示す第２絞り値表示領域９２ｂ３を有する（図４、図６参
照）。
【００２９】
　ダイレクトキー１３が押下された場合など、記録形式がＲＡＷとＪＰＥＧに設定される
と、第１枚数表示領域９１ａ１、第２枚数表示領域９２ｂ１は、記録部７０の空き容量に
基づく残り記録可能枚数と、記録形式がＲＡＷ形式とＪＰＥＧ形式の両方であることを示
すＲＡＷ＋マーク（ＲＡＷマークは白抜き四角で囲まれる）とを表示する（図６、図７参
照）。
【００３０】
　記録形式がＲＡＷ形式に設定されると、第１枚数表示領域９１ａ１、第２枚数表示領域
９２ｂ１は、記録部７０の空き容量に基づく残り記録可能枚数と、記録形式がＲＡＷであ
ることを示すＲＡＷマーク（ＲＡＷマークは白抜き四角で囲まれる）とを表示する（不図
示）。
【００３１】
　記録形式がＪＰＥＧ形式またはＴＩＦＦ形式に設定されると、第１枚数表示領域９１ａ
１、第２枚数表示領域９２ｂ１は、記録部７０の空き容量に基づく残り記録可能枚数を表
示する（図４、図５参照）。
【００３２】
　これにより、ダイレクトキー１３の押下により設定される後の状態が第１枚数表示領域
９１ａ１、第２枚数表示領域９２ｂ１に表示されるので、ファイルサイズが大きく、残り
記録可能枚数を確認する必要性がＪＰＥＧなどに比べて高いＲＡＷ形式を記録形式として
選択した場合に、記録形式と記録可能枚数とを視覚的に認識することが可能になる。
【００３３】
　次に、ダイレクトキー１３が押下されて記録形式が変更される流れを図８のフローチャ
ートを用いて説明する。
【００３４】
　ステップＳ１１の撮像待機状態から説明を始める。撮像待機状態とは、撮像装置１の電
源がオン状態にされ、撮像動作が可能な状態にされていることをいう。ステップＳ１２で
、ダイレクトキー１３が押下されると、ステップＳ１３で、制御部３０により撮像装置１
の画像データの記録形式が、ダイレクトキー１３が押下される前に予めメニューキー１１
や方向及び決定キー１２を操作することにより設定された画像データの記録方式に関わら
ず、ＲＡＷ形式とＪＰＥＧ形式の両方で記録するように、機能設定が行われる。
【００３５】
　ステップＳ１４で、ダイレクトキー１３が再度押下されたか否かが判断される。された
場合は、ステップＳ１９に進み、されていない場合はステップＳ１５に進められる。
【００３６】
　ステップＳ１５で、レリーズボタン１４が全押しされると、ステップＳ１６で、撮像動
作が行われ、画像処理され、画像処理された画像が第１表示部９２ａに表示され、ＲＡＷ
形式とＪＰＥＧ形式の２つの画像データファイルが記録部７０に記録される。撮像装置１
が連続撮影モードに設定されている場合は、レリーズボタン１４が全押しされている間、
ステップＳ１６の撮像動作が繰り返し行われる。
【００３７】
　ステップＳ１７で、撮像装置１が第１パターンに設定されているか否かが判断される。
設定されている場合はステップＳ１９に進められ、設定されていない場合はステップＳ１
８に進められる。
【００３８】
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　ステップＳ１８で、ダイレクトキー１３が押下されたか否かが判断される。押下された
場合はステップＳ１９に進められ、押下されていない場合はステップＳ１５に戻される。
【００３９】
　ステップＳ１９で、記録形式がステップＳ１２でダイレクトキー１３が押下される前（
設定前）の状態に戻される。
【００４０】
　咄嗟に撮影状況変化や使用者の作画意図変化が起きた場合、使用者が撮影後に任意に加
工可能なＲＡＷ形式による記録形式と撮像後に迅速に再生可能な記録形式（ＪＰＥＧ形式
など）の両者が好ましいと考え、本実施形態では、ダイレクトキー１３の押下により記録
形式がＲＡＷ形式とＪＰＥＧ形式の両方で記録するように機能設定される形態を説明した
が、他の形式（例えばＲＡＷ形式だけ）であってもよい。また、ダイレクトキー１３によ
る押下によって変更（機能設定）されるのが、他の機能設定項目であってもよい。例えば
、携帯電話にメール送信するために、ファイル形式や画素数などを送信先の携帯電話の仕
様に合わせた機能設定や、特定のホワイトバランスゲインを使ったホワイトバランス調整
などが挙げられる。
【００４１】
　また、ダイレクトキー１３の押下により行われる機能設定の内容は、予め用意した機能
設定の内容（記録形式をＲＡＷ形式などに変更すること）に限らず、使用者がメニューキ
ー１１や、方向及び決定キー１２などを操作することにより、他の機能設定に変更可能で
あってもよい。この場合、制御部３０に接続された（又は内蔵された）ＲＡＭなどのメモ
リに、ダイレクトキー１３の押下により行われる機能設定の内容が記録され、他の機能設
定に変更されると、機能設定の内容が書き換えられる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本実施形態における撮像装置の構成図である。
【図２】撮像装置の正面側から見た斜視図である。
【図３】撮像装置の背面側から見た斜視図である。
【図４】ダイレクトキーが押下される前の第２表示部における表示内容を示す図である。
【図５】ダイレクトキーが押下される前の光学ファインダ内の露光条件表示領域における
表示内容を示す図である。
【図６】ダイレクトキーが押下された後の第２表示部における表示内容を示す図である。
【図７】ダイレクトキーが押下された後の光学ファインダ内の露光条件表示領域における
表示内容を示す図である。
【図８】ダイレクトキーが押下されて記録形式が変更される流れを示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００４３】
　１　撮像装置
　１０　操作部
　１１　メニューキー
　１２　方向及び決定キー
　１３　ダイレクトキー
　１４　レリーズボタン
　３０　制御部
　５０　撮影部
　５１　レンズ
　５２　シャッタ
　５３　撮像素子
　７０　記録部
　９０　表示部
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　９１　光学ファインダ
　９１ａ　露光条件表示領域
　９２ａ、９２ｂ　第１、第２表示部
　９１ａ１、９２ｂ１　第１、第２枚数表示領域
　９１ａ２、９２ｂ２　第１、第２シャッタ速度表示領域
　９１ａ３、９２ｂ３　第１、第２絞り値表示領域
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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