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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段により取得された画像データに基づいて前記被写体の画像を表示する表示
手段と、
　前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重畳させて、表示位置があらかじめ決め
られた位置である情報表示と表示位置が移動可能な枠とを表示するように制御する表示制
御手段と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記情報表示と前記枠が重複する場合、前記枠の所定部分が前記
情報表示と重複するときは前記枠を前記情報表示より優先的に表示するように制御し、前
記枠の所定部分が前記情報表示と重複しないときは前記枠を前記情報表示より優先的に表
示しないように制御することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記枠は、前記表示手段に表示された画像の一部の領域を囲む矩形の枠であり、前記表
示制御手段は、前記枠の少なくとも一辺の全部が前記情報表示と重複する場合、前記枠を
前記情報表示より優先的に表示するように制御することを特徴とする請求項１に記載の撮
像装置。
【請求項３】
　前記枠は、前記表示手段に表示された画像の一部の領域を囲む矩形の枠であり、前記表
示制御手段は、前記枠の少なくとも一辺の両端部が前記情報表示と重複する場合、前記枠
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を前記情報表示より優先的に表示するように制御することを特徴とする請求項１に記載の
撮像装置。
【請求項４】
　前記枠は、前記表示手段に表示された画像の一部の領域を囲む矩形のうち各辺の両端部
のみを表示する枠であり、前記表示制御手段は、前記枠の少なくとも一辺の両端部が前記
情報表示と重複する場合、前記枠を前記情報表示より優先的に表示するように制御するこ
とを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　被写体を撮像して画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段により取得された画像データに基づいて前記被写体の画像を表示する表示
手段と、
　前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重畳させて、表示位置があらかじめ決め
られた位置である情報表示と表示位置が移動可能な枠とを表示するように制御する表示制
御手段と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記枠の全体に対する前記情報表示と重複する部分の割合が所定
値以上の場合、前記枠を前記情報表示より優先的に表示するように制御することを特徴と
する撮像装置。
【請求項６】
　前記枠は、前記表示手段に表示された画像の一部の領域を囲む円形の枠であり、前記表
示制御手段は、前記枠の円周の半分以上が前記情報表示と重複する場合、前記枠を前記情
報表示より優先的に表示するように制御することを特徴とする請求項５に記載の撮像装置
。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記枠の円周の半分以上が連続して前記情報表示と重複する場合
、前記枠を前記情報表示より優先的に表示するように制御することを特徴とする請求項６
に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記撮像手段により取得された画像データに基づいて前記被写体の顔を検出する顔検出
手段と、
　前記顔検出手段により検出された被写体の顔から主被写体とする顔を選択する選択手段
と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記顔検出手段により検出された被写体の顔を囲む前記枠を複数
表示する場合、前記選択手段により選択された主被写体とする顔を囲む前記枠に対しての
み、前記枠の所定部分が前記情報表示と重複するときは前記枠を前記情報表示より優先的
に表示するように制御し、前記枠の所定部分が前記情報表示と重複しないときは前記枠を
前記情報表示より優先的に表示しないように制御することを特徴とする請求項１ないし４
のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記撮像手段により取得された画像データに基づいて前記被写体の顔を検出する顔検出
手段と、
　前記顔検出手段により検出された被写体の顔から主被写体とする顔を選択する選択手段
と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記顔検出手段により検出された被写体の顔を囲む前記枠を複数
表示する場合、前記選択手段により選択された主被写体とする顔を囲む前記枠に対しての
み、前記枠の全体に対する前記情報表示と重複する部分の割合が所定値以上の場合、前記
枠を前記情報表示より優先的に表示するように制御することを特徴とする請求項５ないし
７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記情報表示と前記主被写体以外の被写体の顔を囲む前記枠が重
複する場合、前記情報表示を優先的に表示するように制御することを特徴とする請求項８
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または９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　被写体を撮像して画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段により取得された画像データに基づいて前記被写体の画像を表示する表示
手段と、
　前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重畳させて、表示位置があらかじめ決め
られた位置である情報表示と表示位置が移動可能な枠とを表示するように制御する表示制
御手段と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記表示手段に前記枠が複数表示され、前記複数表示される枠の
うちの２つが互いに重複する場合、大きさが小さいほうの前記枠を優先的に表示するよう
に制御することを特徴とする撮像装置。
【請求項１２】
　前記表示制御手段は、前記枠の表示位置または大きさの少なくとも一方をユーザーの操
作に応じて変更することを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の撮像装
置。
【請求項１３】
　被写体を撮像して画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段により取得された画像データに基づいて前記被写体の画像を表示する表示
手段と、
　前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重畳させて、表示位置があらかじめ決め
られた位置である情報表示と表示位置が移動可能な枠とを表示するように制御する表示制
御手段と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記枠の所定部分の位置が前記情報表示の表示される位置である
ときは前記枠の全体を表示するように制御し、前記枠の所定部分の位置が前記情報表示の
表示される位置でないときは前記枠の一部のみを表示するように制御することを特徴とす
る撮像装置。
【請求項１４】
　撮像装置の表示制御方法であって、
　撮像手段により取得された画像データに基づいて被写体の画像を表示手段に表示する表
示ステップと、
　前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重畳させて、表示位置があらかじめ決め
られた位置である情報表示と表示位置が移動可能な枠とを表示するように制御する表示制
御ステップと、を有し、
　前記表示制御ステップは、前記情報表示と前記枠が重複する場合、前記枠の所定部分が
前記情報表示と重複するときは前記枠を前記情報表示より優先的に表示するように制御し
、前記枠の所定部分が前記情報表示と重複しないときは前記枠を前記情報表示より優先的
に表示しないように制御することを特徴とする撮像装置の表示制御方法。
【請求項１５】
　撮像装置の表示制御方法であって、
　撮像手段により取得された画像データに基づいて被写体の画像を表示手段に表示する表
示ステップと、
　前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重畳させて、表示位置があらかじめ決め
られた位置である情報表示と表示位置が移動可能な枠とを表示するように制御する表示制
御ステップと、を有し、
　前記表示制御ステップは、前記枠の全体に対する前記情報表示と重複する部分の割合が
所定値以上の場合、前記枠を前記情報表示より優先的に表示するように制御することを特
徴とする撮像装置の表示制御方法。
【請求項１６】
　撮像装置の表示制御方法であって、
　撮像手段により取得された画像データに基づいて被写体の画像を表示手段に表示する表
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示ステップと、
　前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重畳させて、表示位置があらかじめ決め
られた位置である情報表示と表示位置が移動可能な枠とを表示するように制御する表示制
御ステップと、を有し、
　前記表示制御ステップは、前記表示手段に前記枠が複数表示され、前記複数表示される
枠のうちの２つが互いに重複する場合、大きさが小さいほうの前記枠を優先的に表示する
ように制御することを特徴とする撮像装置の表示制御方法。
【請求項１７】
　撮像装置の表示制御方法であって、
　撮像手段により取得された画像データに基づいて被写体の画像を表示手段に表示する表
示ステップと、
　前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重畳させて、表示位置があらかじめ決め
られた位置である情報表示と表示位置が移動可能な枠とを表示するように制御する表示制
御ステップと、を有し、
　前記表示制御ステップは、前記枠の所定部分の位置が前記情報表示の表示される位置で
あるときは前記枠の全体を表示するように制御し、前記枠の所定部分の位置が前記情報表
示の表示される位置でないときは前記枠の一部のみを表示するように制御することを特徴
とする撮像装置の表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関し、特にライブビュー撮影機能を有する撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のデジタルカメラにおいて、レンズを通して撮像素子に入射した被写体像をリアル
タイムでＬＣＤ等の表示画面に表示させて撮影が行えるライブビュー撮影機能を備えたも
のがある。ライブビュー撮影時には、表示された画像に重畳させてホワイトバランス、記
録画質、色空間などといった撮影に関わる設定を表す各種設定情報を表示することにより
、表示された画像を見ながらでも各種設定を容易に確認することができる。また、表示さ
れた画像中のオートフォーカスさせたい領域を指定するＡＦ枠や拡大表示させたい領域を
指定する拡大枠、顔検出した被写体の顔がどれであるかユーザーに通知するための顔検出
枠なども表示された画像に重畳させて表示できる。
【０００３】
　しかし、ＡＦ枠や拡大枠はユーザーの操作により位置や大きさを自由に変更でき、顔検
出枠は被写体に対応して枠の位置や大きさが変化するため、以下のような問題が生じる場
合がある。例えば、ＡＦ枠の表示がホワイトバランスや記録画質や色空間といった各種設
定情報の表示に重複した場合、一方の表示が他方の表示により隠れてしまい表示内容を認
識しにくくなってしまう。
【０００４】
　このような問題を解決するために特許文献１には、合焦位置を示すＡＦカーソルの表示
と設定情報の表示とが重複した場合に設定情報の表示を非表示にするという技術が記載さ
れている。
【特許文献１】特開２００３－１３４３５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、合焦位置を示すＡＦカーソルの表示と設
定情報の表示とが重複した場合に設定情報を非表示にしてしまうので、重複している間は
設定情報の表示内容を認識できない。
【０００６】
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　本発明は、そのような問題を解決するためになされたものであり、表示画像に重畳して
表示される情報や枠を最適に認識することが可能である撮像装置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】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明にかかる撮像装置は、被写体を撮像して画像デー
タを取得する撮像手段と、前記撮像手段により取得された画像データに基づいて前記被写
体の画像を表示する表示手段と、前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重畳させ
て、表示位置があらかじめ決められた位置である情報表示と表示位置が移動可能な枠とを
表示するように制御する表示制御手段と、を有し、前記表示制御手段は、前記情報表示と
前記枠が重複する場合、前記枠の所定部分が前記情報表示と重複するときは前記枠を前記
情報表示より優先的に表示するように制御し、前記枠の所定部分が前記情報表示と重複し
ないときは前記枠を前記情報表示より優先的に表示しないように制御することを特徴とす
る。
　また、上記の目的を達成するために、本発明にかかる撮像装置は、被写体を撮像して画
像データを取得する撮像手段と、前記撮像手段により取得された画像データに基づいて前
記被写体の画像を表示する表示手段と、前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重
畳させて、表示位置があらかじめ決められた位置である情報表示と表示位置が移動可能な
枠とを表示するように制御する表示制御手段と、を有し、前記表示制御手段は、前記枠の
全体に対する前記情報表示と重複する部分の割合が所定値以上の場合、前記枠を前記情報
表示より優先的に表示するように制御することを特徴とする。
　また、上記の目的を達成するために、本発明にかかる撮像装置は、被写体を撮像して画
像データを取得する撮像手段と、前記撮像手段により取得された画像データに基づいて前
記被写体の画像を表示する表示手段と、前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重
畳させて、表示位置があらかじめ決められた位置である情報表示と表示位置が移動可能な
枠とを表示するように制御する表示制御手段と、を有し、前記表示制御手段は、前記表示
手段に前記枠が複数表示され、前記複数表示される枠のうちの２つが互いに重複する場合
、大きさが小さいほうの前記枠を優先的に表示するように制御することを特徴とする。
　また、上記の目的を達成するために、本発明にかかる撮像装置は、被写体を撮像して画
像データを取得する撮像手段と、前記撮像手段により取得された画像データに基づいて前
記被写体の画像を表示する表示手段と、前記表示手段に表示された前記被写体の画像に重
畳させて、表示位置があらかじめ決められた位置である情報表示と表示位置が移動可能な
枠とを表示するように制御する表示制御手段と、を有し、前記表示制御手段は、前記枠の
所定部分の位置が前記情報表示の表示される位置であるときは前記枠の全体を表示するよ
うに制御し、前記枠の所定部分の位置が前記情報表示の表示される位置でないときは前記
枠の一部のみを表示するように制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、表示画像に重畳して表示される情報や枠を最適に認識することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　（第一の実施形態）
　図１は、本発明の第一の実施形態であるデジタルカメラの構成を示すブロック図である
。１００はカメラ本体であり、１５０はカメラ本体１００に交換可能に装着されるレンズ
ユニットである。１２は撮像素子１４への露光量を制御するためのシャッター、１４は光
学像を電気信号に変換する撮像素子である。１６は画像処理回路であり、撮像素子１４の
アナログ信号出力をＡ／Ｄ変換器で変換して取得したディジタル信号（画像データ）ある
いはメモリ制御回路からの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。
また、画像処理回路１６は、画像データを用いて所定の演算処理を行う。得られた演算結
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果に基づいてシステム制御回路５０が、シャッター制御部、測距制御部および絞り制御部
に対して、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理およびＥＦ（フラッシ
ュプリ発光）処理の制御を行う。さらに、画像処理回路１６は、得られた演算結果に基づ
いてＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行う。２４は画像表示メモリ、２８は液晶
モニタ等からな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変換器を介して画像表示部２８に表示される。
【００１０】
　５０はカメラ本体１００の全体を制御するシステム制御回路であり、５２はシステム制
御回路５０の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリである。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、音声等を用いて動作状態や
メッセージ等を表示する表示部である。表示部５４は、カメラ本体１００の操作部６８の
近辺で視認し易い位置に単数あるいは複数個所設置され、例えばＬＣＤやＬＥＤ、発音素
子等の組み合わせにより構成されている。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。
【００１１】
　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が半押しされると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。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が全押しされるとＯＮとなり、撮
影に関する一連の処理の動作開始を指示する。撮影に関する処理とは、露光処理、現像処
理および記録処理等のことである。６８は各種ボタンやタッチパネル等からなる操作部で
ある。
【００１２】
　７０は画像表示部２８に表示された画像に重畳させてさまざまな情報を表示させる表示
制御部である。表示させる情報には、ホワイトバランスや記録画質などの設定を示した設
定情報、ライブビュー撮影時の画像の輝度分布を示したヒストグラム、電池残量や残り撮
影可能枚数などを示した状態情報、使用に適さない状態であることを警告する警告情報な
どがある。これらの各種情報表示は、表示位置が画像表示部２８の予め決められた位置に
固定されている。
【００１３】
　また、表示制御部７０は、表示された画像中のオートフォーカスさせたい領域を指定す
るＡＦ枠や拡大表示させたい領域を指定する拡大枠、顔検出した被写体の顔がどれである
かユーザーに通知するための顔検出枠なども表示させる。これらの各種枠は、表示位置が
固定されておらず、ユーザーの操作などにより表示位置を任意の位置に移動させることが
できる。
【００１４】
　さらに、表示制御部７０は、各種情報の表示される位置と各種枠の表示される位置が重
複する場合には重複状態に応じてどちらを前面に表示させるかを制御する。
【００１５】
　８２は顔検出部であり、画像処理回路１６からの画像データあるいはメモリ制御回路か
らの画像データに対して所定の顔検出動作を行う。９０及び９４はメモリカードやハード
ディスク等の記録メディアとのインタフェース、９２及び９６はメモリカードやハードデ
ィスク等の記録メディアと接続を行うコネクタである。１１０は通信部で、ＲＳ２３２Ｃ
やＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、Ｐ１２８４、ＳＣＳＩ、モデム、ＬＡＮ、無線通信等の各
種通信機能を有する。１１２は通信部１１０によりカメラ本体１００を他の機器と接続す
るコネクタあるいは無線通信の場合はアンテナである。１２０及び１３０はメモリカード
やハードディスク等の記録メディアである。
【００１６】
　図２は、本実施形態のデジタルカメラの背面図であり、撮像素子１４に結像した像を画
像表示部２８に表示している状態である。このような撮像素子１４に結像した像を画像表
示部２８に表示している状態での撮影をライブビュー撮影とする。
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【００１７】
　２００はカメラ本体の背面で液晶モニタ２０１を備えており、液晶モニタ２０１は図１
の画像表示部２８に対応している。２１０～２２０は各種ボタンであり図１の操作部６８
に対応している。２４０は光学ファインダである。
【００１８】
　レンズを通して撮像素子１４に結像した像は液晶モニタ２０１にリアルタイムで表示さ
れ、表示された画像に重畳させて各種情報および各種枠を表示することが可能である。図
２では各種情報として、撮影に係る機能についての設定情報２２１、警告情報２２３、ヒ
ストグラム２２４が表示されている。また、オートフォーカスを行う領域を示したＡＦ枠
２２２も表示されている。表示される各種情報については後述の図３により詳細に説明し
、ＡＦ枠２２２については後述の図６により詳細に説明する。各種情報およびＡＦ枠２２
２の表示制御は表示制御部７０で行われる。
【００１９】
　次に、図３を用いてライブビュー撮影時に液晶モニタ２０１に表示される各種情報につ
いて説明する。
【００２０】
　３０１～３０４は撮影に係る機能についての設定情報であり、ユーザーが設定した内容
を表示する。３０１はホワイトバランス、３０２は記録画質、３０３は測光方法、３０４
は色空間についての設定情報である。なお、上記にあげた設定情報は一例であり、撮影に
係る機能であれば他の項目を表示させても構わない。
【００２１】
　３１０は撮像装置に挿入されている記録メディアの空き容量がないことを警告する警告
情報であり、３２０はライブビュー撮影されている画像の輝度の分布を示したヒストグラ
ムである。
【００２２】
　各種情報は、ライブビュー撮影時に画像表示部２８に表示される画像の前面に重畳させ
て表示されるが、このとき半透過処理を行って、各種情報表示の下に表示される画像を半
透過させてもよい。ただし、各種情報を重複したＡＦ枠などの各種枠の前面に表示させる
場合には、各種情報表示に半透過処理を行って各種情報表示の下に表示される画像を半透
過させても各種枠は透過させないようにする。
【００２３】
　図４は、液晶モニタ２０１に表示させる各種情報の表示項目を切り替えた図である。図
３では、液晶モニタ２０１に様々な情報が表示されているが、図２に示した表示の切り替
えを指示するＩＮＦＯボタン２１８を操作することにより、表示項目を切り替えることが
できる。４（ａ）は、図３の状態からヒストグラム３２０のみを非表示状態にしたもので
あり、図４（ｂ）は、図３の状態から撮影に係る機能についての設定情報３０１～３０４
、警告情報３１０、ヒストグラム３２０を非表示状態にしたものである。
【００２４】
　図５は、撮影に係る機能の設定変更を行う画面を示した図であり、例として、ホワイト
バランスの設定変更を行う画面を示している。
【００２５】
　図２に示したメニュー項目を表示するためのメニューボタン２１０が押されると液晶モ
ニタ２０１の表示が図３の画面から図５の画面に変わる。５０１はホワイトバランスの設
定を選択するための選択枠である。
【００２６】
　図２に示した２１３～２１６の十字ボタンを操作して選択枠５０１を移動させ図２に示
した決定を指示するＳＥＴボタン２１７を押すと、選択枠５０１で選択された設定がデジ
タルカメラに反映され図３の画面へと変わる。このとき、画像表示部２８に表示されるホ
ワイトバランスの設定情報も選択された設定内容に変更される。
【００２７】
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　図６はライブビュー撮影時に表示されるＡＦ枠について説明した図である。
【００２８】
　６０１はＡＦ枠を表しており、ＡＦ枠２２２と同様のものである。ＡＦ枠６０１は実線
、破線は問わず、枠の色も何色であっても構わない。また、図２に示した２１３～２１６
の十字ボタンを操作することで画面内を自由に移動させることができる。また、大きさに
ついても自由に変更させることができる。図２に示した拡大を指示する拡大ボタン２１９
が押されると枠の大きさが６０４または６０５などのように大きくなり、図２に示した縮
小を指示する縮小ボタン２２０が押されると枠の大きさが６０２または６０３などのよう
に小さくなる。なお、ＡＦ枠６０１に囲まれた内部の領域は透過であり、表示されている
画像を確認できる。
【００２９】
　ライブビュー撮影時のＡＦ処理はＴＶＡＦ方式で行われる。ＴＶＡＦ方式は、撮像素子
等による光電変換によって得られた像の映像信号に基づき、画像の鮮鋭度であるＡＦ評価
値を算出し、ＡＦ評価値が最大となるようにフォーカスレンズを駆動することにより焦点
調節を行う。ＡＦ評価値は、バンドパスフィルタにより抽出された映像信号の高周波成分
に基づいて算出され、通常、ＡＦ評価値が最大になるフォーカスレンズ位置が合焦点とな
る。ＡＦ枠が画像表示部２８に表示されている場合は、ＡＦ枠に囲まれた領域に対してＡ
Ｆ処理が行われる。
【００３０】
　なお、移動可能なＡＦ枠を画像表示部２８に表示させる設定は、メニュー項目のＡＦフ
レーム設定から選択できる。ＡＦフレーム設定ではその他に、例えば、ＡＦ処理を行う領
域を画像表示部２８の中央の所定の領域にする設定や、ＡＦ処理を行う領域を画像表示部
２８のあらかじめ決められた複数の所定の領域の中から撮影状況に応じて自動的に選択す
る設定などが選択できる。
【００３１】
　図７は、各種情報表示とＡＦ枠との重複状態に応じて各種情報とＡＦ枠のどちらを前面
に表示させるかを判断し表示制御する表示制御部７０の判断基準を示した図である。
【００３２】
　表示制御部７０は、各種情報表示とＡＦ枠とが重複する場合において、各種情報をＡＦ
枠の前面に表示してもＡＦ枠の大きさが推定可能なときは各種情報を前面に表示させ、Ａ
Ｆ枠の大きさが推定不可能なときはＡＦ枠を前面に表示させる。
【００３３】
　図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）はＡＦ枠を各種情報表示の前面に表示させると判断する場
合である。
　図７（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）は各種情報をＡＦ枠の前面に表示させると判断する場合で
ある。
　図７（ｇ）はＡＦ枠の大きさが変更することで、前面に表示させるのをＡＦ枠から各種
情報に変更させる場合である。
【００３４】
　図７（ａ）において、ＡＦ枠８０２の全部がヒストグラム８０１と重複している。この
場合、ヒストグラム８０１をＡＦ枠８０２の前面に表示するとＡＦ枠８０２を認識するこ
とは困難である。よって、表示制御部７０はＡＦ枠８０２をヒストグラム８０１の前面に
表示させるように制御する。
【００３５】
　図７（ｂ）において、ＡＦ枠の辺８１２、辺８１４の一部および辺８１３の全部が視認
可能であるが、ＡＦ枠の辺８１１の全部がヒストグラム８１５と重複しており、ヒストグ
ラム８１５を前面に表示するとＡＦ枠の大きさを推定することは困難である。よって、表
示制御部７０はＡＦ枠をヒストグラム８１５の前面に表示させるように制御する。
【００３６】
　図７（ｃ）において、ＡＦ枠の辺８２１の全部がホワイトバランスの設定情報８２５の
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表示と重複していて、ＡＦ枠の辺８２３の全部が色空間の設定情報８２６の表示と重複し
ている。この場合、ホワイトバランスの設定情報８２５および色空間の設定情報８２６を
前面に表示するとＡＦ枠の大きさを推定することは困難である。よって、表示制御部７０
はＡＦ枠を設定情報表示の前面に表示させるように制御する。
【００３７】
　図７（ｄ）において、ＡＦ枠の辺８３１、辺８３４の一部がヒストグラム８３５と重複
しているが、ＡＦ枠の辺８３２、辺８３３の全部が視認可能である。この場合、ヒストグ
ラム８３５を前面に表示してもＡＦ枠の大きさの推定は可能であるので、表示制御部７０
はヒストグラム８３５をＡＦ枠の前面に表示させるように制御する。
【００３８】
　図７（ｅ）において、ＡＦ枠の辺８４１の一部はホワイトバランスの設定情報８４５の
表示と重複している。ＡＦ枠の辺８４３の一部は色空間の設定情報８４６の表示と重複し
ている。ＡＦ枠の辺８４４の一部はホワイトバランスの設定情報８４５の表示および色空
間の設定情報８４６の表示と重複している。以上のように、ＡＦ枠の辺と設定情報表示が
重複している部分はあるが、ＡＦ枠の辺８４１、辺８４３、辺８４４の一部および辺８４
２の全部が視認可能である。この場合、ホワイトバランスの設定情報８４５および色空間
の設定情報８４６を前面に表示してもＡＦ枠の大きさの推定は可能であるので、表示制御
部７０は設定情報をＡＦ枠の前面に表示させるように制御する。
【００３９】
　図７（ｆ）において、ＡＦ枠の辺８５４の一部はホワイトバランスの設定情報８５５の
表示と重複しているが、ＡＦ枠の辺８５１、辺８５２、辺８５３の全部が視認可能である
。この場合、ホワイトバランスの設定情報８５５を前面に表示してもＡＦ枠の大きさの推
定は可能であるので、表示制御部７０は設定情報をＡＦ枠の前面に表示させるように制御
する。
【００４０】
　図７（ｇ）において、ＡＦ枠の小さい状態では、ＡＦ枠８６１の上辺の全部がホワイト
バランスの設定情報８６５の表示と重複しているので、ホワイトバランスの設定情報８６
５を前面に表示するとＡＦ枠の大きさを推定することは困難である。よって、表示制御部
７０はＡＦ枠を設定情報表示の前面に表示させるように制御する。
【００４１】
　ユーザーの操作によりＡＦ枠の大きさが変更されて大きくなった場合、ＡＦ枠の上辺は
ホワイトバランスの設定情報８６５の表示と一部のみ重複するようになる。ＡＦ枠の大き
さが変更されることにより、ホワイトバランスの設定情報８６５を前面に表示してもＡＦ
枠の大きさの推定は可能になったので、表示制御部７０は設定情報をＡＦ枠の前面に表示
させるように制御する。
【００４２】
　なお、ＡＦ枠の大きさが小さく変更されることで、それまでＡＦ枠の大きさの推定が可
能だったのが困難になった場合、表示制御部７０は前面に表示していたのを設定情報から
ＡＦ枠に変更させるように制御する。
【００４３】
　以上のように、ＡＦ枠の辺のうち少なくとも一辺の全部が各種情報表示と重複している
場合には、各種情報をＡＦ枠の前面に表示するとＡＦ枠の大きさを推定することは困難で
あるため、ＡＦ枠を各種情報の前面に表示させる。
【００４４】
　また、図７（ｇ）のようにＡＦ枠の各辺の両端部のみを表示させてＡＦ枠の大きさを表
す場合、ＡＦ枠の辺の一部しか各種情報表示と重複していなくてもＡＦ枠の大きさを推定
することが困難な場合がある。例えば、ＡＦ枠の辺の両端部が各種情報表示と重複する場
合などである。そのような場合には、表示制御部７０はＡＦ枠を各種情報表示の前面に表
示させるように制御する。
【００４５】
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　また、図７（ｅ）において、ホワイトバランスの設定情報８４５と色空間の設定情報８
４６の表示される間隔がもっと狭いと、辺８４４の一部が表示されていてもＡＦ枠の大き
さの推定が困難な場合も考えられる。そのため、ＡＦ枠の少なくとも一辺の両端部が各種
情報表示と重複する場合には、図７（ｈ）のようにＡＦ枠を各種情報表示の前面に表示さ
せるように制御してもよい。
【００４６】
　次に、ＡＦ枠と各種情報のどちらを前面に表示させるかを制御する処理を図８のフロー
チャートを用いて説明する。なお、Ｓ１０２－Ｓ１０８の処理は表示制御部７０が行う。
【００４７】
　まず、図２に示したライブビュー撮影を開始および終了を指示するためのライブビュー
ボタン２１１が押されるとシステム制御回路５０はライブビュー撮影を開始させる（Ｓ１
０１）。
【００４８】
　次に、撮影に係る機能についての設定情報や、ヒストグラムなどの各種情報を画像表示
部２８に表示させる設定か否かを判断する（Ｓ１０２）。画像表示部２８に表示させる各
種情報の項目はＩＮＦＯボタン２１８を操作することで変更でき、各種情報を画像表示部
２８に表示させないことも可能である。
【００４９】
　各種情報を画像表示部２８に表示させる設定の場合、ＡＦ枠を画像表示部２８に表示さ
せるか否かを判断する（Ｓ１０３）。ＡＦ枠を画像表示部２８に表示させる場合、ユーザ
ーがＡＦ枠を表示させる設定を選択したのち、ユーザーによりＡＦ枠を表示させる位置が
指定されてからＡＦ枠を表示させるようにすればよい。あるいは、ユーザーがＡＦ枠を表
示させる設定を選択すると予め決められた初期位置にＡＦ枠を表示させるようにしてもよ
い。
【００５０】
　ＡＦ枠を画像表示部２８に表示させる場合、ＡＦ枠の表示される位置と大きさおよび各
種情報の表示される位置から、各種情報をＡＦ枠の前面に表示させてもＡＦ枠の大きさが
推定可能か否かを判断する（Ｓ１０４）。各種情報をＡＦ枠の前面に表示させてもＡＦ枠
の大きさが推定可能か否かの判断は図７に示した判断基準に基づいて行う。
【００５１】
　各種情報をＡＦ枠の前面に表示させるとＡＦ枠の大きさが推定困難であると判断した場
合は、ＡＦ枠を各種情報の前面に表示させる（Ｓ１０５）。
【００５２】
　一方、各種情報をＡＦ枠の前面に表示させてもＡＦ枠の大きさが推定可能であると判断
した場合は、各種情報をＡＦ枠の前面に表示させる（Ｓ１０６）。
【００５３】
　次に、表示されているＡＦ枠の位置または大きさに変更があったか否かを判断し（Ｓ１
０７）、変更があった場合はＳ１０４に戻り、変更がない場合はＳ１０８に移行する。な
お、表示されていたＡＦ枠が表示されなくなった場合には、Ｓ１０８に移行する。また、
ＡＦ枠が表示されていなかったが新たに表示されるようになった場合はＳ１０４に戻る。
【００５４】
　次に、各種情報を画像表示部２８に表示させる設定が変更されたか否かを判断する（Ｓ
１０８）。画像表示部２８に表示させる各種情報の項目はＩＮＦＯボタン２１８を操作す
ることで変更でき、それまでは各種情報と重複していなかったＡＦ枠でも新たに表示され
た各種情報と重複する場合が考えられる。逆に、それまでは各種情報表示と重複していた
ＡＦ枠でも重複していた各種情報が表示されなくなる場合も考えられる。そうした場合の
ためにＳ１０８の処理を行う。
【００５５】
　その後、システム制御回路５０はライブビューボタン２１１によりライブビュー撮影の
終了が指示されたか否かを判断し（ステップＳ１０９）、終了が指示された場合はライブ
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ビュー撮影を終了させる（Ｓ１１０）。終了が指示されない場合はＳ１０７に戻る。
【００５６】
　以上のように、ＡＦ枠と各種情報表示との重複状態に応じてＡＦ枠と各種情報のどちら
を前面に表示させるかを制御することにより、ユーザーはＡＦ枠と各種情報表示のどちら
も最適に認識することが可能になり、ユーザーインターフェースが向上する。
【００５７】
　なお、ＡＦ枠に限らず、表示された画像中の拡大表示させたい領域を指定する拡大枠な
どでも同様の表示制御を行っても構わない。
【００５８】
　（第二の実施形態）
　本発明の第二の実施形態であるデジタルカメラの構成を示すブロック図は図１であり、
第一の実施形態と同様であるので説明は省略する。
【００５９】
　第一の実施形態ではＡＦ枠と各種情報の表示制御をどのように行うかを説明したが、第
二の実施形態では顔検出枠と各種情報の表示制御をどのように行うかを説明する。
【００６０】
　図９は、ライブビュー撮影時に液晶モニタ２０１に表示される画像を示した図である。
１００１、１００２、１００３は顔検出枠であり、顔検出部８２により被写体の顔である
と認識された領域を囲んで表示される。顔検出枠は、被写体の顔が複数検出された場合に
は顔であると認識された領域を囲んで複数表示され、顔であると認識された領域の大きさ
および画像中の位置などから主枠と副枠とに分けられる。主枠と副枠の判断は顔検出部８
２で検出された結果に基づいてシステム制御回路５０によって行われ、画像表示部２８は
、主被写体であると判断された顔に対しては主枠を表示させ、主被写体以外の顔に対して
は副枠を表示させる。なお、どの顔検出枠を主枠とするかはユーザーが操作部６８を操作
することにより選択することもできる。図９では、１００１が主枠、１００２、１００３
が副枠であり、主枠と副枠とで各種情報表示と重複した場合に異なる制御を行う。副枠は
主被写体以外の顔に対して表示されるためユーザーにとって優先度が低いと考えられる。
そこで、副枠が各種情報表示と重複した場合には各種情報の表示を優先し、副枠の大きさ
が推定できるか否かに関わらず各種情報を前面に表示させる。
【００６１】
　図９において、顔検出枠１００１の上辺の全部がホワイトバランスの設定情報１００６
の表示と重複している。１００１は主枠であるため、表示制御部７０は顔検出枠１００１
を設定情報１００６の前面に表示させるように制御する。なお、主枠と各種情報のどちら
を前面に表示させるかは図７に示した判断基準に基づいて判断する。
【００６２】
　顔検出枠１００３の上辺の全部がヒストグラム１００５の表示と重複しているが、１０
０３は副枠であるため、表示制御部７０はヒストグラム１００５を顔検出枠１００３の前
面に表示されるように制御する。
【００６３】
　ユーザーの操作により顔検出枠１００１が副枠、顔検出枠１００３が主枠となった場合
、表示制御部７０は設定情報１００６を顔検出枠１００１の前面に表示させるように制御
し、顔検出枠１００３をヒストグラム１００５の前面に表示させるように制御する。
【００６４】
　次に、顔検出枠と各種情報のどちらを前面に表示させるかを制御する処理を図１０のフ
ローチャートを用いて説明する。なお、図８のフローチャートにおけるステップと同様の
ステップについては同じ符号をつけて説明を省略する。なお、Ｓ２０３－Ｓ２０９の処理
は表示制御部７０が行う。
【００６５】
　ライブビュー撮影時において、各種情報を画像表示部２８に表示させる設定の場合、顔
検出枠を画像表示部２８に表示させるか否かを判断する（Ｓ２０３）。顔検出枠は、ユー
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ザーにより顔検出モードが選択され、ライブビュー撮影の画像中に被写体の顔が検出され
た場合に、自動的に検出された顔を囲むように表示される。被写体の顔が複数検出された
場合には、複数の顔検出枠が表示され、顔であると認識された領域の大きさおよび画像中
の位置などから顔検出枠は主枠と副枠とに分けられる。
【００６６】
　顔検出枠を画像表示部２８に表示させる場合、表示させる顔検出枠が主枠であるか副枠
であるかを判断する（Ｓ２０４）。主枠と判断された場合にはＳ２０５に移行し、副枠と
判断された場合には、顔検出枠と各種情報との重複状態によらず各種情報を顔検出枠の前
面に表示させる（Ｓ２０７）。
【００６７】
　顔検出枠が主枠である場合、顔検出枠の表示される位置と大きさおよび各種情報の表示
される位置から、各種情報を顔検出枠の前面に表示させても顔検出枠の大きさが推定可能
か否かを判断する（Ｓ２０５）。各種情報をＡＦ枠の前面に表示させてもＡＦ枠の大きさ
が推定可能か否かの判断は図７に示した判断基準に基づいて行う。
【００６８】
　各種情報を顔検出枠の前面に表示させると顔検出枠の大きさが推定困難であると判断し
た場合は、顔検出枠を各種情報の前面に表示させる（Ｓ２０６）。
【００６９】
　一方、各種情報を顔検出枠の前面に表示させても顔検出枠の大きさが推定可能であると
判断した場合は、各種情報を顔検出枠の前面に表示させる（Ｓ２０７）。
【００７０】
　Ｓ２０６またはＳ２０７で顔検出枠の表示を行ったあと、まだ表示されていない顔検出
枠が存在するか否かを判断し（Ｓ２０８）、表示されていない顔検出枠がまだ存在する場
合はＳ２０４に戻り、存在しない場合はステップＳ２０９に移行する。
【００７１】
　次に、表示されている顔検出枠の位置または大きさに変更があったか否かを判断し（Ｓ
２０９）、変更があった場合はＳ２０４に戻り、変更がない場合はＳ１０８に移行する。
なお、表示されていた顔検出枠が表示されなくなった場合には、Ｓ９０８に移行する。ま
た、新たに顔検出枠が表示されるようになった場合はＳ２０４に戻る。また、表示されて
いる顔検出枠の位置または大きさが変更されなくても、主枠から副枠に変更された場合お
よび副枠から主枠に変更された場合にもＳ２０４に戻る。
【００７２】
　以上のように、顔検出枠が主枠か副枠かによって異なる制御をすることで、ユーザーは
顔検出枠と各種情報表示のどちらも最適に認識することが可能になり、ユーザーインター
フェースが向上する。
【００７３】
　なお、図１０のフローチャートでは、複数の顔検出枠を表示させる場合に顔検出枠が主
枠であるか否かの判断を一つずつ行うが、同時に複数の顔検出枠に対して主枠であるか否
かの判断を行ってもよい。
【００７４】
　また、顔検出枠が主枠であるか否かの判断を一つずつ行う場合、同一の画像中に主枠を
一つだけ表示させるのであれば、主枠と判断された以降の顔検出枠に対して主枠であるか
否かの判断を省略しＳ２０７に移行しても構わない。
【００７５】
　また、図１０はライブビュー撮影時におけるフローチャートであるが、上述のような顔
検出枠と各種情報の表示制御はライブビュー撮影状態に限定されるものではない。例えば
、図２に示した過去に撮影し記録した画像の再生を開始するための再生ボタン２１２を操
作して再生モードにした場合にも適用できる。過去に撮影し記録した画像を再生する際に
、再生した画像を撮影した時の各種情報や検出された顔の中で誰が主被写体であったかを
確認するために、各種情報と顔検出枠を同時に表示させる場合などに適用できる。
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【００７６】
　（第三の実施形態）
　本発明の第三の実施形態であるデジタルカメラの構成を示すブロック図は図１であり、
第一の実施形態と同様であるので説明は省略する。
【００７７】
　第二の実施形態では顔検出枠は矩形であったが、第三の実施形態では顔検出枠を円形と
する。円形の場合は、顔検出枠と各種情報のどちらを前面に表示させるかの判断基準が矩
形の場合と異なる。
【００７８】
　図１１は円形の顔検出枠と各種情報表示の重複状態に応じて、顔検出枠と各種情報のど
ちらを前面に表示させるかを制御する表示制御部７０の判断基準を示した図である。
【００７９】
　図１１（ａ）は、顔検出枠を各種情報表示の前面に表示させると判断する場合である。
【００８０】
　図１１（ｂ）、（ｃ）は、各種情報を顔検出枠の前面に表示させると判断する場合であ
る。
【００８１】
　図１１（ａ）において、顔検出枠１２０１はヒストグラム１２０２と連続して重複して
いる部分が円周の半分以上である。この場合、ヒストグラム１２０２を顔検出枠１２０１
の前面に表示すると顔検出枠１２０１の大きさを推定することは困難である。よって、表
示制御部７０は顔検出枠１２０１をヒストグラム１２０２の前面に表示させるように制御
する。
【００８２】
　図１１（ｂ）において、顔検出枠１２１１はヒストグラム１２１２と連続して重複して
いる部分が円周の半分未満である。この場合、ヒストグラム１２１２を顔検出枠１２１１
の前面に表示しても顔検出枠１２１１の大きさの推定は可能であるので、表示制御部７０
はヒストグラム１２１２を顔検出枠１２１１の前面に表示させるように制御する。
【００８３】
　図１１（ｃ）において、顔検出枠１２２１はヒストグラム１２２２、ホワイトバランス
の設定情報１２２３の表示および色空間の設定情報１２２４の表示と重複している部分の
合計が円周の半分以上である。しかし、連続して重複している部分はすべて半分未満なの
で、ヒストグラム１２２２、ホワイトバランスの設定情報１２２３および色空間の設定情
報１２２４を前面に表示しても顔検出枠１２２１の大きさの推定は可能である。よって、
表示制御部７０は各種情報を顔検出枠１２２１の前面に表示させるように制御する。
【００８４】
　なお、図１１（ｃ）において、各種情報の表示される間隔がもっと狭いと、各種情報と
連続して重複している部分がすべて円周の半分未満であっても顔検出枠１２２１の大きさ
の推定が困難な場合も考えられる。そのため、各種情報と重複している部分の合計が円周
の半分以上の場合には、図１１（ｄ）のように顔検出枠１２２１をヒストグラム１２２２
の前面に表示させるように制御してもよい。
【００８５】
　また、顔検出枠が円形の場合だけではなく楕円形の場合であっても、同様の条件により
顔検出枠と各種情報のどちらを前面に表示させるかを制御してもよい。
【００８６】
　また、顔検出枠以外にＡＦ枠や表示された画像中の拡大表示させたい領域を指定する拡
大枠などが円形の場合にも同様の条件により表示制御を行っても構わない。
【００８７】
　本実施形態における顔検出枠と各種情報のどちらを前面に表示させるかを制御する処理
のフローチャートは図１０と同様であり、Ｓ２０５の判断基準のみ異なるため説明は省略
する。
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【００８８】
　以上のように、顔検出枠が円形の場合であっても顔検出枠と各種情報表示との重複状態
を判断し、どちらを前面に表示させるか制御することで、ユーザーは顔検出枠と各種情報
のどちらも最適に認識することが可能になり、ユーザーインターフェースが向上する。
【００８９】
　なお、上述の三つの実施形態では、レンズユニットが交換可能なデジタルカメラであっ
たが、ライブビュー撮影機能を備えたデジタルカメラであればレンズ一体型であっても構
わない。
【００９０】
　また、例えば、ＡＦ枠と顔検出枠のように、異なる種類の枠を同時に画像表示部２８に
表示させもよい。
【００９１】
　また、画像表示部２８に複数の枠が表示される状態において、枠と枠が重複する場合、
大きさの小さい枠を前面に表示させるようにすればよい。あるいは、枠の種類に応じてど
ちらの枠を前面に表示させるか判断してもよい。例えば、ＡＦ枠と顔検出枠が重複する場
合、顔検出枠は被写体の顔の位置に合わせて表示されるので、ユーザーの操作を反映した
位置に表示されるＡＦ枠を顔検出枠の前面に表示させるようにする。
【００９２】
　また、各種枠の形状は矩形や円形に限らず、星形やハート形などさまざまな形状であっ
てもよい。各種枠と各種情報のどちらを前面に表示させるかの判断基準は、各種枠の前面
に各種情報を表示しても各種枠の大きさが推定可能か否かによって設定すればよい。例え
ば、枠全体に対する各種情報表示と重複している部分の割合が所定値以上である場合は枠
を前面に表示させ、所定値未満である場合は各種情報を前面に表示させるように制御すれ
ばよい。あるいは、枠の所定部分が各種情報表示と重複している場合は枠を前面に表示さ
せ、そうでない場合は各種情報を前面に表示させるように制御すればよい。所定値および
所定部分については、枠の形状に応じてそれぞれ設定すればよい。
【００９３】
　また、各種情報表示に半透過処理を行って各種情報表示の下に表示される画像を半透過
させる構成であれば、各種枠と各種情報表示が重複する場合には各種情報を各種枠の前面
に表示させ、重複状態に応じて各種枠を半透過させるか否かを判断するようにしてもよい
。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の実施形態であるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態であるデジタルカメラの背面図である。
【図３】ライブビュー撮影時に表示される各種情報を示した図である。
【図４】ライブビュー撮影時に表示される各種情報の表示項目を切り替えた図である。
【図５】ホワイトバランスの設定変更を行う画面を示した図である。
【図６】ライブビュー撮影時に表示されるＡＦ枠について説明した図である。
【図７】ＡＦ枠と各種情報のどちらを前面に表示させるかの判断基準を示した図である。
【図８】第一の実施形態におけるＡＦ枠の表示を制御する処理を示したフローチャート図
である。
【図９】第二の実施形態における顔検出枠の表示状態を示した図である。
【図１０】第二の実施形態における顔検出枠の表示を制御する処理を示したフローチャー
ト図である。
【図１１】顔検出枠が円形の場合における顔検出枠と各種情報のどちらを前面に表示させ
るかの判断基準を示した図である。
【符号の説明】
【００９５】
　１２　シャッター
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　１４　撮像素子
　１６　画像処理回路
　２４　画像表示メモリ
　２８　画像表示部
　５０　システム制御回路
　５２　メモリ
　５４　表示部
　５６　不揮発性メモリ
　６２　シャッタースイッチＳＷ１
　６４　シャッタースイッチＳＷ２
　６８　操作部
　７０　表示制御部
　８２　顔検出部
　９０　インタフェース
　９２　コネクタ
　９４　インタフェース
　９６　コネクタ
　１００　カメラ本体
　１１０　通信部
　１１２　コネクタ（またはアンテナ）
　１２０　記録メディア
　１３０　記録メディア
　１５０　レンズユニット

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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