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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部と、
　画像を表示する表示部と、
　ユーザによる１次元的な方向を指定する操作入力を受け付け可能な入力部と、
　上記入力部によって一次元的な方向を指定する操作入力を受け付けると、上記撮像部が
現在捉えている被写体の画像である第１の画像が上記表示部の所定の位置に表示される撮
影モード、および記憶媒体に保存されている撮影済みの複数の第２の画像のみが上記表示
部の上記所定の位置に時間軸に沿って直線上に表示される再生モードの一方から他方へ遷
移させるとともに、遷移の際に、上記入力部によって受け付けた一次元的な操作入力の方
向に対応する方向に上記第１の画像および上記第２の画像が送られることにより、上記表
示部の上記所定の位置に、上記第１の画像の一部と、上記複数の第２の画像のうち直前に
撮影された上記第２の画像の一部とが同時に、且つ重ならないように時間軸に沿って直線
軸上に表示される表示遷移画面を介するように制御する制御部と、
を備える撮像装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記入力部がタッチパネルであって、上記タッチパネルの操作の方向と上記時間軸の方
向が対応するように制御される撮像装置。
【請求項３】
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　請求項１において、
　上記入力部が両方向に回転自在のダイヤルであって、上記ダイヤルの操作の方向と上記
時間軸の方向が対応するように制御される撮像装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　上記入力部が十字キーであって、上記十字キーの操作の方向と上記時間軸の方向が対応
するように制御される撮像装置。
【請求項５】
　請求項１において、
　上記再生モードにおいて、上記入力部が操作されることによって、時間軸に沿って順に
上記第２の画像が送られる撮像装置。
【請求項６】
　撮像部と、
　画像を表示する表示部と、
　ユーザによる１次元的な方向を指定する操作入力を受け付け可能な入力部とを有する撮
像装置における画面表示方法において、
　上記入力部によって一次元的な方向を指定する操作入力を受け付けると、上記撮像部が
現在捉えている被写体の画像である第１の画像が上記表示部の所定の位置に表示される撮
影モード、および記憶媒体に保存されている撮影済みの複数の第２の画像のみが上記表示
部の上記所定の位置に時間軸に沿って直線上に表示される再生モードの一方から他方へ遷
移させるとともに、遷移の際に、上記入力部によって受け付けた一次元的な操作入力の方
向に対応する方向に上記第１の画像および上記第２の画像が送られることにより、上記表
示部の上記所定の位置に、上記第１の画像の一部と、上記複数の第２の画像のうち直前に
撮影された上記第２の画像の一部とが同時に、且つ重ならないように時間軸に沿って直線
軸上に表示される表示遷移画面を介する撮像装置における画面表示方法。
【請求項７】
　撮像部と、
　画像を表示する表示部と、
　ユーザによる１次元的な方向を指定する操作入力を受け付け可能な入力部とを有する撮
像装置のユーザインターフェースにおいて、
　上記入力部によって一次元的な方向を指定する操作入力を受け付けると、上記撮像部が
現在捉えている被写体の画像である第１の画像が上記表示部の所定の位置に表示される撮
影モード、および記憶媒体に保存されている撮影済みの複数の第２の画像のみが上記表示
部の上記所定の位置に時間軸に沿って直線上に表示される再生モードの一方から他方へ遷
移させるとともに、遷移の際に、上記入力部によって受け付けた一次元的な操作入力の方
向に対応する方向に上記第１の画像および上記第２の画像が送られることにより、上記表
示部の上記所定の位置に、上記第１の画像の一部と、上記複数の第２の画像のうち直前に
撮影された上記第２の画像の一部とが同時に、且つ重ならないように時間軸に沿って直線
軸上に表示される表示遷移画面を介する撮像装置のユーザインターフェース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、撮影モードと再生モードとが同時に存在するようにした撮像装置、画面表
示方法およびユーザインターフェースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタルカメラとして比較的大きな画面を有する表示デバイス例えばＬＣＤ（Liquid
 Crystal Display）を備えるものが広く普及している。ＬＣＤは、撮影時には、構図、画
角等を設定するために使用され、また、記録済の画像を再生し、再生画像を表示するため
にも使用される。
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【０００３】
　動画と静止画を撮ることが可能な電子カメラにおいて、撮影年月日ごとに動画と静止画
とを撮影した順に同一時間軸上に並べて表示することが下記の特許文献１に記載されてい
る。特許文献１に記載されているものは、撮影済みの画像を表示し、再生したい画像を簡
単に検索することを可能とするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３０３３２４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のディジタルカメラでは、撮影モードと再生モードとを切り換えるために、何らか
の入力装置の操作を必要としていた。その結果、撮影モードと再生モードとが分離され、
例えば直前に撮影した画像を確認しながら撮影を行うことが難しかった。ディジタルカメ
ラのユーザインターフェースは、複数のユーザにとって予測可能で直感的なものであるこ
とが好ましい。このようなインターフェースは、ユーザの概念モデルに一致したものと言
える。特許文献１に記載のものは、撮影済の画像のみを対象とするものであって、撮影モ
ードで捉えられた画像については、何ら考慮されておらず、モード切り替えをユーザの概
念モデルと整合するように行うことについては、何ら記載されていない。
【０００６】
　さらに、記録済画像を削除したい時には、撮影モードから再生モードに切り替えて後、
記録済画像を削除する操作が必要であり、操作性が良くなかった。
【０００７】
　したがって、この発明の目的は、撮影モードと再生モードが同時に存在して、操作性を
向上できる撮像装置、画面表示方法およびユーザインターフェースを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するために、この発明の第１の態様は、撮像部と、画像を表示する
表示部と、ユーザによる１次元的な方向を指定する操作入力を受け付け可能な入力部と、
入力部によって一次元的な方向を指定する操作入力を受け付けると、撮像部が現在捉えて
いる被写体の画像である第１の画像が表示部の所定の位置に表示される撮影モード、およ
び記憶媒体に保存されている撮影済みの複数の第２の画像のみが表示部の所定の位置に時
間軸に沿って直線上に表示される再生モードの一方から他方へ遷移させるとともに、遷移
の際に、入力部によって受け付けた一次元的な操作入力の方向に対応する方向に第１の画
像および第２の画像が送られることにより、表示部の所定の位置に、第１の画像の一部と
、複数の第２の画像のうち直前に撮影された第２の画像の一部とが同時に、且つ重ならな
いように時間軸に沿って直線軸上に表示される表示遷移画面を介するように制御する制御
部とを備える撮像装置である。
【０００９】
　この発明の第２の態様は、撮像部と、画像を表示する表示部と、ユーザによる１次元的
な方向を指定する操作入力を受け付け可能な入力部とを有する撮像装置における画面表示
方法において、　上記入力部によって一次元的な方向を指定する操作入力を受け付けると
、撮像部が現在捉えている被写体の画像である第１の画像が表示部の所定の位置に表示さ
れる撮影モード、および記憶媒体に保存されている撮影済みの複数の第２の画像のみが表
示部の所定の位置に時間軸に沿って直線上に表示される再生モードの一方から他方へ遷移
させるとともに、遷移の際に、入力部によって受け付けた一次元的な操作入力の方向に対
応する方向に第１の画像および第２の画像が送られることにより、表示部の所定の位置に
、第１の画像の一部と、複数の第２の画像のうち直前に撮影された第２の画像の一部とが
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同時に、且つ重ならないように時間軸に沿って直線軸上に表示される表示遷移画面を介す
る撮像装置における画面表示方法である。
【００１０】
　この発明の第３の態様は、撮像部と、画像を表示する表示部と、ユーザによる１次元的
な方向を指定する操作入力を受け付け可能な入力部とを有する撮像装置のユーザインター
フェースにおいて、入力部によって一次元的な方向を指定する操作入力を受け付けると、
撮像部が現在捉えている被写体の画像である第１の画像が表示部の所定の位置に表示され
る撮影モード、および記憶媒体に保存されている撮影済みの複数の第２の画像のみが表示
部の所定の位置に時間軸に沿って直線上に表示される再生モードの一方から他方へ遷移さ
せるとともに、遷移の際に、入力部によって受け付けた一次元的な操作入力の方向に対応
する方向に第１の画像および第２の画像が送られることにより、表示部の所定の位置に、
第１の画像の一部と、複数の第２の画像のうち直前に撮影された第２の画像の一部とが同
時に、且つ重ならないように時間軸に沿って直線軸上に表示される表示遷移画面を介する
撮像装置のユーザインターフェースである。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、撮影画像と直前に撮影された記録済画像とを同時に表示するので、
記録済画像を見ながら新たに撮影する被写体、構図等を決定できる。また、この発明では
、撮影モードと再生モードとが同時に存在するので、シームレスにモードを切り替えるこ
とができる。また、撮影中でも、モード切り替えを行うことなく、記録済画像を削除でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明による撮像装置の一実施形態の構成を示すブロック図である。
【図２】この発明の一実施形態における画像の時間軸上の配列を説明するための略線図で
ある。
【図３】この発明の一実施形態における内部記録媒体上に保持される表示用データの説明
に用いる略線図である。
【図４】ワイドＬＣＤを使用した場合にシャッターボタンを押した時の表示画面の遷移を
順に示す略線図である。
【図５】ワイドＬＣＤを使用した場合に削除ボタンを押した時削除動作時の表示画面の遷
移を順に示す略線図である。
【図６】ワイドＬＣＤを使用した場合のモード切り替え時の表示画面のアニメーション遷
移を順に示す略線図である。
【図７】この発明に使用可能なダイヤルの一例および他の例を説明するための略線図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、この発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。図１に、この発明
の一実施形態によるディジタルカメラの構成の一例を示す。図１において、破線で囲んで
示す部分は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)１によって制御される処理部を示す。
【００１４】
　処理部１は、ＲＡＭ等の内部記録媒体３、画像処理部４、外部インターフェース５、Ｒ
ＧＢ処理部６、信号処理部７およびビデオ出力処理部８によって構成されている。ＣＰＵ
２に対して操作部９が接続され、操作部９に設けられシャッター等の操作に応じた信号が
ＣＰＵ２に供給される。
【００１５】
　さらに、メディア処理部１０を介して外部記録媒体１１に対して撮像信号をＪＰＥＧ（
Joint Photographic Experts Group)等で圧縮したデータを記録するようになされている
。外部記録媒体１１は、書き込み可能な光ディスク、メモリカード等である。
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【００１６】
　信号処理部７には、撮像素子としてのＣＣＤ（Charge Coupled Device)１２からの撮像
信号が供給され、撮像信号の処理がなされる。操作部９からの入力の有無と無関係に、Ｃ
ＣＤ１２により撮像された画像信号が信号処理部７から出力され、内部記録媒体３に保存
される。撮影中では、内部記録媒体３の画像が常に更新されている。内部記録媒体３のデ
ータの書き込み、読み出し等は、ＣＰＵ２によって制御される。
【００１７】
　内部記録媒体３からの撮像信号が信号処理部７を通ってＲＧＢ処理部６に供給され、Ｒ
ＧＢ処理部６で形成された表示信号が表示装置としてのＬＣＤ（Liquid Crystal Display
)１３に供給される。ＬＣＤ１３は、例えばカメラ本体の背面に設けられたものである。
ＬＣＤ１３には、撮像信号のみならず、外部記録媒体１１からメディア処理部１０を介し
て取り込まれた画像信号も表示される。
【００１８】
　操作部９のシャッターが押された場合には、内部記録媒体３に取り込まれた撮像信号が
画像処理部４において、ＪＰＥＧ等の画像ファイルに変換される。画像ファイルは、内部
記録媒体３に撮像信号とは別のデータとして保存される。そして、ＣＰＵ２の制御によっ
て、内部記録媒体３から読み出された画像ファイルがメディア処理部１０を介して外部記
録媒体１１に保存される。
【００１９】
　常に更新されてＬＣＤ１３に撮影画像が表示される。撮影画像に対して、記録済の画像
データの縮小画像、アイコン等のＯＳＤデータが信号処理部７で重ね合わされて、ＬＣＤ
１３に表示される。ＯＳＤ(On Screen Display)とは、カメラから取り込んだリアルタイ
ムの画像に重ねて表示するアイコン等のデータを準備するためのメモリ領域や、仕組みを
総称する用語である。
【００２０】
　ＯＳＤデータを作成する際には、外部記録媒体１１に既に記録されている最新の画像デ
ータを取得し、画像処理部４によって、ＯＳＤ表示に適したサイズに変換してから、内部
記録媒体３のＯＳＤ表示エリアに記憶する。但し、直前に撮影した画像のＯＳＤ表示に適
したサイズの画像が内部記録媒体３に存在する時には、外部記録媒体１１からデータを取
得する必要がない。画像処理部４は、操作部９におけるユーザのキー等の操作に応答して
、表示する画像の拡大または縮小の処理を行うように、ＣＰＵ２によって制御される。
【００２１】
　ビデオ出力処理部８から図示しない映像出力端子には、アナログのカラービデオ信号が
取り出される。映像出力端子に対して外部モニタ１４を接続した場合には、内部記録媒体
３または外部記録媒体１１に蓄積されている画像を外部モニタ１４によって表示すること
ができる。さらに、外部インターフェース５には、例えばプリンタ１５が接続され、画像
を印刷することが可能とされている。
【００２２】
　操作部９には、十字キーが含まれている。十字キーは、十字形の操作部の各先端部（左
ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタンと称する）を押すことによってカーソルの移動方
向を上下左右の何れかの方向に指定するものである。なお、方向キーとしては、十字キー
以外に、ダイヤル、ローラ、トラックボール、タッチパネル等の入力装置を使用すること
ができる。また、機械的な構成に限らず、表示画面のボタン等を操作するＧＵＩ(Graphic
al User Interface)を使用しても良い。
【００２３】
　図２は、一実施形態におけるＬＣＤ１３に表示される画像を説明するもので、参照符号
Ｒが現在撮影中の撮影画像であり、Ｐが撮影済で再生モードで再生される再生画像である
。再生画像は、必要に応じて外部記録媒体１１から読み込まれ、内部記録媒体３に記憶さ
れている。撮影画像Ｒを先頭にして、再生画像Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，・・・と再生画像が時
間軸の順に１軸上に並べられる。図２に向かって右方向が過去から現在への時間軸方向で
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あり、左方向が現在から過去への時間軸方向である。１軸上の配列された画像は、ＬＣＤ
１３の表示画面において、横方向、縦方向または斜め方向に配列される。一実施形態では
、横方向に複数の画像を配列している。
【００２４】
　ＬＣＤ１３としては、アスペクト比が４対３のものと、１６対９のようなワイドなもの
との何れも使用できる。図２におけるＳＣは、ワイドＬＣＤを使用した場合の表示枠を表
している。この場合では、撮影画像Ｒと再生画像Ｐ１，Ｐ２とが同時に表示されている。
後述するように、十字キーによって、時間軸方向に画像を送ることができる。
【００２５】
　撮影画像Ｒと再生画像Ｐとの識別を容易とするために、撮影画像Ｒが再生画像Ｐに比し
てより大きなサイズとされている。また、画像に異なる形状のアイコンを付加することに
よって、撮影画像Ｒと再生画像Ｐとを識別するようにしても良い。
【００２６】
　図３は、ＬＣＤ１３の表示を形成するために、内部記録媒体３に保持されている表示用
のデータを概略的に示すものである。図３Ａに示される撮影画像Ｒは、内部記録媒体３に
保持され、撮影モード中では、操作部９の操作がなされない状態でも、フレーム等の周期
でもって更新され続ける。
【００２７】
　図３Ｂは、内部記録媒体３の撮影データＲとは別に記憶されているＯＳＤデータを示す
。ＯＳＤデータは、撮影データＲに重ね表示するアイコンのデータである。この発明の一
実施形態では、ＯＳＤデータとして、最近の複数の記録画像の再生画像Ｐ１，Ｐ２が表示
枠ＳＣに対応する内部記録媒体３の記憶領域ＭＣ内に配置される。再生画像データＰ１，
Ｐ２は、外部記録媒体１１から取り込まれ、画像処理部４によって復号並びにサイズの縮
小がなされて後、内部記録媒体３に格納される。内部記録媒体３に直前に撮影した画像の
ＯＳＤ表示に適したサイズの画像があれば、外部記録媒体１１からデータを取得する必要
がない。
【００２８】
　再生画像Ｐ１，Ｐ２は、撮影画像Ｒに比して小さいサイズのものである。画像のサイズ
によって、画像の種類を判別することができる。ＯＳＤデータには、撮影画像であること
を示すアイコン３１と、再生画像であることを示すアイコン３２とが含まれている。これ
らのアイコン３１および３２によって、ユーザは、画像の種類を容易に判別することがで
きる。但し、以下の説明では、アイコン３１および３２についての図示を省略する。なお
、ＯＳＤデータは、複数階層のデータとして構成されていても良い。図３Ｃに示すように
、撮影画像ＲとＯＳＤデータとが合成されてワイドタイプのＬＣＤ１３に対して表示され
る。
【００２９】
　図４に示すように、ディジタルカメラの背面にアスペクト比（１６：９）等のワイド形
のＬＣＤ１３が設けられている。参照符号２４がシャッターボタンであり、参照符号２５
がメニューボタンであり、参照符号２６が削除ボタンであり、参照符号２７が十字キーで
ある。
【００３０】
　ＳＴ１は、電源をオンとすると、表示される通常の表示画面を示す。レンズを通して捉
えられた現在の被写体の撮影画像Ｒと、撮影画像Ｒの左隣に直前に撮影して取得された再
生画像Ｐ１が互いに重ならないで表示される。重なり部分によって、撮影画像が見えにく
くなることがない。再生画像Ｐ１の左隣には、その前の再生画像Ｐ２が位置する。
【００３１】
　この撮影画像Ｒと再生画像Ｐ１，Ｐ２が同時に表示されている表示画面ＳＴ１は、撮影
モードと再生モードの混在状態である。すなわち、シャッターボタン２４を押すことによ
って新たな画像を記録することができると共に、所望の画像を再生画像として表示するこ
とができる。したがって、ユーザは、直前に撮影された画像を見ながら、新たに撮影する
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画像の構図等を決定することができる。
【００３２】
　表示画面ＳＴ１においてシャッターボタン２４を押すと、遷移表示画面ＳＴ２を経て表
示画面ＳＴ３にアニメーションで遷移する。遷移表示画面ＳＴ２では、撮影画像Ｒが徐々
にサイズが小となると共に、左側に移動する。表示画面ＳＴ３では、現在の被写体の撮影
画像Ｒ'の左隣に、撮影画像Ｒから派生した再生（記録済）画像Ｐ０が位置し、さらに左
隣に再生画像Ｐ１が位置するものとなる。遷移表示画面ＳＴ２が表示される時間は、一瞬
である。アニメーション遷移によってユーザは、撮影画像Ｒが再生画像Ｐ０となることが
容易に分かる。表示画面ＳＴ３では、撮影および再生の何れのモードも可能である。
【００３３】
　図５は、撮影画像Ｒと再生画像Ｐ１，Ｐ２が同時に表示される、撮影モードおよび再生
モードが混在している状態で、削除ボタン２６を押した場合の画面遷移を示す。表示画面
ＳＴ１１において、削除ボタン２６を押すと、表示画面ＳＴ１２が生じる。
【００３４】
　表示画面ＳＴ１２では、枠状のカーソルＣが再生画像Ｐ１に対応した位置に表示され、
再生画像Ｐ１を選択していることが示される。撮影画像Ｒの位置に削除ダイアログ２８が
表示される。カーソルＣは、十字キー２７の左ボタンを押すことで、左側（より以前）の
再生画像を選択することが可能とされている。削除ダイアログ２８は、「削除」と「終了
」の一方を十字キー２７の上下ボタンで選択することができ、選択されている側がハイラ
イト表示される。
【００３５】
　表示画面ＳＴ１２で示すように、再生画像Ｐ１にカーソルＣが位置していると共に、削
除ダイアログ２８の「削除」がハイライト表示されている状態で、「決定」キーを押すと
、選択されている再生画像Ｐ１が削除される。十字キー２７の左または右ボタンの操作で
、削除する画像が選択される。「決定」キーは、カメラ本体に設けられた機械的なキー、
ＧＵＩのキー、十字キー２７の中央部を押すことでオンするキー等である。一実施形態で
は、撮影モードから再生モードに切り替えることなく、所望の再生画像（撮影済画像）を
削除することができる。
【００３６】
　図６を参照して十字キー２７を使用して再生モードへの切り替え、並びに再生モードに
おける画像選択動作について説明する。
【００３７】
　図６における表示画面ＳＴ２１では、ＬＣＤ１３の表示枠ＳＣに記録画像Ｒと再生画像
Ｐ１，Ｐ２が混在して表示されている。すなわち、撮影モードと再生モードとが混在した
状態である。この状態で、メニューボタン２５を押すと、撮影に関するメニューが表示枠
１３内に表示される。
【００３８】
　十字キー２７の左ボタンを押すと、枠状のカーソルＣが再生画像Ｐ１を指示する表示画
面ＳＴ２２が表示される状態となる。再生画像Ｐ１を選択した状態は、再生モードである
。カーソルＣの横に左側の方向に選択が可能なことを示す矢印カーソルも表示される。再
生モードでメニューボタン２５を押すと、再生に関するメニューが表示枠ＳＣ内に表示さ
れる。ここで、拡大ボタン、または縮小ボタンを操作することによって、選択されている
再生画像Ｐ１を拡大または縮小することが可能である。
【００３９】
　さらに、十字キー２７の左ボタンを押すと、遷移表示画面ＳＴ２３を経て表示画面ＳＴ
２４にアニメーションで遷移する。遷移表示画面ＳＴ２３が表示される時間は、一瞬であ
る。表示画面ＳＴ２４では、撮影画像Ｒが消され、カーソルＣが再生画像Ｐ２を指定する
。再生画像の切り替えが両方向に可能であるために、矢印カーソルが両側に表示される。
【００４０】
　よりさらに十字キー２７の左ボタンを押すと、遷移表示画面ＳＴ２５を経て表示画面Ｓ



(8) JP 4840488 B2 2011.12.21

10

20

30

Ｔ２６にアニメーションで遷移する。遷移表示画面ＳＴ２５が表示される時間は、一瞬で
ある。表示画面ＳＴ２６では、カーソルＣが再生画像Ｐ３を指定する。再生画像の切り替
えが両方向に可能であるために、矢印カーソルが両側に表示される。
【００４１】
　以上の説明では、ＬＣＤ１３の表示枠ＳＣが横長のワイド画面とされている。この発明
は、ワイド画面を有するＬＣＤに限らず、（４：３）のアスペクト比の表示枠ＳＣを有す
るＬＣＤを使用しても良い。
【００４２】
　さらに、図７に示すように、十字キー以外に両方向に回転可能なダイヤルキーを使用し
ても良い。図７Ａは、時間軸操作ダイヤルの一例を示す。カメラ本体２１の背面および側
面からやや突出して、時間軸操作ダイヤル２２ａが設けられる。図７Ｂに示す例では、カ
メラ本体２１の上面に時間軸操作ダイヤル２２ｂが設けられる。
【００４３】
　時間軸操作ダイヤル２２ａおよび２２ｂは、銀塩カメラのフィルム巻き上げのダイヤル
と同様の形状と操作感を有している。すなわち、所定の回転量ずつ回転可能とされている
。また、時間軸操作ダイヤル２２ａ，２２ｂは、カメラ本体２１の上面から見て時計方向
および反時計方向に回転可能とされている。
【００４４】
　この発明は、上述したこの発明の一実施形態等に限定されるものでは無く、この発明の
要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。例えばこの発明は、静止画像
を記録するディジタルカメラに限定されるものではなく、動画を記録する撮影装置、並び
に静止画および動画の両方を記録可能な撮影装置に対しても適用できる。動画の場合では
、例えば１回の撮影の先頭の画像をＬＣＤ等に表示するようになされる。
【符号の説明】
【００４５】
　１・・・処理部
　２・・・ＣＰＵ
　３・・・内部記録媒体
　９・・・操作部
　１１・・・外部記録媒体
　１２・・・ＣＣＤ
　１３・・・ＬＣＤ
　２５・・・削除ボタン
　２７・・・十字キー
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