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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも互いに対向する２つの長辺と、互いに対向する２つの短辺とを含む略四角形
状の表示画面を備えた表示部と、
　前記表示部の表示動作を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、
　　前記表示画面の短辺方向を縦方向として、前記表示画面内に１画面分の１画面表示領
域を形成する第１の表示モードと、
　　前記表示画面の長辺方向を縦方向として、前記表示画面内に２画面分の第１表示領域
及び第２表示領域を形成し、前記第１表示領域と前記第２表示領域とを上下に並べるよう
にして形成する第２の表示モードとを備え、さらに、
　　画像データが記録されている記憶部から前記画像データを読み出し可能であり、前記
記憶部から読み出した画像データに基づく画像を、前記第２の表示モードにおいて、前記
第１表示領域及び前記第２表示領域のそれぞれに表示可能であるとともに、
　　前記第１表示領域または前記第２表示領域のうちいずれか一つをアクティブ状態とし
、前記アクティブ状態にした表示領域に表示させる画像を、前記記憶部に記憶されている
他の画像データに基づく画像に、切り換え可能に制御するものであり、
　さらに、前記制御部は、
　　前記第２の表示モードにおいて、
　　前記第１表示領域または前記第２表示領域に表示されている画像の画像データの記憶
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場所について、画像データを記憶可能な前記記憶部としての内蔵メモリと、媒体装着部に
着脱可能な画像データを記憶可能な前記記憶部としての記憶媒体との間で、画像データの
コピー操作、または、画像データの移動操作を行う旨の指示が入力された場合、
　　前記コピー操作、または、移動操作の対象として選択された前記画像データが前記記
憶媒体に記憶されている場合には、当該画像データを前記内蔵メモリに記憶させるよう制
御するとともに、前記選択された画像データが前記内蔵メモリに記憶されている場合には
、当該画像データを前記記憶媒体に記憶させるよう制御する、画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のデジタル画像を１つの表示部に表示可能な画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルスチルカメラには、撮影を行う際にスルー画像を表示させたり、メモリカード
に記録されている画像を表示させることができる、２～３インチ程度の液晶ディスプレイ
が搭載されている。このような液晶ディスプレイは、カメラ本体をコンパクトにしながら
、大画面化や高精細化など表示性能の向上が進み、表示性能の向上を利用した様々な機能
が提案されている。その機能の一つに、例えば特許文献１（特開２００６－５６４０号公
報）に開示されているような、複数の画像を一度に表示させることができる「マルチ表示
機能」と呼ばれるものがある。
【０００３】
　特許文献１には、撮影した類似画像を詳細に見比べることができるように、１つの液晶
ディスプレイの表示画面上に、複数の画像をマルチ表示させる構成が開示されている。具
体的には、特許文献１の図３に示すように、表示画面の短辺方向を縦方向として、左右に
並べるようにして２画像分の表示領域を設け、各表示領域にそれぞれ異なる画像を表示さ
せている。
【特許文献１】特開２００６－５６４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら特許文献１に開示されているように、表示画面の短辺方向を縦方向として
、画像を左右に並べて２画面表示させると、画像１枚あたりの大きさが小さくなってしま
い、画像の細部の視認が困難になるという問題があった。
【０００５】
　一般的に、デジタルスチルカメラに搭載される液晶ディスプレイは、４：３または１６
：９のアスペクト比を有し、短辺方向が縦方向になるように筐体に配されている。また、
デジタルスチルカメラを正立状態（液晶ディスプレイの短辺方向が縦方向になるようなデ
ジタルスチルカメラの姿勢）にして撮影を行うと、撮影された画像は、４：３または１６
：９のアスペクト比を有し、短辺方向が縦方向となる。上記のような液晶ディスプレイに
、２枚の画像をアスペクト比を維持しながら左右に並べて表示させると、画像１枚あたり
の大きさが小さくなってしまう。
【０００６】
　本発明の目的は、画像を２画面表示させた際、画像１枚あたりの大きさをできるだけ大
きく表示できる画像表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　本発明の画像表示装置は、少なくとも互いに対向する２つの長辺と、互いに対向する
２つの短辺とを含む略四角形状の表示画面を備えた表示部と、前記表示部の表示動作を制
御する制御部とを備え、前記制御部は、前記表示画面の短辺方向を縦方向として、前記表
示画面内に１画面分の１画面表示領域を形成する第１の表示モードと、前記表示画面の長
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辺方向を縦方向として、前記表示画面内に２画面分の第１表示領域及び第２表示領域を形
成し、前記第１表示領域と前記第２表示領域とを上下に並べるようにして形成する第２の
表示モードとを備え、さらに、画像データが記録されている記憶部から前記画像データを
読み出し可能であり、前記記憶部から読み出した画像データに基づく画像を、前記第２の
表示モードにおいて、前記第１表示領域及び前記第２表示領域のそれぞれに表示可能であ
るとともに、前記第１表示領域または前記第２表示領域のうちいずれか一つをアクティブ
状態とし、前記アクティブ状態にした表示領域に表示させる画像を、前記記憶部に記憶さ
れている他の画像データに基づく画像に、切り換え可能に制御するものであり、さらに、
前記制御部は、前記第２の表示モードにおいて、前記第１表示領域または前記第２表示領
域に表示されている画像の画像データの記憶場所について、画像データを記憶可能な前記
記憶部としての内蔵メモリと、媒体装着部に着脱可能な画像データを記憶可能な前記記憶
部としての記憶媒体との間で、画像データのコピー操作、または、画像データの移動操作
を行う旨の指示が入力された場合、前記コピー操作、または、移動操作の対象として選択
された前記画像データが前記記憶媒体に記憶されている場合には、当該画像データを前記
内蔵メモリに記憶させるよう制御するとともに、前記選択された画像データが前記内蔵メ
モリに記憶されている場合には、当該画像データを前記記憶媒体に記憶させるよう制御す
る、ものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、画像を２画面表示させた際、画像１枚あたりの大きさをできるだけ大きく表
示できるので、画像の細部の視認性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　（実施の形態１）
　　〔１．画像表示装置の基本構成〕
　図１は、実施の形態１における画像表示装置の一例である、撮像装置の構成を示すブロ
ック図である。なお、以下の説明において撮像装置は、静止画をメインに撮影することが
できるデジタルスチルカメラであるものとして説明している。また、本実施の形態の撮像
装置は、静止画撮影と動画撮影の両方が可能である。以下の説明では、静止画の撮影／再
生動作を中心に説明している。よって、以下の説明において「撮影モード」とは静止画撮
影モードを指し、「再生モード」とは静止画再生モードを指している。
【００１０】
　撮像装置は、撮像部１、画像処理部２、カードスロット３，内蔵メモリ５，バッファメ
モリ６、ＵＳＢ制御部７、マイクロコンピュータ（以下マイコンと称する）８、オンスク
リーンディスプレイ（以下ＯＳＤと称する）コントローラ９、表示部１０、外部出力部１
１、操作部１２を備えている。
【００１１】
　撮像部１は、少なくともＣＣＤイメージセンサーやＣＭＯＳイメージセンサーなどで構
成される撮像素子が含まれ、被写体側から入射される光学画像を電気信号に変換して出力
している。なお、詳細は図示していないが、撮像部１には、撮像素子の他、フォーカスレ
ンズやズームレンズなどのレンズ部や、撮像素子への入射光量を制限している絞り部など
も含まれる。
【００１２】
　画像処理部２は、撮像部１から出力される電気信号に対して、所定の信号処理を行い、
画像データを生成するものである。例えば、画像処理部２には、ＷＢ調整部２ａと、ＹＣ
処理部２ｂと、電子ズーム処理部２ｃと、圧縮伸張部２ｄとを備えている。
【００１３】
　ＷＢ調整部２ａは、画像のホワイトバランスを調整するものであり、具体的には、画像
の色合いを、実物の色合いに近くなるように調整したり、光源（蛍光灯や太陽光など）に
合った適正な色に調整するものである。
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【００１４】
　ＹＣ処理部２ｂは、画像を、輝度情報「Ｙ」と、輝度信号と青色の色差情報「Ｃｂ」と
、輝度信号と赤色の色差情報「Ｃｒ」とに分離する。
【００１５】
　電子ズーム処理部２ｃは、画像の一部（例えば中央）を所定の大きさでトリミングし、
トリミングした画像を信号処理で元画像の大きさに拡大する処理である。例えば、撮影さ
れた１６００×１２００ドットの画像において、中央の１０２４×７６８ドットの画像を
切り出し、データ補間を行いながら１６００×１２００ドットのサイズに拡大する処理で
ある。なお、電子ズーム処理部２ｃは必須ではない。
【００１６】
　圧縮伸張部２ｄは、画像データをＪＰＥＧ（Joint Photographic Expert Group）方式
などの圧縮形式によって圧縮したり、圧縮されている画像データを伸張するものである。
例えば、ＪＰＥＧ方式の場合は、まず、画像データの高周波成分と低周波成分の割合を数
値化する離散コサイン変換処理を行う（ＤＣＴ処理）。次に、画像の階調やグラデーショ
ンを表現する段階を数値（量子化ビット数）で表現する量子化処理を行う。最後に、画像
データのデータ容量をハフマン符号化処理等の圧縮方式で圧縮する。具体的には、画像デ
ータの信号文字列を一定のビット毎に区切り、出現頻度が高い文字列に対してより短い符
号を与えていく処理である。なお、圧縮伸張部２ｄは必須ではなく、圧縮処理を行わない
で画像を記録する方式でもよい。また、圧縮方式は、ＪＰＥＧ方式に限らず、他の方式で
あってもよい。
【００１７】
　カードスロット３（媒体装着部）は、情報媒体であるメモリカード４を着脱可能なもの
であり、例えばメモリカード４との間でデータ通信が可能な電気接点を備えている。なお
、カードスロット３は、上記形態に限らず、装着される情報媒体の種類に応じた形式とな
る。
【００１８】
　メモリカード４（情報媒体、記憶部）は、カードスロット３に着脱可能で、撮像装置で
撮影された画像データを記録させることができる。メモリカード４は、フラッシュメモリ
などの半導体記憶素子が内蔵された半導体メモリが主流であるが、小径のハードディスク
が内蔵されたカード型ドライブであってもよい。
【００１９】
　内蔵メモリ５は、撮像装置に固定的に内蔵され、撮影された画像データを記録させるこ
とができる。内蔵メモリ５は、フラッシュメモリなどの半導体記憶素子が内蔵された半導
体メモリが主流であるが、ハードディスクドライブであってもよい。
【００２０】
　バッファメモリ６は、画像処理部２やマイコン８で画像データの信号処理などが行われ
る際に、一時的に画像データなどを保存させるものである。
【００２１】
　ＵＳＢ制御部７は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）規格に準拠したデータ通信が可能
なインターフェースであり、ＵＳＢ通信ケーブルを着脱可能な端子と、撮像装置の出力デ
ータをＵＳＢ規格に準拠したデータ形式にエンコードするとともに受信データをデコード
する変換回路などから構成される。ＵＳＢ制御部７には、パーソナルコンピュータやプリ
ンターなどを接続でき、データ通信を行うことができる。
【００２２】
　マイコン８（制御部）は、操作部１２からの操作命令により、画像処理部２、バッファ
メモリ６、ＵＳＢ制御部７、ＯＳＤコントローラ９、外部出力部１１を制御する。各部に
対する詳しい制御内容については後述する。
【００２３】
　ＯＳＤコントローラ９は、ＯＳＤ信号を生成し、画像処理部２から出力される画像デー
タに重畳させるものである。ＯＳＤ信号には、例えば撮影日時情報、撮影枚数情報、撮影
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モード情報などの各種情報が含まれている。ＯＳＤ信号に含まれる情報は、表示部１０上
で文字や図形で表現される。
【００２４】
　表示部１０は、ＯＳＤコントローラ９から出力される画像データに基づいて画像を表示
させることができる。具体的には、入力される画像データを、表示可能な信号に変換（例
えばアナログ画像信号への変換）する表示制御回路や、実際に画像を表示するディスプレ
イなどで構成される。ディスプレイは、例えば２～３インチ程度の液晶ディスプレイで構
成されるが、ＥＬ（Electro-Luminescence）素子など、少なくとも画像を表示させること
ができるディスプレイであればよい。
【００２５】
　外部出力部１１は、画像処理部２で生成される画像データまたは、メモリカード４また
は内蔵メモリ５から読み出された画像データを、外部接続されたテレビジョン受像機など
の表示装置などに出力することができる端子である。なお、外部出力部１１から出力され
る画像データは、アナログ信号であってもデジタル信号であってもよい。
【００２６】
　操作部１２は、ユーザーにおいて各種操作を行うことができるものであり、撮影操作を
行うことができるレリーズスイッチや、ズーミング操作を行うことができるズームスイッ
チなどで構成される。本実施の形態では、少なくとも図２に示すような操作ボタン類が配
されている。
【００２７】
　図２は、撮像装置の背面（表示部が配され、レンズが配されている面の反対面）を示す
平面図である。
【００２８】
　図２に示すように、装置本体２１には、レリーズスイッチ２３，モードダイヤル２４，
ズームスイッチ２５，カーソルボタン２６，コピーボタン２７、マークボタン２８、削除
ボタン２９などの操作部が配されている。また、装置本体２１には、表示部１０の一種で
ある液晶モニタ２２が配されている。なお、本実施の形態では、レリーズスイッチ２３と
モードダイヤル２４は、装置本体２１の上面に配され、ユーザーの人差し指で操作される
ことを前提としている。また、ズームスイッチ２５，カーソルボタン２６，コピーボタン
２７、マークボタン２８、削除ボタン２９は、装置本体２１の背面に配され、ユーザーの
親指で操作されることを前提として配置されている。また、本実施の形態において、コピ
ーボタン２７、マークボタン２８、削除ボタン２９はそれぞれ独立したボタンで構成した
が、この構成に限らず、例えば１つのボタンに複数の機能を割り当ててもよいし、カーソ
ルボタン２６における各ボタンに割り当ててもよい。
【００２９】
　レリーズスイッチ２３は、撮像装置が撮影モードの時にユーザーによって押圧操作され
ることで、撮像部１は、撮像素子に撮像されている光学画像を取り込み、画像データを生
成する。
【００３０】
　モードダイヤル２４は，回転操作が可能なダイヤルで構成されている。モードダイヤル
２４は、撮影モードや再生モードなどのように一般的なモード選択ができたり、接写モー
ドや高速シャッタモードなど特殊撮影モードを選択することができる。撮影モードは、撮
像部１で撮像されている光学画像を取り込み、画像データをメモリカード４または内蔵メ
モリ５へ保存させることができるモードである。再生モードは、メモリカード４または内
蔵メモリ５に記録されている画像データを読み出して、その画像データに基づく画像を液
晶モニタ２２に表示可能なモードである。
【００３１】
　ズームスイッチ２５は，望遠ボタン（図中「Ｔ」と表記されているボタン）と広角ボタ
ン（図中「Ｗ」と表記されているボタン）とから構成される。撮像装置が撮影モードの時
に望遠ボタンが操作されることで、撮像部１は、ズームレンズを望遠側へ移動させるよう
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制御する。また、撮像部１は、広角ボタンが操作されることで、ズームレンズを広角側へ
移動させるよう制御する。また、マイコン８は、撮像装置が再生モードの時にズームスイ
ッチ２５が操作されることで、液晶モニタ２２に表示されている画像データを部分的に拡
大したり、液晶モニタ２２の表示をマルチ画像表示（複数の画像を一度に表示）に切り換
えたりするよう制御する。なお、本実施の形態では、ズームスイッチ２５の操作に連動さ
せてズームレンズを光軸方向へ移動させる光学ズームについて説明したが、撮像された画
像を信号処理で拡大／縮小する電子ズームの操作も可能である。また、本実施の形態では
、ズームスイッチ２５は押しボタンで構成したが、２方向へ操作可能なレバー式のスイッ
チで構成してもよい。また、再生モードにおける機能割り付けは、上記に限らない。
【００３２】
　カーソルボタン２６は，液晶モニタ２２に表示されているメニュー画面などにおいて、
上下左右方向への指示操作が可能なボタンである。カーソルボタン２６は、第１のボタン
２６ａ（第１の方向操作部）と、第２のボタン２６ｂ（第２の方向操作部）と、第３のボ
タン２６ｃ（第３の方向操作部）と、第４のボタン２６ｄ（第４の方向操作部）と、セン
ターボタン２６ｅとから構成されている。第１のボタン２６ａは、例えばデジタルスチル
カメラが正立状態（図２に示す状態）の時、上方向への指示操作が可能である。第２のボ
タン２６ｂは、下方向への指示操作が可能である。第３のボタン２６ｃは、左方向への指
示操作が可能である。第４のボタン２６ｄは、右方向への指示操作が可能である。センタ
ーボタン２６ｅは、メニュー表示を行ったり各種決定操作などを行うことができる。図２
に示すように第１～第４のボタン２６ａ～２６ｄは、センターボタン２６ｅを中心にして
、それぞれ上下左右位置に配置されている。なお、装置本体２１は、図２に示すように、
通常使用時は液晶モニタ２２の短辺方向が縦方向となる姿勢で使用されるが、図３に示す
ように、液晶モニタ２２の長辺方向が縦方向となる姿勢で使用することもできる。図３に
示す状態では、撮影者から見て、第１のボタン２６ａは右方向への操作が可能になり、第
２のボタン２６ｂは左方向への操作が可能になり、第３のボタン２６ｃは上方向への操作
が可能になり、第４のボタン２６ｄは下方向への操作が可能な状態になる。また、カーソ
ルボタン２６は、撮像装置が再生モードの時は、液晶モニタ２２に表示されている画像を
、別の画像に切り換えて表示するよう操作することができる。また、撮影モードにおいて
は、セルフタイマーのオン／オフ切り換えや、ストロボのオン／オフ切り換えなどを行う
ことができる。
【００３３】
　コピーボタン２７は、撮像装置が再生モードの時に操作されることで、マイコン８が、
メモリカード４に記録されている画像データなどを、内蔵メモリ５へコピーまたは移動さ
せるよう制御する。また、コピーボタン２７は、撮像装置が再生モードの時に操作するこ
とで、内蔵メモリ５に記録されている画像データなどを、メモリカード４へコピーまたは
移動させることができる。
【００３４】
　マークボタン２８は、撮像装置が再生モードの時に操作されることで、マイコン８が、
メモリカード４または内蔵メモリ５に記録されている画像データの中から、所望の画像デ
ータにマークを付与するよう制御する。また、マークボタン２８は、撮像装置が撮影モー
ドの時に操作されることで、マイコン８が、撮影された直後の画像データにマークを付与
するよう制御する。マークが付与された画像データは、いわゆる「お気に入り画像」とし
て管理することができる。
【００３５】
　削除ボタン２９は、撮像装置が再生モードの時に操作されることで、マイコン８が、メ
モリカード４または内蔵メモリ５に記録されている画像ファイルのうち、任意の画像ファ
イルを削除するよう制御する。
【００３６】
　　〔２．画像表示装置の動作〕
　　〔２－１．撮影動作〕



(7) JP 5352065 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

　図１において、撮像装置の電源が投入されて起動すると、レンズ等を介して入射される
光学画像は撮像部１で結像される。撮像部１は、入射される光学画像を電気信号に変換し
て画像処理部２へ出力する。画像処理部２は、入力される電気信号に基づき画像信号を生
成し、画像信号はＷＢ調整部２ａにおいて画像を適正な明るさや色合いに調整される。
【００３７】
　次に、ＹＣ処理部２ｂにおいて、輝度信号Ｙと色差信号Ｃｒ及びＣｂとに分離され、色
差信号Ｃｒ及びＣｂの情報量を減らす処理が行われる。色差信号Ｃｒ及びＣｂの情報量の
削減処理は、例えば、画像の主走査方向の色情報を間引く「４：２：２ダウンサンプリン
グ処理」や、画像の縦横方向の色情報を間引く「４：１：１ダウンサンプリング処理」な
どがある。
【００３８】
　画像処理部２において処理された画像データは、ＯＳＤコントローラ９に入力され、Ｏ
ＳＤ画像が重畳される。ＯＳＤ画像とは、現在日時、撮影日時、撮影モードなどの各種情
報を文字または画像化したものであり、例えば図１０Ａにおける電池残量マーク３４や画
像枚数情報３５のことである。
【００３９】
　ＯＳＤコントローラ９から出力される画像データに基づく画像は、表示部１０において
表示される。この時、表示部１０に表示される画像は、圧縮処理が行われる前の画像（い
わゆるスルー画像）である。
【００４０】
　表示部１０にスルー画像が表示されている状態で、撮影者が操作部１２におけるレリー
ズスイッチ２３（図２参照）を操作すると、マイコン８は画像処理部２を制御し、圧縮伸
張部２ｄにおいて画像データの圧縮処理が行われる。具体的には、画像データの高周波成
分と低周波成分の割合を数値化する離散コサイン変換処理や、画像の階調やグラデーショ
ンを表現する段階を量子化ビット数で表現する量子化処理や、画像データの信号文字列を
一定のビット毎に区切り、出現頻度が高い文字列に対してより短い符号を与えていくハフ
マン符号化処理などが実行される。
【００４１】
　圧縮伸張部２ｄで圧縮された画像データは、ＯＳＤコントローラ９でＯＳＤ信号が重畳
される。ＯＳＤコントローラ９から出力される画像データに基づく画像は、表示部１０に
表示される。また、圧縮伸張部２ｄで圧縮された画像データは、カードスロット３を介し
てメモリカード４に記録されるか、内蔵メモリ５に記録される。なお、画像データをメモ
リカード４と内蔵メモリ５とのうちどちらに記録するかは、ユーザーが任意に設定できる
。
【００４２】
　また、撮影時、レリーズスイッチ２３を操作する前に、ズームスイッチ２５を操作して
画像の拡大や縮小をすることができる。具体的には、ズームスイッチ２５を操作すること
で、光学ズームまたは電子ズームを行うことができる。光学ズームは、撮像部１に含まれ
ているズームレンズを光軸方向へ動作させ、光学的に光学画像の拡大や縮小を行うズーム
方法である。また、電子ズームは、電子ズーム処理部２ｃにおいて画像の一部（一般には
中央）をトリミングし、画素補間しながら画像を拡大または縮小するズーム方法である。
【００４３】
　ここで、メモリカード４または内蔵メモリ５への記録動作について詳しく説明する。
【００４４】
　まず、メモリカード４などに記録しようとしている画像データには、ファイル名が付与
される。ファイル名は、メモリカード４などに記録されているファイル管理テーブルによ
って管理されている。また、ファイル管理テーブルは、マイコン８によって情報の書き込
みや書き換えなどが行われる。
【００４５】
　図４は、ファイル管理テーブルの一例を示している。図４に示すように、ファイル管理
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テーブルは、英数字４桁から構成されるファイル番号と、英数字３桁から構成されるディ
レクトリ番号と、プロテクトやお気に入りの有無などの管理情報などから構成される。実
際には、図４に示すもの以外に管理すべき情報があるが、ここでの説明は割愛する。
【００４６】
　ファイル番号は、一つ一つの画像データに付与される番号であり、一般的には記録され
る順番に連続的な英数字で構成される。図４に示す例では、ディレクトリ番号内で連続的
なファイル番号が付与されており、例えばディレクトリ番号「１００」においては、ファ
イル番号「０００１」、「０００２」、「０００３」、・・・の順番にファイル番号が付
与されている。また、ディレクトリ番号「１０１」においては、ファイル番号「０００１
」・・・が付与されている。
【００４７】
　ファイル名を付与する際は、ファイル名の１桁目がファイル共通のアルファベットで、
次に３桁のディレクトリ番号が付与され、次に４桁のファイル番号が付与され、合計８桁
の名前が完成する。例えば、図４において最上段のファイルの名前は、１桁目が「Ｐ」で
、それに続く２～４桁目はディレクトリ番号「１００」で、それに続く５～８桁目はファ
イル番号「０００１」となり、「Ｐ１０００００１」という名前となる。このようにして
できた名前に、「．ＪＰＧ」などの拡張子が付与されることで、ファイル名が完成する。
【００４８】
　図５は、メモリカード４のディレクトリ構造を示している。メモリカード４に記録され
ている内容をパソコンなどで開くと、ファイル管理テーブルに基づいて図５に示すような
ディレクトリ構造でファイルやフォルダが管理されている。
【００４９】
　図５に示すように、ルートディレクトリはメモリカード４を指している「リムーバブル
ディスク」である。「リムーバブルディスク」には、「ＤＣＩＭ」と「ＭＩＳＣ」という
名前のサブディレクトリが存在する。ＤＣＩＭディレクトリ内には、「１００」、「１０
１」、・・・のサブディレクトリが存在する。このサブディレクトリ名が、図４における
ディレクトリ番号に相当する。各サブディレクトリ内には、図４に示すファイル管理テー
ブルに基づいて作成されたファイル名が付与された画像ファイルが保存されている。また
、ＭＩＳＣディレクトリ内には、お気に入り情報が格納されている「AUTPLAY3.MRK」ファ
イルが保存されている。なお、「お気に入り」については後述する。
【００５０】
　次に、画像ファイルをメモリカード４などへ保存させる際は、画像ファイル毎に記録ア
ドレスを指定してから、画像ファイルの記録動作を行う。図６は、メモリカード４のＦＡ
Ｔ管理テーブルを示している。図６に示すように、ＦＡＴ管理テーブルは、各ファイル名
に対応した記録アドレスが指定されている。図中の記録アドレスは、メモリカード４の記
録領域におけるセクタまたはクラスタのアドレスを示している。また、このようなＦＡＴ
管理テーブルは、メモリカード４に記録され、マイコン８によって情報の書き込みや書き
換えなどが行われる。
【００５１】
　なお、内蔵メモリ５におけるファイル管理テーブル、ＦＡＴ管理テーブル（図７参照）
、ディレクトリ構造（図８参照）については、上記説明したメモリカード４の場合とほと
んど同様であるので、説明は省略する。
【００５２】
　　〔２－２．再生動作〕
　撮影モードから再生モードへ移行させる際は、モードダイヤル２４を操作して、再生モ
ードを選択する。再生モードが選択されると、メモリカード４または内蔵メモリ５に記録
されているファイル管理テーブル（図４参照）とＦＡＴ管理テーブル（図６参照）が読み
出され、バッファメモリ６へ一時的に保存される。なお、以下の説明では、メモリカード
４に記録されている画像ファイルを再生する動作を一例として挙げて説明する。
【００５３】
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　ユーザーが操作部１２を操作して所望の画像ファイルが選択されると、マイコン８は、
バッファメモリ６に保存されているＦＡＴ管理テーブルにアクセスし、操作部１２におい
て選択された画像ファイルの記録アドレスを確認する。次に、記録アドレスに基づいて、
メモリカード４における所定のアドレスにアクセスし、画像ファイルを読み出す。
【００５４】
　なお、メモリカード４に記録されている画像ファイルは、図９に示すようにヘッダー情
報と画像データとから構成されている。ヘッダー情報には、撮影日時の情報、シャッター
スピードや絞り開度などの撮影条件の情報、画像の回転情報（詳細は後述する）などの各
種情報や、サムネイル画像（画像リストなどに使用される縮小画像）の情報が含まれてい
る。
【００５５】
　メモリカード４から読み出された画像ファイルのうち、ヘッダー情報はバッファメモリ
６に一時的に保存され、適宜マイコン８から読み出される。読み出されたヘッダー情報は
、例えばＯＳＤ信号の生成に使用される。
【００５６】
　また、メモリカード４から読み出された画像ファイルのうち、画像データは、画像処理
部２の圧縮伸張部２ｄにおいて、圧縮前の画像データに伸張処理される。伸張された画像
データは、ＯＳＤコントローラ９に出力される。ＯＳＤコントローラ９は、読み出された
画像ファイルのヘッダー情報に基づいて、撮影日時や撮影条件（シャッタースピードなど
）の情報を文字または画像化したＯＳＤ信号を生成する。ＯＳＤコントローラ９は、生成
したＯＳＤ信号を画像データに重畳して、表示部１０へ出力する。表示部１０は、入力さ
れる画像データに基づき、画像を表示する。
【００５７】
　次に、ユーザーによってカーソルキー２６における第３のボタン２６ｃまたは第４のボ
タン２６ｄが操作されることによって、他の画像を表示させることができる。第３のボタ
ン２６ｃまたは第４のボタン２６ｄが操作されると、マイコン８は、バッファメモリ６に
保存されているＦＡＴ管理テーブルにアクセスする。以降、上記同様に、指定された画像
ファイルが記録されている記録アドレスを確認し、その記録アドレスに基づきメモリカー
ド４から画像ファイルを読み出す。読み出された画像ファイルのうち、ヘッダー情報はバ
ッファメモリ６に保存され、画像データは前述と同様に伸張処理される。伸張処理された
画像データは、ＯＳＤ信号が重畳されて、その画像データに基づく画像が表示部１０に表
示される。
【００５８】
　　〔２－３．通信動作〕
　図１において、メモリカード４に記録されている画像ファイルを、ＵＳＢ通信で外部機
器（パソコンやプリンターなど）へ出力する際の動作について説明する。
【００５９】
　まず、撮像装置および外部機器には、ＵＳＢドライバソフトウェアがインストールされ
ていることを前提とする。撮像装置と外部機器とをＵＳＢケーブルで接続すると、撮像装
置と外部機器との間で認証動作を行い、互いにデータ通信が可能な状態になる。
【００６０】
　外部機器がパソコンである場合は、パソコンを操作して、メモリカード４に記録されて
いる画像ファイルをパソコンに読み出したり、パソコンのハードディスクなどに記録され
ている画像ファイルなどをメモリカード４へ書き込んだりすることができる。
【００６１】
　また、外部機器がプリンターである場合は、撮像装置における操作部１２を操作して、
印刷したい画像ファイルを選択するとともに、印刷命令を入力する。次に、印刷命令であ
る制御信号がプリンターへ送信される。プリンターは、入力される制御信号に基づいて、
印刷すべき画像ファイルをメモリカード４から取得し、取得した画像ファイルの画像デー
タを印刷することができる。
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【００６２】
　　〔２－４．表示動作〕
　撮像装置は、図２に示すように４：３や１６：９などのアスペクト比を有する長方形の
液晶モニタ２２が、装置の正立状態において短辺方向が縦方向となるように配されている
。一般的には、図２に示す正立状態で、撮影や画像再生が行われる。図２に示す正立状態
で撮影された画像は、短辺方向が縦方向となる長方形の画像である。
【００６３】
　一方、撮像装置を図３に示すように、液晶モニタ２２の長辺方向が縦方向となる状態で
、撮影や画像再生を行うこともできる。
【００６４】
　図１において、撮影された画像を表示部１０に表示させる際は、操作部１２による再生
命令に基づき、マイコン８が画像処理部２を制御してメモリカード４または内蔵メモリ５
から画像ファイルを読み出す。メモリカード４または内蔵メモリ５から読み出された画像
ファイルのうち、ヘッダー情報はバッファメモリ６に格納され、画像データは画像処理部
２で画像処理される。マイコン８は、画像処理部２から出力される画像データをＯＳＤコ
ントローラ９へ出力させる。ＯＳＤコントローラ９は、入力される画像データにＯＳＤ信
号を重畳させ、表示部１０へ出力する。表示部１０は、入力される画像データに基づき、
画像を表示する。
【００６５】
　図１０は、液晶モニタ２２の表示内容を示している。図１０Ａは、液晶モニタ２２の短
辺方向が縦方向となっている状態で、短辺方向が縦方向となる画像が表示されている。な
お、図１０Ａにおいて、画像が表示されている領域を１画面表示領域と称する。図１０Ｂ
は、メニュー画面が表示されている状態を示している。図１０Ｃは、液晶モニタ２２の長
辺方向が縦方向となっている状態であり、画像は２画面表示されている。以下の説明にお
いて、図１０Ａ及び図１０Ｂなどに示す表示モードを「第１の表示モード」と称する。ま
た、図１０Ｃに示す表示モードを、「第２の表示モード」と称する。
【００６６】
　　〔２－４－１．２画面表示の動作〕
　「２画面表示」とは、１つの表示画面上に２枚の画像を同時に表示させる表示方法のこ
とである。本実施の形態の撮像装置で２画面表示を行う際は、まず図１０Ａに示すように
、短辺方向が縦方向になる状態の液晶モニタ２２（図２参照）上に、横長の画像３３が表
示されている状態で、センターボタン２６ｅ（図２参照）を操作する。センターボタン２
６ｅが操作されると、図１０Ｂに示すように再生メニューが表示される。図１０Ｂに示す
再生メニューは、再生モードにおける各種機能の設定をすることができ、２画面表示の設
定をはじめ、一定時間間隔で連続的に画像を切り換え表示させるスライドショーの設定や
、ユーザーが特定の画像にマークを付与することができるお気に入り機能の設定などを行
うことができる。なお、再生メニューの他に、撮影に関する機能を設定可能な撮影メニュ
ーや、撮像装置の内部時計の設定などができる初期設定メニューなども存在するが、本説
明においては省略する。
【００６７】
　図１０Ｂに示す再生メニューにおいて、図２に示す第１のボタン２６ａまたは第２のボ
タン２６ｂを操作することで、図１０Ｂにおけるカーソル３２を上方向または下方向へ移
動させることができ、所望の機能を選択することができる。選択後は、センターボタン２
６ｅを操作することによって、カーソル３２で選択されている機能を起動させることがで
きる。２画面表示機能を起動させる際は、再生メニューにおける「２画面表示」にカーソ
ル３２を合わせ、センターボタン２６ｅを操作することで、図１０Ｃに示すように液晶モ
ニタ２２を第２の表示モードへ移行させることができる。
【００６８】
　図１０Ｃに示すように、第２の表示モードへ移行させると、液晶モニタ２２の長辺方向
が縦方向となる状態において、第１の画像４１と第２の画像４２が、液晶モニタ２２の長
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辺方向に並んで表示される。表示される第１の画像４１と第２の画像４２は、それぞれ短
辺方向が縦方向となるように表示される。すなわち、縦長の画面に対して、画像が横長配
置で表示される。図１０Ｃに示す画像のアスペクト比は、図１０Ａに示す画像のアスペク
ト比と同等である。なお、第１の画像４１が表示されている領域を「第１の画像表示領域
」と称し、第２の画像４２が表示されている領域を「第２の画像表示領域」と称する。第
２の表示モードへの移行直後は、第１の画像表示領域には、モード移行前に表示されてい
た画像が表示され、第２の画像表示領域には、画像ファイルの並び順（例えばファイル名
の昇順）において、次の画像が表示される。図１０Ｃに示す例では、枚数表示３７に示す
ように、第１の画像４１は４５枚中１枚目の画像で、第２の画像４２は４５枚中２枚目の
画像である。また、図１０Ｃに示すように、撮影日時の情報３６も表示される。
【００６９】
　図１０Ａ～図１０Ｃにおいて、枚数表示３５及び３７、撮影日時表示３６などは、図１
に示すＯＳＤコントローラ９で生成されたＯＳＤ信号に基づいて表示される画像である。
ＯＳＤ信号に基づく画像は、液晶モニタ２２の表示方向に連動して、表示方向が制御され
る。すなわち、図１０Ａや図１０Ｂに示す第１の表示モードの時は、表示されるＯＳＤ画
像（電池残量表示３４や枚数表示３５、メニュー画面など）は、液晶モニタ２２の短辺方
向を縦方向として表示させるよう制御している。また、図１０Ｃに示す第２の表示モード
の時は、ＯＳＤ画像（撮影日時表示３６や撮影枚数３７など）は、液晶モニタ２２の長辺
方向を縦方向として表示させるよう制御している。
【００７０】
　図１０Ｃに示す状態において、液晶モニタ２２に表示される画像等を目視確認したり、
各種操作を行う際は、撮像装置を図３に示すように液晶モニタ２２の長辺方向が縦方向と
なる状態にする。この時、カーソルキー２６において、第１のボタン２６ａは右方向への
操作が可能であり、第２のボタン２６ｂは左方向への操作が可能であり、第３のボタン２
６ｃは上方向への操作が可能であり、第４のボタン２６ｄは下方向への操作が可能である
。よって、第２の表示モードの時、撮像装置を図３に示す姿勢にして使用することで、液
晶モニタ２２に２画面表示されている画像を視認しやすくできる。さらに、カーソルキー
２６の操作方向と液晶モニタ２２の表示切り換え方向とを一致させることができるので、
操作性を向上させることができる。
【００７１】
　また、図１０Ｃにおいて、第１の画像４１は太枠４３で囲まれているが、これは第１の
画像４１がアクティブ状態であることを示している。アクティブ状態とは、カーソルキー
２６などの操作部１２を操作した時における操作対象であることを指している。例えば、
図１０Ｃに示すように、第１の画像４１がアクティブ状態になっている時、カーソルキー
２６の第１のボタン２６ａまたは第２のボタン２６ｂを操作することで、第１の画像表示
領域に表示されている第１の画像４１を他の画像に切り換えて表示させることができる。
【００７２】
　なお、マーク３８ａ及び３８ｂは、画像の切り換え方向を示すマークであり、ユーザー
に対して第１のボタン２６ａまたは第２のボタン２６ｂを操作するよう案内するマークで
ある。
【００７３】
　また、撮影日時の情報３６、枚数表示３７、マーク３８ａ及び３８ｂ、アクティブ状態
を示す太枠４３、終了操作を案内するマーク３９は、ＯＳＤコントローラ９で生成された
ＯＳＤ信号によって表示されている。
【００７４】
　図１０Ｃに示す第２の表示モードにおいて、センターボタン２６ｅを操作することで、
図１０Ａに示す第１の表示モードに移行させることができる。
【００７５】
　　〔２－４－２．第２の表示モードにおける表示切換動作〕
　まず、前提として、画像ファイルはメモリカード４または内蔵メモリ５に記録されてい
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る。また、画像ファイルは、撮影日時順に記録され、その順番における各画像を、「画像
Ａ」、「画像Ｂ」、「画像Ｃ」、・・・と定義する。また、画像Ａを第１の表示モード（
図１０Ａ参照）で表示されている状態で、第２の表示モードに移行されたものとする。ま
た、第２の表示モードは、撮像装置を図３に示す状態にして使用されるものとする。
【００７６】
　図１１は、第２の表示モードにおける表示状態を示している。第２の表示モードは、前
述したように撮像装置を図３に示す姿勢にして使用されることを前提としているため、図
１１に示すように液晶モニタの長手方向が縦方向となっている状態で、画像や各種情報の
表示方向が正立方向となるようにしている。
【００７７】
　図１１Ａに示すように、撮像装置が第２の表示モードに移行されると、マイコン８は、
第１の画像表示領域５１に画像Ａを表示させ、第２の画像表示領域５２に画像Ｂを表示さ
せる。この時、第１の画像表示領域５１に表示されている画像Ａがアクティブ状態になっ
ている。図１１Ａに示す表示状態において、図３における第１のボタン２６ａが操作され
ると、マイコン８は、図１１Ｂに示すように第１の画像表示領域５１に画像Ｃを表示させ
る。
【００７８】
　さらに、図１１Ｂに示す状態において、図３における第１のボタン２６ａが操作される
と、マイコン８は、図１１Ｃに示すように第１の画像表示領域５１に画像Ｄを表示させる
。なお、図１１Ａに示す状態から図１１Ｂに示す状態へ切り替わる際、および図１１Ｂに
示す状態から図１１Ｃに示す状態へ切り替わる際、第２の画像表示領域５２はアクティブ
状態ではないので、画像Ｂが表示されたままである。
【００７９】
　なお、アクティブ状態になっている画像表示領域に表示される画像を、他の画像に切り
替える際には、非アクティブ状態の画像表示領域に表示されている画像は、スキップする
ように表示制御される。例えば、図１１Ａに示すように、４５枚の画像中１枚目の画像で
ある画像Ａがアクティブ状態の第１の画像表示領域５１に表示され、２枚目の画像である
画像Ｂが非アクティブ状態の第２の画像表示領域５２に表示されているとする。この場合
において、第１の画像表示領域５１に対して順送り操作が行われた場合、第１の画像表示
領域５１に表示される画像は２枚目の画像である画像Ｂをスキップして、図１１Ｂに示す
ように、３枚目の画像である画像Ｃを表示する。このように、アクティブ状態になってい
る画像表示領域に表示されている画像を他の画像に切り替える際、非アクティブ状態の画
像表示領域に表示されている画像はスキップするように切り替えることにより、同じ画像
を両方の画像表示領域に表示することがないので、迅速に表示画像を切り替えることがで
きる。そのため、画像表示に関する操作性を向上させることができる。
【００８０】
　また、図１１Ｃに示す状態から第２のボタン２６ｂが操作されることで、図１１Ｂや図
１１Ａに示す状態へ表示を切り換えることができる。
【００８１】
　　〔２－４－３．第２の画像表示領域５２の表示切換動作〕
　次に、第２の画像表示領域５２の画像表示を、他の画像表示へ切り換える際の動作につ
いて説明する。
【００８２】
　図１２Ａは、第１の画像表示領域５１に画像Ａを表示させ、第２の画像表示領域５２に
画像Ｂを表示させ、第１の画像表示領域５１がアクティブ状態になっている状態を示して
いる。図１２Ａに示す表示状態において、図３における第４のボタン２６ｄが操作される
ことで、マイコン８は、図１２Ｂに示すように太枠５３を第２の画像表示領域５２へ移動
させ、第２の画像表示領域５２をアクティブ状態にする。
【００８３】
　図１２Ｂに示す表示状態において、図３における第１のボタン２６ａが操作されること
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で、マイコン８は、図１２Ｃに示すように、第２の画像表示領域５２に画像Ｃを表示させ
る。なお、図１２Ｂに示す状態から図１２Ｃに示す状態へ切り替える際、第１の画像表示
領域５１は、アクティブ状態ではないので、画像Ａが表示されたままである。
【００８４】
　また、図１２Ｃに示す表示状態において、図３における第２のボタン２６ｂが操作され
ることで、マイコン８は、図１２Ｂに示すように第２の画像表示領域５２に表示されてい
る画像Ｃを画像Ｂへ戻すことができる。また、図１２Ｂまたは図１２Ｃに示す状態におい
て、第３のボタン２６ｃが操作されることで、マイコン８は、太枠５３を第２の画像表示
領域５２から第１の画像表示領域５１へ移動させ、第１の画像表示領域５１に表示されて
いる画像をアクティブ状態にすることができる。
【００８５】
　このように、第１の画像表示領域５１、第２の画像表示領域５２のそれぞれに表示され
る画像を、独立してページ送りさせることができる。
【００８６】
　　〔２－４－４．画像の比較方法〕
　まず、図１３Ａは、第１の画像表示領域５１に画像Ａを表示させ、第２の画像表示領域
５２に画像Ｂを表示させ、第１の画像表示領域５１がアクティブ状態になっている状態を
示している。図１３Ａにおいて、所定の操作（例えば、図３におけるセンターボタン２６
ｅの操作）を行うことで、マイコン８は、図１３Ｂに示すように第１の画像表示領域５１
に画像Ｃを表示させ、第２の画像表示領域５２に画像Ａを表示させる。すなわち、画像Ａ
を、第１の画像表示領域５１から第２の画像表示領域５２へ移動させたことになる。この
状態にすることにより、画像Ａと他の画像とを比較させることができる。
【００８７】
　例えば、図１３Ｂに示す状態では、画像Ａと画像Ｃとを比較することができる。画像Ａ
と他の画像とを比較する場合は、図３における第１のボタン２６ａを操作することで、第
１の画像表示領域５１に表示されている画像を、画像Ｄ、画像Ｅ・・・のように切り換え
て表示させることができる。これにより、画像Ａと画像Ｄとの比較や、画像Ａと画像Ｅと
の比較などを行うことができる。
【００８８】
　　〔２－４－５．画像削除時の表示動作〕
　次に、画像ファイルを削除する際の動作について説明する。なお、画像ファイルの削除
操作は、図３に示す削除ボタン２９によって操作することができる。
【００８９】
　図１４Ａは、第１の画像表示領域５１に画像Ａを表示させ、第２の画像表示領域５２に
画像Ｂを表示させ、第１の画像表示領域５１がアクティブ状態になっている状態を示して
いる。図１４Ａの表示状態において、図３における削除ボタン２９が操作されると、マイ
コン８は、アクティブ状態になっている画像表示領域に表示されている画像について、図
１４Ｂに示すように削除するか否かの判断を促すメッセージ５４を表示させる。図１４に
示す例では、第１の画像表示領域５１がアクティブ状態になっているので、画像Ａが削除
対象となる。したがって、図１４Ｂに示すようなメッセージ５４を表示させる。
【００９０】
　図１４Ｂに示す状態で第３のボタン２６ｃが操作された場合は、マイコン８は、メッセ
ージ５４の表示を消し、図１４Ａに示す表示に戻す。また、第４のボタン２６ｄが操作さ
れた場合は、マイコン８は、メッセージ５４の表示を消し、図１４Ｃに示すように第１の
画像表示領域５１に画像Ｃを表示させる。また、マイコン８は、メモリカード４または内
蔵メモリ５に記録されている画像Ａの画像ファイルを削除する。なお、通常は、画像Ａの
画像ファイルを削除した場合、第１の画像表示領域５１には画像Ｂが表示されるが、図１
４においては、画像Ｂは第２の画像表示領域５２に既に表示されているため、画像Ｂの次
の画像である画像Ｃを第１の画像表示領域５１に表示させる。
【００９１】
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　本実施の形態では、メッセージ５４を、削除対象となる画像（図１４の例では画像Ａ）
に重畳しないように表示させることにより、ユーザーにおいて、削除対象となる画像の全
体を目視確認してから、削除するか否かを判断することができる。
【００９２】
　　〔２－４－６．メモリカード４及び内蔵メモリ５の画像表示動作〕
　図１５Ａにおいて、第１の画像表示領域５１には、メモリカード４に記録されている画
像ファイルに基づく画像のみを表示させている。また、第２の画像表示領域５２には、内
蔵メモリ５に記録されている画像ファイルに基づく画像のみを表示させている。メモリカ
ード４に記録されている画像ファイルに基づく画像を、画像Ａｃ、Ｂｃ、Ｃｃ、・・・と
し、内蔵メモリ５に記録されている画像ファイルに基づく画像を、画像Ａｂ、Ｂｂ、Ｃｂ
、・・・とする。
【００９３】
　図１５Ａにおいて、第１の画像表示領域５１をアクティブ状態にし、図３における第１
のボタン２６ａまたは第２のボタン２６ｂを操作することで、メモリカード４に記録され
ている画像ファイルに基づく画像をページ送りすることができる。また、第２の画像表示
領域５２をアクティブ状態にし、図３における第１のボタン２６ａまたは第２のボタン２
６ｂを操作することで、内蔵メモリ５に記録されている画像ファイルに基づく画像をペー
ジ送りすることができる。第１の画像表示領域５１と第２の画像表示領域５２のアクティ
ブ状態の切り換えは、図３における第３のボタン２６ｃまたは第４のボタン２６ｄを操作
して、太枠５３を所望の画像表示領域側へ移動させることで可能である。
【００９４】
　これにより、液晶モニタ２２に、メモリカード４及び内蔵メモリ５に記録されている画
像を、同時に表示させることができる。
【００９５】
　　〔２－４－７．メモリ間の画像コピー時の表示動作〕
　図１５Ａ及び図１５Ｂに示すように、第１の画像表示領域５１にメモリカード４に記録
されている画像ファイルに基づく画像を表示させ、第２の画像表示領域５２に内蔵メモリ
５に記録されている画像ファイルに基づく画像を表示させている状態で、メモリ間の画像
ファイルのコピー動作について説明する。なお、画像ファイルのコピー操作は、図３にお
けるコピーボタン２７により操作することができる。
【００９６】
　まず、内蔵メモリ５に記録されている画像ファイルをメモリカード４へコピーする場合
は、図１５Ａに示すように、第１の画像表示領域５１に画像Ｂｃを表示させ、第２の画像
表示領域５２に画像Ａｂを表示させ、第２の画像表示領域５２をアクティブ状態とする。
図１５Ａにおいて、コピーボタン２７が操作されると、マイコン８は、第２の画像表示領
域５２に表示されている画像Ａｂの画像ファイルを、メモリカード４へコピーするよう制
御する。それとともに、マイコン８は、図１５Ｂに示すように、第１の画像表示領域５１
に画像Ａｂを表示させる。すなわち、メモリカード４と内蔵メモリ５とには、画像Ａｂの
画像ファイルが保存され、第１の画像表示領域５１と第２の画像表示領域５２とには、い
ずれも画像Ａｂが表示されている状態になる。
【００９７】
　また、内蔵メモリ５に記録されている他の画像ファイルをメモリカード４へコピーする
場合は、図１５Ａまたは図１５Ｂにおいて、第２の画像表示領域５２をアクティブ状態に
する。次に、ユーザーは、図３における第１のボタン２６ａまたは第２のボタン２６ｂを
操作して、コピーしたい画像を第２の画像表示領域５２へ表示させる。次に、コピーボタ
ン２７が操作されることで、マイコン８は、第２の画像表示領域５２に表示させている画
像の画像ファイルを、メモリカード４へコピーするよう制御する。
【００９８】
　また、メモリカード４に記録されている画像ファイルを内蔵メモリ５へコピーする場合
は、図３における第３のボタン２６ｃまたは第４のボタン２６ｄを操作して、図１５Ｂに
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示す太枠５３を第１の画像表示領域５１へ移動させ、第１の画像表示領域５１をアクティ
ブ状態へ移行させる。次に、ユーザーは、第１のボタン２６ａまたは第２のボタン２６ｂ
を操作することで、第１の画像表示領域５１に表示されている画像がページ送りされるの
で、コピーしたい画像を第１の画像表示領域５１へ表示させる。次に、コピーボタン２７
が操作されることで、マイコン８は、第１の画像表示領域５１に表示されている画像の画
像ファイルを、内蔵メモリ５へコピーするよう制御する。
【００９９】
　このように、メモリカード４に記録されている画像ファイルに基づく画像と、内蔵メモ
リ５に記録されている画像ファイルに基づく画像とを同時に表示させている状態で、メモ
リ間の画像ファイルのコピーを行うことができるため、コピー前の状態（図１５Ａ）とコ
ピー後の状態（図１５Ｂ）とを目視にて確認することができ、コピー操作を簡単かつ確実
に行うことができる。
【０１００】
　なお、上記説明では、画像ファイルのコピー動作について説明したが、画像ファイルの
移動動作についても、同様に行うことができる。
【０１０１】
　また、図１５Ａに示す状態において、コピーボタン２７が操作されると、例えば「コピ
ーしますか？」という内容のメッセージを表示させ、ユーザーに対して画像ファイルのコ
ピーを行うか否かを判断させてもよい。
【０１０２】
　　〔２－４－８．マーク設定時の表示動作〕
　「お気に入り機能」とは、特定の画像にマークを付与する機能である。画像にマークを
付与することで、マークを付与した画像以外の画像を一括削除できたり、マークを付与し
た画像のみでスライドショー表示を行ったりすることができる。このような機能は、「お
気に入り機能」や「マーク機能」と称されて、近年のデジタルスチルカメラに搭載されて
いることが多い。以下、このような機能を使って特定の画像にマークを付与する操作を「
マーク設定」と称し、付与されているマークを削除する操作を「マーク解除」と称する。
なお、マーク設定及びマーク解除の操作は、図２及び図３におけるマークボタン２８で行
うことができる。
【０１０３】
　まず、マーク設定方法について説明する。
【０１０４】
　図１６Ａ及び図１６Ｂにおいて、第１の画像表示領域５１には、マーク設定されていな
い画像のみが表示され、マーク設定されていない画像のみでページ送りをすることができ
る。第２の画像表示領域５２には、マーク設定されている画像のみが表示され、マーク設
定されている画像のみでページ送りをすることができる。なお、マーク設定されている画
像には、ＯＳＤコントローラ９（図１参照）によって、マーク５５が画像に重畳表示され
る。また、第１の画像表示領域５１または第２の画像表示領域５２において、画像のペー
ジ送りを行う際は、図３における第１のボタン２６ａまたは第２のボタン２６ｂを操作す
ることにより行うことができる。また、アクティブ状態の切り換えは、図３における第３
のボタン２６ｃまたは第４のボタン２６ｄを操作することにより行うことができる。
【０１０５】
　図１６Ａは、第１の画像表示領域５１にマーク設定されていない画像Ａを表示し、第２
の画像表示領域５２にマーク設定されている画像Ｂを表示し、第１の画像表示領域５１が
アクティブ状態になっている状態である。図１６Ａにおいて、マークボタン２８が操作さ
れると、マイコン８は、第１の画像表示領域５１に表示されている画像Ａに対してマーク
設定を行う。画像Ａに対してマーク設定が行われると、図４に示すファイル管理テーブル
における管理情報にお気に入りフラグを立てるとともに、図１６Ｂに示すように画像Ａを
第２の画像表示領域５２へ表示させる。なお、マイコン８は、図１６Ｂに示すように画像
Ａを第２の画像表示領域５２へ表示させる際は、ＯＳＤコントローラ９においてマーク５



(16) JP 5352065 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

５が付与されてから、画像を表示させる。また、マイコン８は、第１の画像表示領域５１
にマーク設定されていない画像を表示させるので、第１の画像表示領域５１には画像Ａに
代えて画像Ｃ（画像Ａの次にマーク設定されていない画像）を表示させる。
【０１０６】
　また、マーク設定されていない他の画像に対してマーク設定を行う場合は、第１の画像
表示領域５１をアクティブ状態にし、図３における第１のボタン２６ａまたは第２のボタ
ン２６ｂを操作して、マーク設定したい画像を第１の画像表示領域５１に表示させる。次
に、マークボタン２８が操作されることで、マイコン８は、第１の画像表示領域５１に表
示されている画像の画像ファイルに対して、マーク設定を行う。
【０１０７】
　次に、マーク設定を解除する場合は、図３における第３のボタン２６ｃまたは第４のボ
タン２６ｄを操作して、図１７Ａに示すように第２の画像表示領域５２をアクティブ状態
にする。次に、マークボタン２８が操作されることで、マイコン８は、第２の画像表示領
域５２に表示されている画像Ｂのマーク設定を解除する。マーク設定が解除された画像Ｂ
は、図１７Ｂに示すように第１の画像表示領域５１に表示される。第２の画像表示領域５
２には、画像Ｂの次にマーク設定されている画像Ｄが表示される。
【０１０８】
　次に、マーク設定情報について説明する。
【０１０９】
　マーク設定に関する情報は、図５に示すＭＩＳＣフォルダに保存されているAUTPLAY3.M
RKファイルに記述されている。図１８は、AUTPLAY3.MRKファイルの構造を示している。AU
TPLAY3.MRKファイルは大きく分けて、撮像装置やマーク設定日時に関する情報が書き込ま
れているヘッダー部分と、マーク設定されている画像ファイルの情報とで構成されている
。
【０１１０】
　図１８に示すように、画像ファイルの情報には、マーク設定されている画像ファイルの
フォーマットやファイル名が記述されている。前述したように、画像ファイルに対してマ
ーク設定を行った場合は、AUTPLAY3.MRKファイルに、新たにマーク設定された画像ファイ
ルの情報が記述され、AUTPLAY3.MRKファイルが上書きされる。また、図１６及び図１７の
第２の画像表示領域５２に示すように、マーク設定されている画像ファイルの画像を表示
させる場合は、AUTPLAY3.MRKファイルを参照して、マーク設定されている画像ファイルを
個別管理する。
【０１１１】
　　〔２－４－９．縦画像の表示動作〕
　上記説明では、短辺方向が縦方向となる画像の表示について説明したが、本実施の形態
では、長辺方向が縦方向となる画像（以下、縦画像と称する）の表示も行うことができる
。縦画像は、例えば、撮像装置を図３に示す状態にして撮影された画像である。
【０１１２】
　撮像装置で縦画像を撮影する際、撮像装置内の角度センサーにより、撮像装置が図３に
示す状態になっていることが検出される。その角度センサーの検出信号により、図９に示
す画像ファイルのヘッダー情報に、画像の回転情報が書き込まれる。なお、角度センサー
により検出される角度は、撮像装置が図２に示す正立状態を基準（０度）とし、９０度、
１８０度、２７０度などである。例えば、図３に示す状態は、２７０度に相当する。
【０１１３】
　次に、縦画像を再生する際は、画像ファイルのヘッダー情報における回転情報を読み出
し、その回転情報に基づいて画像の表示開始位置を特定する。図１９Ａ及び図１９Ｂはメ
モリカード４から読み出されバッファメモリ６に一時保存されている縦画像を示している
。撮影された画像は、撮像素子の画角方向を基準にして記録されるため、縦画像は図１９
Ａに示す状態で記録される。
【０１１４】
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　縦画像を再生する際は、図１９Ａに示すようにメモリカード４などから読み出され再生
された画像６０について、ヘッダー情報の回転情報に基づき、回転処理が行われる。具体
的には、メモリカード４などから画像６０の画像ファイルを読み出す際、ヘッダー情報の
回転情報によって、画像６０における読み出し開始位置を異ならせている。通常の画像（
回転情報が０度）を再生する場合は画像の左上から読み出されるが、例えば回転情報が「
２７０度」の場合は画像の左下から読み出される。具体的には、図１９Ｂに示すように、
画像６０の左下位置である位置６２から矢印Ａ方向へ向かって、１列毎に読み出しを開始
する。次に、１列毎に矢印Ｂ方向に向かって画像が読み出されていく。これにより、図１
９Ｃに示すように、縦画像６１を得ることができる。
【０１１５】
　なお、回転情報が９０度の場合は、図１９Ａに示す画像６０の右上から読み出しを行う
。また、回転情報が１８０度の場合は、図１９Ａに示す画像６０の右下から読み出しを行
う。
【０１１６】
　次に、第２の表示モードにおける縦画像表示について説明する。
【０１１７】
　図２０は、第２の表示モードにおいて第２の画像表示領域５２に縦画像５６を表示させ
た状態を示している。図２０に示すように、画像表示領域に、アスペクト比を維持して縦
画像５６を表示させると、第１の画像表示領域５１に表示されている横画像に比べてサイ
ズが縮小されて表示される。また、縦画像５６の左右両側には、例えば黒色画像５７を表
示する。
【０１１８】
　　〔２－５．画像を外部出力する方法〕
　次に、メモリカード４または内蔵メモリ５に記録されている画像ファイルに基づく画像
を、テレビジョン受像機に表示させる際の動作について説明する。
【０１１９】
　画像データをテレビジョン受像機に出力する場合は、まず図１における外部出力部１１
に、画像信号を伝送可能な映像ケーブルを接続する。映像ケーブルの他端は、テレビジョ
ン受像機の映像入力端子へ接続する。次に、テレビジョン受像機の電源を投入し、外部入
力モードに設定する。次に、撮像装置の電源を投入し、再生モードに設定する。次に、操
作部１２を操作して、テレビジョン受像機に出力したい画像ファイルを選択する。これに
より、選択された画像ファイルの画像データが画像信号（アナログ画像信号）に変換され
て、テレビジョン受像機へ出力される。
【０１２０】
　撮像装置を第２の表示モードにしてテレビジョン受像機に画像を出力する場合は、マイ
コン８の制御により、現在アクティブ状態になっている画像の画像信号のみが出力される
。
【０１２１】
　例えば、撮像装置が液晶モニタ２２に図１２Ａに示す表示を行っている時は、アクティ
ブ状態になっている第１の画像表示領域５１に表示されている画像Ａの画像信号が、テレ
ビジョン受像機に出力される。テレビジョン受像機は、入力される画像信号に基づき、画
面上に画像Ａを表示させる。
【０１２２】
　また、図１２Ａの状態から図１２Ｂに示すように第２の画像表示領域５２をアクティブ
状態にすると、第２の画像表示領域５２に表示されている画像Ｂの画像信号が、テレビジ
ョン受像機に出力される。テレビジョン受像機は、入力される画像信号に基づき、画面上
に画像Ｂを表示させる。
【０１２３】
　また、図１２Ｃに示すように、アクティブ状態になっている第２の画像表示領域５２の
画像をページ送りし、画像Ｃを表示させると、画像Ｃの画像信号がテレビジョン受像機に
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出力される。テレビジョン受像機は、入力される画像信号に基づき画像Ｃを表示させる。
【０１２４】
　なお、テレビジョン受像機における映像入力端子は、アナログ画像信号を入力可能な端
子でもよいし、画像データ（デジタルデータ）を入力可能な端子でもよい。アナログ画像
信号を入力可能な端子としては、例えばコンポジットビデオ端子（ＲＣＡ端子）、コンポ
ーネントビデオ端子（色差入力端子）、Ｓ端子（セパレート端子）、Ｄ端子などがある。
また、画像データを入力可能な端子としては、例えばＨＤＭＩ規格（High Definition Mu
ltimedia Interface）に準拠した端子、ＩＥＥＥ１３９４規格（IEEE Std.1394-1995 IEE
E Standard for a High Performance serial Bus）に準拠した端子、ＬＡＮ端子（Local 
Area Network）などがある。
【０１２５】
　また、上記説明では、メモリカード４や内蔵メモリ５に記録されている画像データ（デ
ジタルデータ）を、アナログ画像信号に変換してテレビジョン受像機へ出力する構成とし
たが、テレビジョン受像機で画像データをデコード可能であれば、画像データをアナログ
画像信号に変換せずにテレビジョン受像機に出力する構成でもよい。
【０１２６】
　また、撮像装置で生成された画像データ（デジタルデータ）は、撮像装置においてアナ
ログ画像信号にデコードしてテレビジョン受像機に出力する構成でもよいし、撮像装置か
ら画像データのままテレビジョン受像機に伝送して、テレビジョン受像機においてアナロ
グ画像信号にデコードする構成でもよい。
【０１２７】
　また、撮像装置からテレビジョン受像機へ画像信号のみを伝送するのではなく、撮像装
置において画像を含んだＨＴＭＬデータ（Hypertext Markup Language）を伝送する構成
も考えられる。具体的には、撮像装置において、メモリカード４などに記録されている画
像データを含むＨＴＭＬデータを生成し、生成したＨＴＭＬデータをテレビジョン受像機
へ伝送する。テレビジョン受像機は、ブラウザーソフトウェアを実行させて、撮像装置か
ら伝送されるＨＴＭＬデータを表示させる。
【０１２８】
　　〔２－６．第２の表示モードにおける画像拡大処理〕
　図２１Ａ～図２１Ｃは、第１の画像表示領域５１及び第２の画像表示領域５２に表示さ
れている画像を同時に拡大処理する変遷を示す。
【０１２９】
　まず、図２１Ａに示すように、第１の画像表示領域５１（または第２の画像表示領域５
２）がアクティブ状態になっている状態で、所定の操作を行うことにより、図２１Ｂに示
すように両方の画像表示領域をアクティブ状態にすることができる。本実施の形態では、
カーソルボタン２６における第３のボタン２６ｃと第４のボタン２６ｄ（図３参照）とを
同時に押下することで、図２１Ｂに示す状態に移行させることができる。
【０１３０】
　図２１Ｂに示す状態において、ズームスイッチ２５のＴ側が操作されることで、第１の
画像表示領域５１に表示されている画像のうち、領域５８ａに示す部分が切り出されてバ
ッファメモリ６（図１参照）に一時的に格納された後、画像処理部２で画像拡大処理され
る。それと同時に、第２の画像表示領域５２に表示されている画像のうち、領域５８ｂに
示す部分が切り出されてバッファメモリ６に一時的に格納された後、画像処理部２で画像
拡大処理される。図２１Ｃは、画像拡大処理後の液晶モニタ２２の表示状態を示す。
【０１３１】
　なお、本実施の形態では、領域５８ａ及び５８ｂは、第１の画像表示領域５１及び第２
の画像表示領域５２に表示されている画像の略中央を切り出すように設定されているが、
画像の中央に限らず、他の部位を切り出す構成であってもよい。
【０１３２】
　また、画像拡大処理時の拡大倍率は、前述したようにズームスイッチ２５のＴ側が１回
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操作される度に１２０％、１４０％・・・と変化させるように処理されるが、拡大倍率は
前述の数値に限らない。
【０１３３】
　また、本実施の形態では、図２１Ａに示す状態において、カーソルボタン２６の第３の
ボタン２６ｃと第４のボタン２６ｄとを同時に押下することで、図２１Ｂに示す状態へ移
行させる構成としたが、図２１Ａに示す状態でズームスイッチ２５のＴ側を操作すること
で、第１の画像表示領域５１及び第２の画像表示領域５２の両方を画像拡大処理する構成
としてもよい。この場合、両方の画像表示領域をアクティブ状態にする操作が不要になる
ので、操作性を向上させることができる。
【０１３４】
　また、領域５８ａ及び５８ｂは、位置が固定されているものに限らず、ユーザーが領域
５８ａ及び５８ｂの位置を任意に設定可能な構成にしてもよい。その場合は、例えば、所
定の操作を行って、液晶モニタ２２を図２２Ａ（図２１Ｂと同じ状態）に示すような表示
状態にした時に、第１の画像表示領域５１及び第２の画像表示領域５２内に領域５８ａ及
び５８ｂを囲む枠線（例えば図中の点線枠）を表示させる。次に、ユーザーによってカー
ソルボタン２６が上下左右に操作されることで、図２２Ｂに示すように枠線を任意の位置
に移動させる。次に、ズームスイッチ２５のＴ側が操作されることで、第１の画像表示領
域５１及び第２の画像表示領域５２に表示されている画像のうち、領域５８ａ及び５８ｂ
に示す部分が切り出されてバッファメモリ６（図１参照）に一時的に格納された後、画像
処理部２で画像拡大処理される。図２２Ｂの例では、第１の画像表示領域５１及び第２の
画像表示領域５２において、図中左上位置の近傍が画像拡大処理される。図２２Ｃは、画
像拡大処理後の液晶モニタ２２の表示状態を示す。
【０１３５】
　また、図２３Ａ～図２３Ｃに示すように、画像が拡大処理された後、カーソルボタン２
６が上下左右に操作されることで、領域５８ａ及び５８ｂに示す切り出し位置を変えるこ
とができる構成にしてもよい。この操作を行った時、第１の画像表示領域５１及び第２の
画像表示領域５２に表示される画像は、カーソルボタン２６が操作された方向にしたがっ
て、画像がスクロールするように表示される。図２３Ａ～図２３Ｃに示す例では、図２３
Ａに示す表示状態において、ズームスイッチ２５のＴ側が操作されることで、領域５８ａ
及び５８ｂに示すように画像の中央を切り出して、図２３Ｂに示すように拡大処理される
。図２３Ｂに示す状態から、カーソルボタン２６の第３のボタン２６ｃが操作されること
で、領域５８ａ及び５８ｂの切り出し位置が図中上方向へ移動されるため、図２３Ｃに示
すように表示が切り替わる。
【０１３６】
　上記のように、第１の画像表示領域５１及び第２の画像表示領域５２に表示されている
画像を、同時に拡大処理できるように構成したことにより、複数の画像の細部を比較する
際に有用である。
【０１３７】
　　〔２－７．２つの画像を外部出力する方法〕
　前述の２－５欄で説明した外部出力方法は、第２の表示モードにおいて、現在アクティ
ブ状態になっている画像の画像信号のみを、テレビジョン受像機などに出力する方法であ
る。本欄で説明する外部出力方法は、第２の表示モードにおいて、第１の画像表示領域５
１及び第２の画像表示領域５２の両方に表示されている画像の画像信号を、同時にテレビ
ジョン受像機などに出力する方法である。
【０１３８】
　画像信号を外部出力する場合は、まず、外部出力部１１（図１参照）に映像ケーブルを
接続し、映像ケーブルの他端をテレビジョン受像機（不図示）に接続し、撮像装置を例え
ば図１０Ｃに示すような第２の表示モードにする。すると、画像処理部２は、図２４に示
すように第１の画像表示領域５１に表示されていた画像７２と、第２の画像表示領域５２
に表示されていた画像７３とを含む、出力用画像７１を生成する。出力用画像７１の画像



(20) JP 5352065 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

信号は、外部出力部１１から出力され、ケーブルを介してテレビジョン受像機に入力され
る。テレビジョン受像機は、入力される画像信号に基づき、画面に出力用画像７１を表示
する。なお、図２４に示すように、出力用画像７１は、テレビジョン受像機における画面
のアスペクト比に適した表示を行うために、画像７２と画像７３とが横並びに配置された
画像になっている。
【０１３９】
　また、上記構成では、液晶モニタ２２に図１０Ｃに示すような縦並びの画像を表示させ
ている状態で、テレビジョン受像機に図２４に示す出力用画像７１を出力していたが、図
２５に示すように装置本体２１にケーブル７４を接続した時に、自動的に液晶モニタ２２
における表示が図１０Ｃに示す縦並びの表示状態から図２５に示す横並びの表示状態に切
り替わるように制御してもよい。このように、ケーブル７４の接続有無に連動して、液晶
モニタ２２の表示を切り換えることによって、実際にテレビジョン受像機に表示される画
像のイメージを掴みやすくすることができる。
【０１４０】
　なお、本実施の形態では、装置本体２１とテレビジョン受像機とをケーブル７４で接続
する構成としたが、無線通信を介して接続する構成としてもよい。その場合は、マイコン
８が、装置本体１とテレビジョン受像機との間でデータ伝送が可能な状態になったことを
検出すると、液晶モニタ２２の表示を図２５に示すような表示に切り換えるよう制御する
構成としてもよい。
【０１４１】
　　〔２－８．静止画のキャプチャ方法〕
　次に、動画から静止画をキャプチャする方法を説明する。なお、静止画のキャプチャは
、メモリカード４または内蔵メモリ５に記録されている動画ファイルに対して行うことが
できるが、以下の説明では、メモリカード４に記録されている動画ファイルを再生し、静
止画をキャプチャする方法について説明する。
【０１４２】
　近年のデジタルスチルカメラには、静止画撮影機能の他、動画を撮影可能な機能を備え
ていることが多い。本実施の形態の撮像装置で撮影された動画は、所定のファイル形式（
ＭＰＥＧなどの動画ファイル形式）でメモリカード４に記録される。また、メモリカード
４に記録された動画ファイルは、メモリカード４から読み出して再生することができる。
また、本実施の形態の撮像装置でデコード可能なフォーマットの動画ファイルであれば、
他の機器（パーソナルコンピュータやＤＶＤレコーダーなど）でメモリカード４に記録さ
れた動画ファイルを再生することもできる。
【０１４３】
　本装置で動画の再生を行う際、ユーザーによって撮像装置が再生モードに設定されると
マイコン８は、液晶モニタ２２に画像リスト（静止画／動画）を表示させる。ユーザーは
、カーソルボタン２６を操作して、液晶モニタ２２に表示される画像リストの中から所望
の動画ファイルを選択する。これにより、液晶モニタ２２には図１０Ａに示すように、動
画ファイルに含まれる先頭の静止画が表示される。
【０１４４】
　次に、ユーザーによってセンターボタン２６ｅが操作されると、マイコン８は、図１０
Ｂに示すように液晶モニタ２２に再生メニューを表示させる。次に、ユーザーによってカ
ーソルボタン２６が操作されて「２画面表示」が選択されると、マイコン８は、液晶モニ
タ２２の表示状態を第２の表示モードに切り換える。次に、ユーザーによってカーソルボ
タン２６の第３のボタン２６ｃが操作されることで、マイコン８は、選択された動画ファ
イルをデコードし、動画の再生が開始される。
【０１４５】
　動画が再生されると、液晶モニタ２２は図２６Ａに示す表示状態になる。図２６Ａに示
すように、第１の画像表示領域５１には再生中の動画が表示される。また、第２の画像表
示領域５２には、単色画像が表示されるか、キャプチャ操作を案内する内容のメッセージ
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５９ａが表示される。
【０１４６】
　図２６Ａに示すように動画が再生されている状態において、ユーザーによってレリーズ
スイッチ２３が操作されると、再生中の動画からレリーズスイッチ２３の操作タイミング
における静止画をキャプチャすることができる。図２６Ｂは、静止画をキャプチャした時
の液晶モニタ２２の表示状態である。
【０１４７】
　図２６Ｂに示すように、静止画をキャプチャした時、第１の画像表示領域５１には再生
中の動画が表示され続けているが、第２の画像表示領域５２にはキャプチャされた静止画
が表示される。それとともに、第２の画像表示領域５２の近傍にメッセージ５９ｂを表示
する。なお、図２６Ｂに示す時点では、キャプチャされた静止画はバッファメモリ６に格
納されているだけで、メモリカード４には記録されていない。図２６Ｂに示す状態で所定
の操作（本実施の形態では、第４のボタン２６ｄの押下）を行うことで、マイコン８は、
キャプチャされバッファメモリ６に格納されている静止画を画像ファイルに変換するよう
制御し、その画像ファイルをメモリカード４に記録させる。
【０１４８】
　図２６Ｃは、画像ファイルをメモリカード４に記録した後の表示状態であり、図示のよ
うにメッセージ５９ｃが表示される。
【０１４９】
　図２６Ｂに示すように静止画をキャプチャした後、あるいは図２６Ｃに示すようにキャ
プチャした静止画の画像ファイルをメモリカード４に記録した後は、次にレリーズスイッ
チ２３が操作されるまで、第２の画像表示領域５２には前回キャプチャした静止画を表示
し続ける。この状態で、再度レリーズスイッチ２３が操作されると、第２の画像表示領域
５２には新たにキャプチャした静止画が表示される。
【０１５０】
　上記説明では、第２の画像表示領域５２には、キャプチャされた最新の静止画を表示さ
せているが、キャプチャされた複数の静止画を同時に表示する構成としてもよい。図２７
Ａ～図２７Ｃは、キャプチャされた複数の静止画を同時に表示する様子を示す。
【０１５１】
　まず、動画再生中にレリーズスイッチ２３の１回目の操作が行われると、図２７Ａに示
すように第２の画像表示領域５２にはキャプチャされた１枚の静止画が表示される。次に
、レリーズスイッチ２３の２回目の操作が行われると、図２７Ｂに示すように第２の画像
表示領域５２にはキャプチャされた２枚の静止画が同時に表示される。この時、複数枚の
静止画を同時に表示可能なように、第２の画像表示領域５２は複数の領域に分割される（
図２７Ｂの例では４分割）。図２７Ｂの例では、第２の画像表示領域５２は４分割されて
いるため、最大４枚の静止画を同時に表示させることができる。
【０１５２】
　次に、図２７Ｂに示すように液晶モニタ２２が表示されている状態において、レリーズ
スイッチ２３が操作されると、図２７Ｃに示すように第２の画像表示領域５２が９個の領
域に分割され、最大９枚の静止画を同時に表示させることができる。
【０１５３】
　なお、本実施の形態では、レリーズスイッチ２３を操作する度に静止画のキャプチャを
行う構成としたが、マイコン８が、所定時間毎（例えば数秒毎）に自動的に静止画をキャ
プチャし、メモリカード４または内蔵メモリ５に記録するよう制御する構成としてもよい
。
【０１５４】
　また、本実施の形態では、キャプチャされた静止画を一旦バッファメモリ６に格納し、
第４のボタン２６ｄが操作されることで静止画ファイルをメモリカード４または内蔵メモ
リ５に記録する構成としたが、バッファメモリ６に格納せずに、静止画ファイルをメモリ
カード４または内蔵メモリ５に保存するよう制御する構成としてもよい。これにより、静



(22) JP 5352065 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

止画ファイルをメモリカード４に記録するための操作（本実施の形態では第４のボタン２
６ｄの操作）を行う必要がなくなり、操作性を向上させることができる。
【０１５５】
　また、キャプチャ操作は、動画の再生中に行う構成としたが、動画をコマ送り再生した
り、一時停止させている状態でキャプチャすることも可能である。これにより、所望のタ
イミングで静止画をキャプチャすることができる。
【０１５６】
　　〔３．実施の形態の効果、他〕
　以上のように本実施の形態では、液晶モニタ２２の長辺方向が縦方向となる状態で、２
枚の画像を短辺方向が縦方向となるように上下に並べて配置させて表示させる第２の表示
モードを有することにより、２画面表示させた際の画像の解像度をできるだけ高くして表
示させることができるので、画像の視認性を向上させることができる。
【０１５７】
　また、複数の画像を同時に表示させることにより、複数の画像の比較を容易に行うこと
ができる。
【０１５８】
　また、第１の画像表示領域５１または第２の画像表示領域５２のうちいずれか一つをア
クティブ状態とし、アクティブ状態にした表示領域に表示させる画像を、メモリカード４
などに記憶されている他の画像データに基づく画像に、切り換え可能に制御する構成とし
たことにより、第１の画像表示領域５１または第２の画像表示領域５２に、任意の画像を
表示させることができる。
【０１５９】
　また、第１の画像表示領域５１または第２の画像表示領域５２のうちのいずれをアクテ
ィブ状態にするかについての選択指示を受け付ける構成としたことにより、第１の画像表
示領域５１または第２の画像表示領域５２に、任意の画像を表示させることができる。
【０１６０】
　また、第１の表示モードにおいては、表示画面の短辺方向を縦方向としてオンスクリー
ンディスプレイ表示を表示させるよう制御するとともに、第２の表示モードにおいては、
表示画面の長辺方向を縦方向としてオンスクリーンディスプレイ表示を表示させるよう制
御することにより、第１の表示モード及び第２の表示モードにおいて、画像の表示方向と
オンスクリーンディスプレイ表示の表示方向とを一致させることができる。
【０１６１】
　また、第２の表示モードにおいて、縦長画像データに基づく画像を表示することができ
る。
【０１６２】
　また、画像データを記憶可能な内蔵メモリ５と、画像データを記憶可能な記憶媒体（メ
モリカード４）を着脱可能な媒体装着部（カードスロット３）とを、さらに備え、マイコ
ン８は、第２の表示モードにおいて、第１の画像表示領域５１または第２の画像表示領域
５２のうち一方の表示領域に、メモリカード４に記憶されている画像データに基づく画像
を表示させるよう制御するとともに、第１の画像表示領域５１または第２の画像表示領域
５２のうち他方の表示領域に、内蔵メモリ５に記憶されている画像データに基づく画像を
表示させるよう制御する構成としたことにより、内蔵メモリ５に記録されている画像デー
タに基づく画像と、メモリカード４に記録されている画像データに基づく画像とを、同時
に表示させることができる。
【０１６３】
　また、第２の表示モードにおいて、表示領域に表示されている画像の画像ファイルの記
憶場所を変更する旨の指示が入力された場合、画像ファイルがメモリカード４に記憶され
ている場合には、画像ファイルを内蔵メモリ５に記憶させるよう制御するとともに、画像
ファイルが内蔵メモリ５に記憶されている場合には、画像ファイルをメモリカード４に記
憶させるよう制御する構成としたことにより、内蔵メモリ５とメモリカード４との間で、
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画像データのコピーや移動を容易に行うことができる。
【０１６４】
　また、第２の表示モードにおいて、第１の画像表示領域５１または第２表示領域５２の
うちいずれかがアクティブ状態になっている時に、画像データを削除する旨の指示が入力
された場合、アクティブ状態になっている表示領域に表示されている画像の画像データを
削除するよう制御することにより、削除しようとしている画像を確認してから削除するこ
とができる。
【０１６５】
　また、第２の表示モードにおいて、第１の画像表示領域５１または第２の画像表示領域
５２のうちいずれかがアクティブ状態になっている時に、画像データをテレビジョン受像
機などの外部機器に出力する旨の指示が入力された場合、アクティブ状態になっている表
示領域に表示されている画像の画像データを、外部機器に出力するよう制御する構成とし
てもよい。
【０１６６】
　また、第２の表示モードにおいて、第１の画像表示領域５１または第２の画像表示領域
５２のうちいずれかがアクティブ状態になっている時に、図２におけるズームスイッチ２
５が操作されると、アクティブ状態になっている表示領域に表示されている画像を拡大ま
たは縮小表示させることができる構成としてもよい。この場合、例えばズームスイッチ２
５のＷ側が操作されると画像を縮小させ、Ｔ側が操作されると画像を拡大させるように制
御することができる。画像の拡大／縮小倍率は、ズームスイッチ２５がＴ側／Ｗ側に１回
操作される毎に、予め設定されている倍率で拡大／縮小させることができる。例えば、ズ
ームスイッチ２５のＴ側が１回操作される毎に、１２０％、１４０％、…と段階的に拡大
表示させ、ズームスイッチ２５のＷ側が操作される度に、８０％、６０％、…と段階的に
縮小表示させることができる。また、ズームスイッチ２５のＴ側が連続的に操作された際
は、画像の拡大倍率を連続的に上昇させて、画像を連続的に拡大表示させる構成としても
よい。また、ズームスイッチ２５のＷ側が連続的に操作された際は、画像の縮小倍率を連
続的に低下させて、画像を連続的に縮小表示させる構成としてもよい。なお、拡大または
縮小された画像は、他の画像へ表示切り換えされた時に元のサイズに戻される構成でもよ
いし、他の画像へ表示切り換えされたとしても画像毎に拡大／縮小サイズが維持される構
成でもよい。
【０１６７】
　また、マーク設定／解除機能を搭載したことにより、マークが付与されている画像と、
マークが付与されていない画像とを同時に表示させることができ、画像を確認しながら容
易にマークの設定や解除を行うことができる。
【０１６８】
　また、カーソルボタン２６は、第２の表示モードにおいて、表示画面に表示されている
画像の表示方向に対して、第１のボタン２６ａは右向きを指示する操作が可能で、第２の
ボタン２６ｂは左向きを指示する操作が可能で、第３のボタン２６ｃは上向きを指示する
操作が可能で、第４のボタン２６ｄは下向きを指示する操作が可能な構成としたことによ
り、第１の表示モード及び第２の表示モードにおいて、画像の表示方向と方向操作部の操
作方向とを一致させることができるため、操作性を向上させることができる。
【０１６９】
　なお、ＵＳＢ制御部７、外部出力部１１は必須ではない。また、カードスロット３と内
蔵メモリ５は、本実施の形態では両方備えたが、いずれか一方のみ備える構成でもよい。
【０１７０】
　　〔付記１〕
　本発明の画像表示装置は、少なくとも互いに対向する２つの長辺と、互いに対向する２
つの短辺とを含む略四角形状の表示画面を備えた表示部と、前記表示部の表示動作を制御
する制御部とを備え、前記制御部は、前記表示画面の短辺方向を縦方向として、前記表示
画面内に１画面分の１画面表示領域を形成する第１の表示モードと、前記表示画面の長辺
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方向を縦方向として、前記表示画面内に２画面分の第１表示領域及び第２表示領域を形成
し、前記第１表示領域と前記第２表示領域とを上下に並べるようにして形成する第２の表
示モードと、を備えたものである。この構成により、画像を２画面表示させた際、画像１
枚あたりの大きさをできるだけ大きく表示できるので、画像の細部の視認性を向上させる
ことができる。
【０１７１】
　　〔付記２〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、画像データが記録されている記憶部か
ら前記画像データを読み出し可能であり、前記記憶部から読み出した画像データに基づく
画像を、前記第２の表示モードにおいて、前記第１表示領域及び前記第２表示領域のそれ
ぞれに表示可能である構成としてもよい。この構成により、複数の画像を同時に表示させ
て比較を容易に行うことができる。
【０１７２】
　　〔付記３〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記第１表示領域または前記第２表示
領域のうちいずれか一つをアクティブ状態とし、前記アクティブ状態にした表示領域に表
示させる画像を、前記記憶部に記憶されている他の画像データに基づく画像に、切り換え
可能に制御する構成としてもよい。この構成により、第１表示領域または第２表示領域に
、任意の画像を表示させることができる。
【０１７３】
　　〔付記４〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記アクティブ状態にした表示領域に
表示させる画像を、前記記憶部に記憶されている他の画像データに基づく画像に切り換え
る際、前記非アクティブ状態としている表示領域に表示されている画像以外の画像を表示
させる構成としてもよい。この構成により、同じ画像が第１及び第２表示領域のぞれぞれ
に表示されることがないので、迅速に表示画像を切り替えることができる。そのため、画
像表示に関する操作性を良くすることができる。
【０１７４】
　　〔付記５〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記第１表示領域または前記第２表示
領域のうちのいずれをアクティブ状態にするかについての選択指示を受け付ける構成とし
てもよい。この構成により、第１表示領域または第２表示領域に、任意の画像を表示させ
ることができる。
【０１７５】
　　〔付記６〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、画像の拡大または縮小を行う旨の指示
が入力された場合、前記第１表示領域または前記第２表示領域のうちアクティブ状態とし
ている表示領域に表示されている画像を、拡大表示または縮小表示に切り換える構成とし
てもよい。この構成により、アクティブ状態としている表示領域に表示されている画像を
、所望のサイズに拡大させることができ、画像の細部を確認することができる。
【０１７６】
　　〔付記７〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、オンスクリーンディスプレイ表示を前
記表示領域内に表示させるよう制御し、前記第１の表示モードにおいて、前記表示画面の
短辺方向を縦方向としてオンスクリーンディスプレイ表示を表示させるよう制御するとと
もに、前記第２の表示モードにおいて、前記表示画面の長辺方向を縦方向としてオンスク
リーンディスプレイ表示を表示させるよう制御する構成としてもよい。これにより、第１
の表示モード及び第２の表示モードにおいて、画像の表示方向とオンスクリーンディスプ
レイ表示の表示方向とを一致させることができる。
【０１７７】
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　　〔付記８〕
　本発明の画像表示装置において、前記記憶部は、長辺方向が重力方向と略一致している
縦長画像データを記憶可能であり、前記制御部は、前記第２の表示モードにおいて、前記
縦長画像データに基づく画像を表示可能な構成としてもよい。
【０１７８】
　　〔付記９〕
　本発明の画像表示装置において、画像データを記憶可能な内蔵メモリと、画像データを
記憶可能な記憶媒体を着脱可能な媒体装着部とを、さらに備え、前記制御部は、前記第２
の表示モードにおいて、前記第１表示領域または前記第２表示領域のうち一方の表示領域
に、前記記憶媒体に記憶されている画像データに基づく画像を表示させるよう制御すると
ともに、前記第１表示領域または前記第２表示領域のうち他方の表示領域に、前記内蔵メ
モリに記憶されている画像データに基づく画像を表示させるよう制御する構成としてもよ
い。この構成により、内蔵メモリに記録されている画像データに基づく画像と、記憶媒体
に記録されている画像データに基づく画像とを、同時に表示させることができる。
【０１７９】
　　〔付記１０〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記第２の表示モードにおいて、前記
表示領域に表示されている画像の画像ファイルの記憶場所を変更する旨の指示が入力され
た場合、前記画像ファイルが前記記憶媒体に記憶されている場合には、前記画像ファイル
を前記内蔵メモリに記憶させるよう制御するとともに、前記画像ファイルが前記内蔵メモ
リに記憶されている場合には、画像ファイルを前記記憶媒体に記憶させるよう制御する構
成としてもよい。この構成により、内蔵メモリと記憶媒体との間で、画像データのコピー
や移動を容易に行うことができる。
【０１８０】
　　〔付記１１〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記第２の表示モードにおいて、前記
第１表示領域または前記第２表示領域のうちいずれかがアクティブ状態になっている時に
、画像データを削除する旨の指示が入力された場合、前記アクティブ状態になっている表
示領域に表示されている画像の画像データを削除するよう制御する構成としてもよい。こ
の構成により、削除しようとしている画像を確認してから削除することができる。
【０１８１】
　　〔付記１２〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記第２の表示モードにおいて、前記
第１表示領域または前記第２表示領域のうちいずれかがアクティブ状態になっている時に
、画像データを外部機器に出力する旨の指示が入力された場合、前記アクティブ状態にな
っている表示領域に表示されている画像の画像データを、外部機器に出力するよう制御す
る構成としてもよい。
【０１８２】
　　〔付記１３〕
　本発明の画像表示装置において、前記記憶部に記録されている画像データのうち、特定
の画像データにはマークが付与され、前記制御部は、前記第２の表示モードにおいて、前
記第１表示領域または前記第２表示領域のうち一方の表示領域に、前記マークが付与され
ている画像データに基づく画像を表示させるよう制御するとともに、前記第１表示領域ま
たは前記第２表示領域のうち他方の表示領域に、前記マークが付与されていない画像デー
タに基づく画像を表示させるよう制御する構成としてもよい。この構成により、マークが
付与されている画像と、マークが付与されていない画像とを同時に表示させることができ
、画像を確認しながら容易にマークの設定や解除を行うことができる。
【０１８３】
　　〔付記１４〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記第１表示領域または前記第２表示
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領域のうちいずれかをアクティブ状態としている時に、前記マークの設定を行う旨の指示
が入力された場合、アクティブ状態としている表示領域に表示されている画像の画像デー
タに前記マークを付与するとともに、前記マークが付与された画像データの画像を、非ア
クティブ状態としている表示領域に表示させることができる。この構成により、マークが
付与されている画像と、マークが付与されていない画像とを同時に表示させることができ
、画像を確認しながら容易にマークの設定を行うことができる。
【０１８４】
　　〔付記１５〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記第１表示領域または前記第２表示
領域のうちいずれかがアクティブ状態で、かつ前記アクティブ状態としている表示領域に
表示されている画像の画像データに前記マークが付与されている時に、前記マークの解除
を行う旨の指示が入力された場合、アクティブ状態としている表示領域に表示されている
画像の画像データに付与されている前記マークを解除するとともに、前記マークが解除さ
れた画像データの画像を、非アクティブ状態としている表示領域に表示させる構成として
もよい。この構成により、マークが付与されている画像と、マークが付与されていない画
像とを同時に表示させることができ、画像を確認しながら容易にマークの設定を解除する
ことができる。
【０１８５】
　　〔付記１６〕
　本発明の画像表示装置において、第１の方向操作部と、前記第１の方向操作部で操作可
能な操作方向に対向する方向へ操作可能な第２の方向操作部と、前記第１の方向操作部及
び第２の方向操作部で操作可能な操作方向に略直交する方向へ操作可能な第３の方向操作
部と、前記第３の方向操作部で操作可能な操作方向に対向する方向へ操作可能な第４の方
向操作部とを備えた操作部を、さらに備え、前記操作部は、前記第１の表示モードにおい
て、前記表示画面に表示されている画像の表示方向に対して、前記第１の方向操作部は上
向きを指示する操作が可能で、前記第２の方向操作部は下向きを指示する操作が可能で、
前記第３の方向操作部は左向きを指示する操作が可能で、前記第４の方向操作部は右向き
を指示する操作が可能であり、前記第２の表示モードにおいて、前記表示画面に表示され
ている画像の表示方向に対して、前記第１の方向操作部は右向きを指示する操作が可能で
、前記第２の方向操作部は左向きを指示する操作が可能で、前記第３の方向操作部は上向
きを指示する操作が可能で、前記第４の方向操作部は下向きを指示する操作が可能な構成
としてもよい。この構成により、第１の表示モード及び第２の表示モードにおいて、画像
の表示方向と方向操作部の操作方向とを一致させることができるため、操作性を向上させ
ることができる。
【０１８６】
　　〔付記１７〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記第２の表示モードにおいて、前記
第１表示領域または前記第２表示領域の両方あるいはいずれか一方がアクティブ状態にな
っている時に、画像サイズを拡大する旨の指示が入力された場合、前記アクティブ状態に
なっている表示領域に表示されている画像の画像サイズを拡大処理するよう制御する構成
としてもよい。この構成により、複数の画像の細部を比較する際に有用である。
【０１８７】
　　〔付記１８〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記アクティブ状態になっている表示
領域に表示されている画像の画像サイズを拡大処理する際、拡大処理前の画像における切
り出し位置を任意の位置に設定可能な構成としてもよい。この構成により、画像における
任意の部位の細部を比較する際に有用である。
【０１８８】
　　〔付記１９〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、前記第２の表示モードにおいて、画像
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データを外部表示機器に出力する旨の指示が入力された場合、前記第１表示領域に表示さ
れている画像と第２表示領域に表示されている画像とを、前記外部表示機器において同時
に表示可能な画像データに変換後、前記外部表示機器に出力するよう制御する構成として
もよい。この構成により、テレビジョン受像機などのように画面サイズが大きな外部表示
機器に、複数の画像を同時に表示することができるので、複数の画像を比較する際に有用
である。
【０１８９】
　　〔付記２０〕
　本発明の画像表示装置において、前記制御部は、動画ファイルの再生時、前記動画ファ
イルに基づく動画を前記第１表示領域に表示させ、前記動画ファイルの再生中にキャプチ
ャ操作が行われると、前記第２表示領域にキャプチャされた静止画を表示させる構成とし
てもよい。この構成により、キャプチャした静止画を視認しながら、継続的にキャプチャ
を行うことができるので、操作性を向上させることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１９０】
　本発明の画像表示装置は、少なくとも短辺と長辺を有する表示部を備え、画像データを
表示させることができる機器に利用可能であり、その応用例としては、デジタルスチルカ
メラやデジタルビデオカメラやカメラ付き携帯電話機などの撮像装置や、ＰＤＡ（person
al digital assistant）や携帯型ゲーム機などがある。
【図面の簡単な説明】
【０１９１】
【図１】実施の形態１における画像表示装置の構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１における撮像装置の側面図
【図３】実施の形態１における撮像装置の側面図
【図４】画像ファイルのファイル管理テーブルを示す図
【図５】メモリカードのディレクトリ構造を示す図
【図６】メモリカードのＦＡＴ管理テーブルを示す図
【図７】内蔵メモリのＦＡＴ管理テーブルを示す図
【図８】内蔵メモリのディレクトリ構造を示す図
【図９】画像ファイルの構造を示す図
【図１０Ａ】第１の表示モードおよび第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１０Ｂ】第１の表示モードおよび第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１０Ｃ】第１の表示モードおよび第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１１Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１１Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１１Ｃ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１２Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１２Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１２Ｃ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１３Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１３Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１４Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１４Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１４Ｃ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１５Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１５Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１６Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１６Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１７Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図１７Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
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【図１８】AUTPLAY3.MRKファイルの内容を示す図
【図１９Ａ】縦画像の表示動作を説明するための模式図
【図１９Ｂ】縦画像の表示動作を説明するための模式図
【図１９Ｃ】縦画像の表示動作を説明するための模式図
【図２０】第２の表示モードにおいて縦画像を表示させた状態を示す模式図
【図２１Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２１Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２１Ｃ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２２Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２２Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２２Ｃ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２３Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２３Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２３Ｃ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２４】出力用画像の模式図
【図２５】第２の表示モードにおける液晶モニタの表示状態を示す模式図
【図２６Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２６Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２６Ｃ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２７Ａ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２７Ｂ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【図２７Ｃ】第２の表示モードの表示状態を示す模式図
【符号の説明】
【０１９２】
　２　画像処理部
　３　カードスロット
　４　メモリカード
　５　内蔵メモリ
　８　マイコン
　９　ＯＳＤコントローラ
　１０　表示部
　１１　テレビ出力部
　１２　操作部
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