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(57)【要約】
【課題】小型の携帯機器への適用に好適で優れた操作環
境を実現することができるユーザインタフェース装置を
提供する。
【解決手段】タッチパネル１４付きの表示部１８の画面
に、撮影画像であるライブビュー画像３１の画質調整用
の調整項目をピース３２ａ～３２ｅとして複数表示させ
、タッチパネル１４に対するドラッグ操作を検出し、検
出されたドラッグ操作に従いドラッグ操作の対象となっ
た調整項目、例えばピース３２ｄのシャッター速を画質
調整の項目に設定し、さらにこのピース３２ｄがこのド
ラッグ操作の始点Ｄｓである場合にはこのシャッター速
の条件を増加させるように設定し、逆に、ドラッグ操作
の終点である場合にはこのシャッター速の条件を減少さ
せるように設定するようにした。
【選択図】　　　　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する表示部と、
　該表示部に重なるように配設されたタッチパネルと、
　前記表示部の画面に取扱い対象となるコンテンツの品質調整用の調整項目を複数表示さ
せる表示制御部と、
　前記タッチパネルに対するドラッグ操作を検出し、検出されたドラッグ操作に従い前記
品質調整用の調整項目の条件を設定する品質調整制御部と、
　を備え、
　前記品質調整制御部は、前記ドラッグ操作の対象となった調整項目を前記品質調整の項
目に設定し、さらに該調整項目が該ドラッグ操作の始点であるか終点であるかによって該
調整項目の条件を増加させるか減少させるかを設定することを特徴とするユーザインタフ
ェース装置。
【請求項２】
　前記品質調整制御部は、前記ドラッグ操作の始点における押圧継続時間に応じて増加ま
たは減少させる前記調整項目の条件の変化量を設定することを特徴とする請求項１に記載
のユーザインタフェース装置。
【請求項３】
　前記品質調整制御部は、前記ドラッグ操作の始点における押圧力に応じて増加または減
少させる前記調整項目の条件の変化量を設定することを特徴とする請求項１に記載のユー
ザインタフェース装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記コンテンツとして撮影画像が表示される画面の一部に前記品質
調整用として画質調整用の調整項目を表示させ、
　前記品質調整制御部は、前記表示部に表示されている画像に対して、前記画質調整用の
調整項目の条件を設定することを特徴とする請求項１に記載のユーザインタフェース装置
。
【請求項５】
　前記品質調整制御部は、前記画質調整を行う画像の範囲として、前記ドラッグ操作の始
点または終点となった前記撮影画像中の特定領域を設定することを特徴とする請求項４に
記載のユーザインタフェース装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記特定領域を識別して表示させることを特徴とする請求項５に記
載のユーザインタフェース装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記撮影画像として被写体視認用のライブビュー画像を表示させる
場合には、前記画質調整用の調整項目として撮影用の調整項目を表示させることを特徴と
する請求項４に記載のユーザインタフェース装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記撮影画像として記録済みの撮影画像を表示させる場合には、前
記画質調整用の調整項目として再生用の調整項目を表示させることを特徴とする請求項４
に記載のユーザインタフェース装置。
【請求項９】
　前記品質調整制御部は、前記調整項目として、コントラスト、明るさ、周辺光量、アウ
トフォーカスおよび色の各項目のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項４
に記載のユーザインタフェース装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記調整項目中で、前記ドラッグ操作の対象となった調整項目をア
イコンの形態に変更して表示させることを特徴とする請求項１に記載のユーザインタフェ
ース装置。
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【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一つに記載のユーザインタフェース装置を搭載したことを特
徴とするカメラ。
【請求項１２】
　画像を表示する表示部と、該表示部に重なるように配設されたタッチパネルと、を有す
るユーザインタフェース装置を用い、
　前記表示部の画面に取扱い対象となるコンテンツの品質調整用の調整項目を複数表示さ
せる表示制御ステップと、
　前記タッチパネルに対するドラッグ操作を検出し、検出されたドラッグ操作に従い前記
品質調整用の調整項目の条件を設定する品質調整制御ステップと、
　を含み、
　前記品質調整制御ステップは、前記ドラッグ操作の対象となった調整項目を前記品質調
整の項目に設定し、さらに該調整項目が該ドラッグ操作の始点であるか終点であるかによ
って該調整項目の条件を増加させるか減少させるかを設定することを特徴とするユーザイ
ンタフェース方法。
【請求項１３】
　画像を表示する表示部と、該表示部に重なるように配設されたタッチパネルと、を有す
るユーザインタフェース装置に、
　前記表示部の画面に取扱い対象となるコンテンツの品質調整用の調整項目を複数表示さ
せる表示制御機能と、
　前記タッチパネルに対するドラッグ操作を検出し、検出されたドラッグ操作に従い前記
品質調整用の調整項目の条件を設定する品質調整制御機能と、
　を実行させ、
　前記品質調整制御機能は、前記ドラッグ操作の対象となった調整項目を前記品質調整の
項目に設定し、さらに該調整項目が該ドラッグ操作の始点であるか終点であるかによって
該調整項目の条件を増加させるか減少させるかを設定することを特徴とするユーザインタ
フェース用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラ等の小型の携帯機器用に適したユーザインタフェース装置、
カメラ、ユーザインタフェース方法およびユーザインタフェース用プログラムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　各種電子機器においては、快適な環境を提供し、間違いのない操作を実現するためのユ
ーザインタフェースの役割は非常に重要である。ユーザインタフェースのためのデバイス
の中でも、近年、タッチパネルは多方面に利用されている。
【０００３】
　小型の携帯機器、特にデジタルカメラのように設定や選択可能な項目の豊富な機器では
、ユーザインタフェースには色々工夫が凝らされている。そして、近年のデジタルカメラ
は、背面にＬＣＤ等による大型の表示部が搭載されることが多く、タッチパネルを重ねて
搭載するに適した形態となってきている。実際に、タッチパネルが搭載された機種も市販
されている。そして、このようなタッチパネルの操作に関する提案も多くある。一例とし
て、撮影画像の周囲に選択用のアイコンを配列して表示させるカメラの提案例もある（例
えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２２８６０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、デジタルカメラのような小型の携帯機器のタッチパネルのサイズには、
自ずと制限があり、やたらに大きくすることはできない。また、メニュー画面を開いて条
件を設定するような操作では、ユーザの負担が大きく、理解も容易でない。よって、小型
の携帯機器に搭載されるサイズの小さなタッチパネルに対する操作であっても、設定する
項目の選択や、選択した項目にパラメータを設定する操作を、わかりやすく行うことがで
きるユーザインタフェースの実現が望まれる。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、小型の携帯機器への適用に好適で優れ
た操作環境を実現することができるユーザインタフェース装置、カメラ、ユーザインタフ
ェース方法およびユーザインタフェース用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】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかるユーザインタフェース
装置は、画像を表示する表示部と、該表示部に重なるように配設されたタッチパネルと、
前記表示部の画面に取扱い対象となるコンテンツの品質調整用の調整項目を複数表示させ
る表示制御部と、前記タッチパネルに対するドラッグ操作を検出し、検出されたドラッグ
操作に従い前記品質調整用の調整項目の条件を設定する品質調整制御部と、を備え、前記
品質調整制御部は、前記ドラッグ操作の対象となった調整項目を前記品質調整の項目に設
定し、さらに該調整項目が該ドラッグ操作の始点であるか終点であるかによって該調整項
目の条件を増加させるか減少させるかを設定することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明にかかるユーザインタフェース装置は、上記発明において、前記品質調整
制御部は、前記ドラッグ操作の始点における押圧継続時間に応じて増加または減少させる
前記条件の変化量を設定することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明にかかるユーザインタフェース装置は、上記発明において、前記品質調整
制御部は、前記ドラッグ操作の始点における押圧力に応じて増加または減少させる前記条
件の変化量を設定することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にかかるユーザインタフェース装置は、上記発明において、前記表示制御
部は、前記コンテンツとして撮影画像が表示される画面の一部に前記品質調整用として画
質調整用の調整項目を表示させ、前記品質調整制御部は、前記表示部に表示されている画
像に対して、前記画質調整用の調整項目の条件を設定することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかるユーザインタフェース装置は、上記発明において、前記品質調整
制御部は、前記画質調整を行う画像の範囲として、前記ドラッグ操作の始点または終点と
なった前記撮影画像中の特定領域を設定することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明にかかるユーザインタフェース装置は、上記発明において、前記特定領域
を識別して表示させることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明にかかるユーザインタフェース装置は、上記発明において、前記表示制御
部は、前記撮影画像として被写体視認用のライブビュー画像を表示させる場合には、前記
画質調整用の調整項目として撮影用の調整項目を表示させることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明にかかるユーザインタフェース装置は、上記発明において、前記表示制御
部は、前記撮影画像として記録済みの撮影画像を表示させる場合には、前記画質調整用の
調整項目として再生用の調整項目を表示させることを特徴とする。
【００１５】
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　また、本発明にかかるユーザインタフェース装置は、上記発明において、前記品質調整
制御部は、前記調整項目として、コントラスト、明るさ、周辺光量、アウトフォーカスお
よび色の各項目のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明にかかるユーザインタフェース装置は、上記発明において、前記表示制御
部は、前記調整項目中で、前記ドラッグ操作の対象となった調整項目をアイコンの形態に
変更して表示させることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明にかかるカメラは、上記いずれかの発明に記載のユーザインタフェース装
置を搭載したことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明にかかるユーザインタフェース方法は、画像を表示する表示部と、該表示
部に重なるように配設されたタッチパネルと、を有するユーザインタフェース装置を用い
、前記表示部の画面に取扱い対象となるコンテンツの品質調整用の調整項目を複数表示さ
せる表示制御ステップと、前記タッチパネルに対するドラッグ操作を検出し、検出された
ドラッグ操作に従い前記品質調整用の調整項目の条件を設定する品質調整制御ステップと
、を含み、前記品質調整制御ステップは、前記ドラッグ操作の対象となった調整項目を前
記品質調整の項目に設定し、さらに該調整項目が該ドラッグ操作の始点であるか終点であ
るかによって該調整項目の条件を増加させるか減少させるかを設定することを特徴とする
。
【００１９】
　また、本発明にかかるユーザインタフェース用プログラムは、画像を表示する表示部と
、該表示部に重なるように配設されたタッチパネルと、を有するユーザインタフェース装
置に、前記表示部の画面に取扱い対象となるコンテンツの品質調整用の調整項目を複数表
示させる表示制御機能と、前記タッチパネルに対するドラッグ操作を検出し、検出された
ドラッグ操作に従い前記品質調整用の調整項目の条件を設定する品質調整制御機能と、を
実行させ、前記品質調整制御機能は、前記ドラッグ操作の対象となった調整項目を前記品
質調整の項目に設定し、さらに該調整項目が該ドラッグ操作の始点であるか終点であるか
によって該調整項目の条件を増加させるか減少させるかを設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、小型の携帯機器への適用に好適で優れた操作環境を実現することがで
きるユーザインタフェース装置、カメラ、ユーザインタフェース方法およびユーザインタ
フェース用プログラム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】
【００２１】
　以下、図面を参照して、本発明のユーザインタフェース装置、カメラ、ユーザインタフ
ェース方法およびユーザインタフェース用プログラムを実施するための最良の形態につい
て説明する。本実施の形態は、取扱い対象となるコンテンツが撮影画像であり、品質調整
用の調整項目が撮影画像の画質調整用の調整項目であるデジタルカメラへの適用例として
説明する。
【００２２】
　図１は、本発明のカメラであるデジタルカメラの概略構成例を示す背面図であり、図２
は、その持ち方や操作の態様の一例を示す背面図である。本実施の形態のデジタルカメラ
１は、カメラ本体の上面に配設されたレリーズボタン１３ａや、特に図示しないがパワー
スイッチ等の操作ボタン・スイッチ類を備えている。レリーズボタン１３ａは、押下操作
により撮影動作を指示するためのボタンである。このレリーズボタン１３ａ等により操作
部１３（図３参照）が構成されている。
【００２３】
　また、デジタルカメラ１は、カメラ本体の背面のほぼ全域を占める表示部１８を備えて
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いる。この表示部１８は、撮影画像として被写体視認用のライブビュー画像や記録済みの
撮影画像を表示する他、画質調整のためのパレット付き画像を含め、各種設定情報等を表
示するためのものである。この表示部１８は、ＬＣＤやＥＬＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等の薄型表示装置で実現されている。この表示部
１８には、後述するようにタッチパネル１４が全面的に配設されている。また、デジタル
カメラ１は、特に図示しないが、カメラ本体の前面側に撮影レンズ等の撮像光学系を備え
、カメラ本体に内蔵の撮像素子に被写体像を結像可能に構成されている。
【００２４】
　このようなデジタルカメラ１は、左手で持ってタッチパネル１４に対して右手で操作指
示を行うことが可能な他、例えば、図２に示すように、ゲーム機器感覚で、両手で持って
タッチパネル１４に対して親指で操作することも可能な携帯機器である。
【００２５】
　図３は、本実施の形態のデジタルカメラ１のシステム構成例を示すブロック図である。
本実施の形態のデジタルカメラ１は、制御部１１を備える。制御部１１は、デジタルカメ
ラ１を構成する各部に対する指示やデータ転送等を行い、デジタルカメラ１の動作を統括
的に制御するためのＣＰＵを備える。また、デジタルカメラ１は、プログラムデータ記憶
部１２、撮像部１５、ＳＤＲＡＭ１６、表示駆動部１７、画像処理部１９、圧縮伸長部２
０、記録・再生部２１の各部を備える。これら各部は、制御部１１に対してバスライン３
０によって接続されている。ここに、デジタルカメラ１に搭載された本実施のユーザイン
タフェース装置は、主に、制御部１１、プログラムデータ記憶部１２、操作部１３、タッ
チパネル１４、表示駆動部１７および表示部１８により構成される。
【００２６】
　プログラムデータ記憶部１２は、例えばフラッシュメモリ等の電気的に書換えが可能な
不揮発性メモリである。このプログラムデータ記憶部１２は、デジタルカメラ１を動作さ
せ、このデジタルカメラ１が備える種々の機能を実現するためのＣＰＵ用のプログラム（
例えば、ユーザインタフェース用プログラム）や、このプログラムの実行中に使用される
データ、例えば、後述するパレット付き画像の画面に表示させるパレットやアイコン等の
データが予め格納されている。また、このプログラムデータ記憶部１２には、画質調整用
の調整項目毎のパラメータ（条件）の変化量に関するテーブルが予め格納されている。こ
のテーブルについては後述する。
【００２７】
　撮像部１５は、デジタルカメラ１が画像（被写体像）を撮像するためのものであり、カ
メラ部と撮像処理部とからなる。カメラ部は、デジタルカメラ１が被写体像を撮像するた
めのものであり、撮影レンズ、撮像素子、絞り、シャッター、ＡＦ機構、ＡＦ駆動回路、
ズーム機構、ズーム駆動機構等からなる。ここで、撮像素子は、例えばＣＣＤやＣＭＯＳ
センサ等の２次元固体撮像素子からなり、撮影レンズを含む撮影光学系を通して入射する
被写体像を光電変換し、アナログ電気信号として出力する。この撮像部１５は、後述する
ように画質調整用の調整項目に含まれるシャッター速のパラメータが増加または減少する
ように設定された場合には、設定されたシャッター速で撮影動作を行うように制御される
。また、撮像処理部は、撮像素子駆動回路を含む他、撮像素子から出力されるアナログ電
気信号に対してＡＧＣ、ＣＤＳ等のアナログ信号処理を施した後、Ａ／Ｄコンバータでデ
ジタル電気信号に変換して出力させるためのものである。
【００２８】
　ＳＤＲＡＭ１６は、一時記憶メモリや各種画像処理用のワーキングエリアとして利用さ
れるメモリである。具体的には、ＳＤＲＡＭ１６は、撮像部１５から出力されるデジタル
電気信号や、画像処理部１９による処理中の画像データ等を一時的に記憶する。このＳＤ
ＲＡＭ１６は、後述の表示制御部１１ｂが各種表示画像を作成する際にも使用される。ま
た、表示駆動部１７は、エンコーダやＤ／Ａコンバータ等を有して、後述の表示制御部１
１ｂにより作成された各種表示画像、その他の各種情報を表示部１８に表示させるための
ドライバである。
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【００２９】
　画像処理部１９は、撮像部１５から出力されるデジタル電気信号に対して画素補間処理
、色補正処理、ガンマ処理等の各種の画像処理を施すとともに、記録用、表示用等に適し
た画像データに変換する処理を行う。この画像処理部１９は、後述するように画質調整用
の調整項目に含まれるコントラスト、明るさ、周辺光量、アウトフォーカス、色等のパラ
メータが増加または減少するように設定された場合には、設定されたパラメータに従い対
応する画像処理を行うように制御される。圧縮伸長部２０は、撮影画像の画像データを画
像記憶部２２に記録する際、あるいは画像記憶部２２に記録されている画像データを表示
する際等において、周知のＪＰＥＧ方式等に基づく画像データの圧縮処理や伸長処理を行
う。
【００３０】
　記録・再生部２１は、画像記憶部２２に対する画像データの書き込みや画像記憶部２２
からの画像データの読出しを行うためのものであり、画像記憶部２２の種類に応じたもの
が用いられる。ここで、画像記憶部２２は、例えばｘＤ－ピクチャーカード（登録商標）
やコンパクトフラッシュ（登録商標）カード等のカメラ本体に着脱自在な記録媒体や、Ｈ
ＤＤである。
【００３１】
　ここで、本実施の形態の制御部１１は、ユーザインタフェース用プログラムにより実行
される機能として、画質調整制御部１１ａと表示制御部１１ｂと操作検出部１１ｃとの各
機能部を備える。操作検出部１１ｃは、ユーザによる操作入力を検出するための機能部で
ある。特に、本実施の形態では、表示部１８に重ねて配設されたタッチパネル１４を備え
ている。このタッチパネル１４は、ユーザによるドラッグ操作等を含むタッチ操作を受け
てそのタッチ箇所を特定することで、各種の指示入力を行わせるための周知のユーザイン
タフェースデバイスである。よって、操作検出部１１ｃは、このタッチパネル１４に対す
るユーザのタッチ操作や操作部１３に対するユーザの操作を検出する。また、本実施の形
態の操作検出部１１ｃは、タッチパネル１４との組み合わせにおいて、タッチパネル１４
に対するタッチ箇所での押圧継続時間あるいは押圧力の検出も可能に構成されている。
【００３２】
　また、表示制御部１１ｂは、表示部１８に表示させる画像を作成するための機能部であ
る。すなわち、表示制御部１１ｂは、撮影モードにあっては撮影画像としてライブビュー
画像を作成し、再生モードにあっては記録済みの撮影画像を用いて再生画像を作成する。
加えて、表示制御部１１ｂは、詳細は後述するが、表示部１８の画面に取扱い対象となる
コンテンツである撮影画像の画質調整用の調整項目を複数表示させるパレット付き画像を
作成するためのものである。
【００３３】
　また、画質調整制御部１１ａは、タッチパネル１４に対するユーザのドラッグ操作を検
出し、検出されたドラッグ操作に従い画質調整用の調整項目のパラメータ（条件）を設定
するための品質調整制御部として機能する機能部である。この画質調整制御部１１ａは、
詳細は後述するが、タッチパネル１４上でドラッグ操作の対象となった調整項目を画質調
整の項目に設定し、さらにこの調整項目がドラッグ操作の始点であるか終点であるかによ
って調整項目の条件を増加させるか減少させるかを設定する機能を実行する。
【００３４】
　ここで、表示部１８の画面に表示される撮影画像を対象とする本実施の形態の画質調整
用の調整項目について説明する。本実施の形態では、撮影画像の画質調整用の調整項目と
して、明るさ、コントラスト、アウトフォーカス、シャッター速、周辺光量、色（赤）、
色（緑）、色（青）の各項目が用意されている。このうち、シャッター速は、撮像部１５
におけるシャッター速度を規定するパラメータであり、撮影時に撮像部１５が対応する処
理を行うため、撮影モード専用の調整項目とされている。このシャッター速のパラメータ
においては、「増加」はシャッター速度がより低速に設定され、「減少」はシャッター速
度がより高速に設定される。
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【００３５】
　また、シャッター速以外の調整項目は、いずれも画像処理部１９が対応する処理を行う
ものであり、撮影モード、再生モードのいずれにも共用の調整項目とされている。このう
ち、明るさのパラメータは、増加させるほど明るくなるように設定されている。また、コ
ントラストのパラメータは、増加させるほどコントラストが強くなるように設定されてい
る。周辺光量のパラメータは、増加させるほど画面周辺が暗くなるように設定されている
。アウトフォーカスの処理は、例えば、合焦領域以外の領域に関して隣接する画素を加算
することで意図的に解像度を低下させるような処理である。このアウトフォーカスのパラ
メータは、増加させるほどボケるように設定されている。さらに、色（赤）、色（緑）、
色（青）は、いわゆるＲＧＢの３原色に関する項目であり、このパラメータは、増加させ
るほど各色成分の割合が増加するように設定されている。
【００３６】
　また、これらの調整項目に関して、アウトフォーカス、シャッター速、周辺光量は、撮
影画像の全体を対象とする全体調整用の調整項目である。一方、明るさ、コントラスト、
色（赤）、色（緑）、色（青）は、撮影画像中で指定された特定領域の画像を対象とする
部分調整用の調整項目である。
【００３７】
　また、これらの調整項目に関するユーザ操作に伴う増加または減少のパラメータ変化量
は、プログラムデータ記憶部１２中のテーブル１２ａに予め設定されている。図４は、テ
ーブル１２ａに設定されている調整項目毎のパラメータ（条件）の変化量の一例を示す説
明図である。すなわち、ユーザ操作に伴う１ステップ分の変化量は、シャッター速、明る
さ、周辺光量に関しては０．５ＥＶ、色、コントラストに関しては２ｄＢ、アウトフォー
カスに関しては１絞り分ずつ（Ｆ８→Ｆ５．６→Ｆ４→Ｆ２．８→Ｆ２）の如く設定され
ている。
【００３８】
　また、ユーザの１回のドラッグ操作によるパラメータ変化量は、基本的には、１ステッ
プ分に設定されているが、本実施の形態で、ドラッグ操作の始点における押圧継続時間ま
たは押圧力に応じてユーザの１回のドラッグ操作によるパラメータ変化量が２ステップ分
や３ステップ分に拡大されるように設定されている。すなわち、図４のテーブル１２ａに
示すように、ユーザの１回のドラッグ操作によるパラメータ変化量は、押圧継続時間が０
．５ｓｅｃ以下の場合には１ステップ、０．５～１．０ｓｅｃの場合には２ステップ、１
．０ｓｅｃ以上の場合には３ステップ分ずつとなるように設定されている。あるいは、ユ
ーザの１回のドラッグ操作によるパラメータ変化量は、押圧力が０．５Ｎ以下の場合には
１ステップ、０．５～２Ｎの場合には２ステップ、２Ｎ以上の場合には３ステップ分ずつ
となるように設定されている。なお、上記押圧力の変化によるパラメータ設定は、搭載さ
れるタッチパネル１４が押圧力検出可能なタイプである場合に有効となる。
【００３９】
　つぎに、本実施の形態における画質調整制御部１１ａ、表示制御部１１ｂおよび操作検
出部１１ｃによる表示部１８の表示制御および操作例を説明する。なお、本実施の形態に
おいては、表示部１８の画面の右上にモード切換えボタン１４ａが常に表示され、このモ
ード切換えボタン１４ａを押下すると図示しないメニュー画面が表示され、所望のモード
の選択設定が可能とされている。そして、選択設定されたモード画面においては、モード
切換えボタン１４ａ部分に現在のモード名が表示されるとともに、この状態でモード切換
えボタン１４ａを押下すると再びメニュー画面の表示に戻り、モードの選択切換えが可能
とされている。
【００４０】
　ここで、本実施の形態に関係するモードとしては、パレット表示モード、パレット非表
示モード、撮影モード、再生モード等が予め用意されている。前述の図１の表示部１８の
画面表示例は、パレット非表示の通常の撮影モード時を示し、ライブビュー画像が表示さ
れている。
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【００４１】
　ついで、図５は、パレット表示モードにおいて撮影モードに設定された場合の表示部１
８の画面表示例を示す模式図である。表示部１８の画面に表示される、調整項目の集合を
パレット（ｐａｌｅｔｔｅ）と呼ぶ。このモードにおいては、表示制御部１１ｂは、表示
部１８に撮影用パレット付きライブビュー画像を表示させる。すなわち、表示制御部１１
ｂは、撮影モードの設定に従い、表示部１８に撮影画像として被写体視認用のライブビュ
ー画像３１を全面的に表示させる。なお、モード切換えボタン１４ａの表示は、撮影モー
ドを示す「ＲＥＣ」となる。同時に、表示制御部１１ｂは、パレット表示モードの設定に
従い、表示されているライブビュー画像３１の画質調整用の調整項目として撮影用の調整
項目をライブビュー画像３１の一部に重畳させて撮影用パレット３２により複数表示させ
る。
【００４２】
　この撮影用パレット３２は、撮影用の調整項目として、例えば、明るさ、コントラスト
、アウトフォーカス、シャッター速、周辺光量の各項目を含む。ここで、撮影用パレット
３２は、これらの各項目を集合化したものであり、表示中のライブビュー画像３１の画面
の底辺中央付近に横一列に配列させた５つの円形状のオブジェクト（以下、これらを「ピ
ース」と呼ぶ）３２ａ～３２ｅからなる。ピース３２ａには明るさ、ピース３２ｂにはコ
ントラスト、ピース３２ｃにはアウトフォーカス、ピース３２ｄにはシャッター速、ピー
ス３２ｅには周辺光量の調整項目がそれぞれ割り当てられている。また、各ピース３２ａ
～３２ｅの大きさは、例えば指先によるタッチ操作（ドラッグ操作）に適した大きさとさ
れている。すなわち、撮影用パレット３２は、ライブビュー画像３１の視認性を極力損な
わない配置、大きさでライブビュー画像３１上に表示される。
【００４３】
　なお、各ピース３２ａ～３２ｅの形状は、円形状に限らず、適宜形状でよく、また、全
て同一形状である必要はなく、個々に形状が異なっていてもよい。さらには、ピース３２
ａ～３２ｅ毎に異なる色表示としてもよい。本実施の形態では、全て円形状で同一色のピ
ース３２ａ～３２ｅを用いることにより、プレーンな撮影用パレット３２の表示としてい
る。
【００４４】
　ここで、各ピース３２ａ～３２ｅに割り当てられた調整項目の内容は、オブジェクト化
された撮影用パレット３２の表示を見ただけでは分からない。そこで、本実施の形態では
、それぞれのピース３２ａ～３２ｅにタッチ操作（ドラッグ操作）した場合に割り当てら
れている調整項目の内容がわかるようにピース３２ａ～３２ｅ毎に表示されるアイコンが
用意されている。図６は、それぞれのピース３２ａ～３２ｅにタッチ操作（ドラッグ操作
）した場合に表示されるアイコン３３ａ～３３ｅの一例を示す説明図である。これらアイ
コン３３ａ～３３ｅは、それぞれの調整項目をイメージ表現したものであり、タッチ操作
した指に隠れないように、各ピース３２ａ～３２ｅのすぐ上の位置に表示されるように設
定されている。
【００４５】
　ついで、図７は、パレット表示モードにおいて再生モードに設定された場合の表示部１
８の画面表示例を示す模式図である。このモードにおいては、表示制御部１１ｂは、表示
部１８に再生用パレット付き撮影画像を表示させる。すなわち、表示制御部１１ｂは、再
生モードの設定に従い、表示部１８に撮影画像として記録済みの撮影画像３６を全面的に
表示させる。なお、モード切換えボタン１４ａの表示は、再生モードを示す「ＰＬＡＹ」
となる。同時に、表示制御部１１ｂは、パレット表示モードの設定に従い、表示されてい
る撮影画像３６の画質調整用の調整項目として再生用の調整項目を撮影画像３６の一部に
重畳させて再生用パレット３７により複数表示させる。
【００４６】
　この再生用パレット３７は、再生用の調整項目として、例えば、明るさ、コントラスト
、アウトフォーカス、周辺光量の各項目を含む。ここで、再生用パレット３７は、これら
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の各項目を集合化したものであり、表示中の撮影画像３６の画面の底辺中央付近に横一列
に配列させた４つの形状のピース３７ａ～３７ｄからなる。ピース３７ａには明るさ、ピ
ース３７ｂにはコントラスト、ピース３７ｃにはアウトフォーカス、ピース３７ｄには周
辺光量の調整項目がそれぞれ割り当てられている。また、各ピース３７ａ～３７ｄの大き
さは、ピース３２ａ～３２ｅの場合と同様、例えば指先によるタッチ操作（ドラッグ操作
）に適した大きさとされている。また、ピース３７ａ～３７ｄ毎にピース３２ａ～３２ｅ
の場合と同様に対応するアイコンが用意されている。
【００４７】
　つぎに、パレット表示モードにおける撮影モードの場合を例にとり、画質調整のための
操作例について説明する。なお、再生モードの場合については、撮影モードの場合と同様
であるので、説明を省略する。
【００４８】
　図８は、シャッター速を増加させる操作例を示す説明図である。例えば、図５に相当す
る図８（ａ）に示す撮影用パレット付きライブビュー画像の表示状態において、シャッタ
ー速なる調整項目に対応するピース３２ｄ部分に指をタッチすることでドラッグ操作を開
始する。この操作に従い、表示制御部１１ｂは、図８（ｂ）に示すように、ピース３２ｄ
部分のすぐ上にアイコン３３ｄを表示させる。これにより、ドラッグ操作の対象になった
調整項目（この場合、シャッター速）がアイコン３３ｄの形態に変更して表示される。よ
って、ドラッグ操作しようとして選択した調整項目の内容が明確となる。
【００４９】
　ついで、ドラッグ操作している指を図８（ｃ）に示すように、撮影用パレット３２より
も上方の位置まで移動させて画面から指を離しドラッグ操作を終える。この場合、撮影用
パレット３２部分からドラッグ操作が開始されてその方向が上向きであればよく、その方
向やドラッグ操作量は適宜である。よって、ドラッグａのような斜め上方へ向けた長いド
ラッグ操作であっても、ドラッグｂのような真上方向に向けた短いドラッグ操作であって
もよい。上方へのドラッグ操作が、対応するパラメータを増加させるための操作となるの
で、感覚的に分かりやすい操作となる。
【００５０】
　このようなドラッグ操作の場合、ドラッグ操作の始点Ｄｓがピース３２ｄ（調整項目）
であり、終点Ｄｌが上方の画面中である。よって、タッチパネル１４、操作検出部１１ｃ
によるこのような検出結果に基づき、画質調整制御部１１ａは、ドラッグ操作の対象とな
ったピース３２ｄの調整項目であるシャッター速を画質調整の項目に設定する。さらに画
質調整制御部１１ａは、ピース３２ｄがドラッグ操作の始点Ｄｓであるのでシャッター速
のパラメータを増加させるように設定する。例えば、現在のシャッター速が１／１２５ｓ
ｅｃの場合であれば、１ステップ分の増加（すなわち、＋０．５ＥＶ）により、シャッタ
ー速が１／９０ｓｅｃとなるように増加設定（低速化）される。
【００５１】
　撮像部１５は、画質調整制御部１１ａにより設定されたシャッター速に従い、撮影動作
を実行しライブビュー画像３１として表示部１８に表示させる。よって、ユーザは、シャ
ッター速の増加指示後のライブビュー画像３１を見ることにより、所望通りのシャッター
速となっているかを感覚的に確認することができる。これにより、シャッター速を設定通
りとする、元に戻す、さらに増加させる等の対応が採れる。その後、レリーズボタン１３
ａ押下により撮影指示があると、最終的に設定されたシャッター速で撮影が実行される。
【００５２】
　なお、上述のドラッグ操作において、例えば図９に示すドラッグ操作の始点Ｄｓとなる
ピース３２ｄの位置での押圧継続時間を長くすると、画質調整制御部１１ａは、テーブル
１２ａを参照して、１回のドラッグ操作により増加させるパラメータの変化量を大きく設
定する。例えば、０．５ｓｅｃ以下であれば、上述したように、１回のドラッグ操作によ
るシャッター速の変化量は、１ステップ分の＋０．５ＥＶとなる。しかし、０．５～１．
０ｓｅｃ程度の時間押圧してからドラッグ移動させると、１回のドラッグ操作によるシャ
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ッター速の変化量は、２ステップ分の＋１ＥＶとなる。また、１．０ｓｅｃ以上の時間押
圧してからドラッグ移動させると、１回のドラッグ操作によるシャッター速の変化量は、
３ステップ分の＋１.５ＥＶとなる。よって、シャッター速を例えば１／１２５ｓｅｃか
ら１／３０ｓｅｃに一気に変化させることができる。これにより、増加量の設定も、簡単
な操作で行うことができる。
【００５３】
　これは、押圧継続時間でなく、押圧力の場合も同様である。すなわち、上述のドラッグ
操作において、例えば図９に示すドラッグ操作の始点Ｄｓとなるピース３２ｄの位置での
押圧力を大きくすると、画質調整制御部１１ａは、テーブル１２ａを参照して、１回のド
ラッグ操作により増加させるパラメータの変化量を大きく設定する。例えば、０．５Ｎ以
下であれば、上述したように、１回のドラッグ操作によるシャッター速の変化量は、１ス
テップ分の＋０．５ＥＶとなる。しかし、０．５～２Ｎ程度の押圧力で押圧してからドラ
ッグ移動させると、１回のドラッグ操作によるシャッター速の変化量は、２ステップ分の
＋１ＥＶとなる。また、２Ｎ以上の押圧力で押圧してからドラッグ移動させると、１回の
ドラッグ操作によるシャッター速の変化量は、３ステップ分の＋１.５ＥＶとなる。よっ
て、シャッター速を例えば１／１２５ｓｅｃから１／３０ｓｅｃに一気に変化させること
ができる。これにより、一度に大きな増加量の設定も、簡単な操作で行うことができる。
【００５４】
　図１０は、シャッター速を減少させる操作例を示す説明図である。例えば、図５に示す
撮影用パレット付きライブビュー画像が表示されたタッチパネル１４上で撮影用パレット
３２以外の任意の位置に指をタッチすることでドラッグ操作を開始する。この操作に従い
、表示制御部１１ｂは、図１０（ａ）に示すように、撮影用パレット３２の各ピース３２
ａ～３２ｅを対応するアイコン３３ａ～３３ｅの形態に変更して表示させる。これにより
、ドラッグ操作により選択しようとする調整項目の内容が明確となる。
【００５５】
　ついで、ドラッグ操作している指を図１０（ｂ）に示すように、所望の調整項目に相当
するアイコン、例えばアイコン３３ｄの位置まで移動させて画面から指を離しドラッグ操
作を終える。この場合、ドラッグ操作の方向が下向きであって撮影用パレット３２部分で
終わればよく、その方向やドラッグ操作量は適宜である。よって、ドラッグｃのような真
下方向に向けた短いドラッグ操作であってもよく、ドラッグｄのような斜め下方へ向けた
長めのドラッグ操作であってもよい。下方へのドラッグ操作が、対応するパラメータを減
少させるための操作となるので、感覚的に分かりやすい操作となる。
【００５６】
　このようなドラッグ操作の場合、ドラッグ操作の始点Ｄｓが上方の画面中であり、終点
Ｄｌがアイコン３３ｄ（調整項目）である。よって、タッチパネル１４、操作検出部１１
ｃによるこのような検出結果に基づき、画質調整制御部１１ａは、ドラッグ操作の対象と
なったピース３２ｄの調整項目であるシャッター速を画質調整の項目に設定する。さらに
画質調整制御部１１ａは、ピース３２ｄがドラッグ操作の終点Ｄｌであるのでシャッター
速のパラメータを減少させるように設定する。例えば、現在のシャッター速が１／１２５
ｓｅｃの場合であれば、１ステップ分の減少（すなわち、－０．５ＥＶ）により、シャッ
ター速が１／１８０ｓｅｃとなるように減少設定（高速化）される。
【００５７】
　撮像部１５は、画質調整制御部１１ａにより設定されたシャッター速に従い、撮影動作
を実行しライブビュー画像３１として表示部１８に表示させる。よって、ユーザは、シャ
ッター速の減少指示後のライブビュー画像３１を見ることにより、所望通りのシャッター
速となっているかを感覚的に確認することができる。これにより、シャッター速を設定通
りとする、元に戻す、さらに減少させる等の対応が採れる。その後、レリーズボタン１３
ａ押下により撮影指示があると、最終的に設定されたシャッター速で撮影が実行される。
【００５８】
　なお、上述のドラッグ操作において、例えば図１１に示すドラッグ操作の始点Ｄｓでの



(12) JP 2010-160581 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

押圧継続時間を長くすると、画質調整制御部１１ａは、テーブル１２ａを参照して、１回
のドラッグ操作により減少させるパラメータの変化量を大きく設定する。例えば、０．５
ｓｅｃ以下であれば、上述したように、１回のドラッグ操作によるシャッター速の変化量
は、１ステップ分の－０．５ＥＶとなる。しかし、０．５～１．０ｓｅｃ程度の時間押圧
してからドラッグ移動させると、１回のドラッグ操作によるシャッター速の変化量は、２
ステップ分の－１ＥＶとなる。また、１．０ｓｅｃ以上の時間押圧してからドラッグ移動
させると、１回のドラッグ操作によるシャッター速の変化量は、３ステップ分の－１.５
ＥＶとなる。よって、シャッター速を例えば１／１２５ｓｅｃから１／５００ｓｅｃに一
気に変化させることができる。これにより、減少量の設定も、簡単な操作で行うことがで
きる。
【００５９】
　これは、押圧継続時間でなく、押圧力の場合も同様である。すなわち、上述のドラッグ
操作において、例えば図１１に示すドラッグ操作の始点Ｄｓとなるピース３２ｄの位置で
の押圧力を大きくすると、画質調整制御部１１ａは、テーブル１２ａを参照して、１回の
ドラッグ操作により増加させるパラメータの変化量を大きく設定する。例えば、０．５Ｎ
以下であれば、上述したように、１回のドラッグ操作によるシャッター速の変化量は、１
ステップ分の－０．５ＥＶとなる。しかし、０．５～２Ｎ程度の押圧力で押圧してからド
ラッグ移動させると、１回のドラッグ操作によるシャッター速の変化量は、２ステップ分
の－１ＥＶとなる。また、２Ｎ以上の押圧力で押圧してからドラッグ移動させると、１回
のドラッグ操作によるシャッター速の変化量は、３ステップ分の－１.５ＥＶとなる。よ
って、シャッター速を例えば１／１２５ｓｅｃから１／３０ｓｅｃに一気に変化させるこ
とができる。これにより、減少量の設定も、簡単な操作で行うことができる。
【００６０】
　図１２は、明るさを増加させる操作例を示す説明図である。例えば、図５に示す撮影用
パレット付きライブビュー画像の表示状態において、明るさなる調整項目に対応するピー
ス３２ａ部分に指をタッチすることでドラッグ操作を開始する。この操作に従い、表示制
御部１１ｂは、図１２（ａ）に示すように、ピース３２ａ部分のすぐ上にアイコン３３ａ
を表示させる。これにより、ドラッグ操作の対象になった調整項目（この場合、明るさ）
がアイコン３３ａの形態に変更して表示される。これにより、ドラッグ操作しようとして
選択した調整項目の内容が明確となる。
【００６１】
　ついで、ドラッグ操作している指を図１２（ａ）に示すように、ライブビュー画像３１
中で調整しようとする所望の被写体部分（例えば、森）まで移動させて画面から指を離し
ドラッグ操作を終える。この場合、調整項目である明るさは、部分調整用であるから、画
質調整制御部１１ａは、ドラッグ操作の終点Ｄｌとなった被写体部分を、特定領域３１ａ
として設定し、明るさ調整を行う画像範囲とする。このような特定領域３１ａの設定に伴
い、表示制御部１１ｂは、図１２（ｂ）に示すように、特定領域３１ａが他の部分と識別
されるように表示させる。この識別表示には、例えばハッチング表示が用いられる。よっ
て、特別な操作なしで、画質調整が行われる特定領域３１ａの範囲を確認することができ
る。このような特定領域３１ａの識別表示は、所定時間後（例えば、１ｓｅｃ後）にはな
くすようにしてもよい。特定領域としては、終点Ｄｌの箇所と同一の色相や輝度を有する
広い範囲が設定される。ただし、指示に応じて、終点Ｄｌの箇所を中心とした一定サイズ
の範囲（円形や正方形）を特定範囲とするようにしてもよい。
【００６２】
　このようなドラッグ操作の場合、ドラッグ操作の始点Ｄｓがピース３２ａ（調整項目）
であり、終点Ｄｌが上方の画面中であり、特定領域３１ａが調整対象範囲となる。よって
、画質調整制御部１１ａは、ドラッグ操作の対象となったピース３２ａの調整項目である
明るさを画質調整の項目に設定する。さらに画質調整制御部１１ａは、ピース３２ａがド
ラッグ操作の始点Ｄｓであるので明るさのパラメータを増加させるように設定する。よっ
て、画像の所望の特定領域３１ａのみの画質を調整する指示も、一連の操作で簡単に行う
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ことができる。
【００６３】
　画像処理部１９は、画質調整制御部１１ａにより設定された明るさに従い、特定領域３
１ａ部分に対して画像処理を実行し結果をライブビュー画像３１として表示部１８に表示
させる。よって、ユーザは、明るさの増加指示後の図１２（ｂ）に示すようなライブビュ
ー画像３１を見ることにより、特定領域３１ａ部分が所望通りの明るさとなっているかを
感覚的に確認することができる。これにより、特定領域３１ａ部分の明るさを設定通りと
する、元に戻す、さらに増加させる等の対応が採れる。その後、レリーズボタン１３ａ押
下により撮影指示があると、撮影画像中の特定領域３１ａ部分の明るさに関して最終的に
設定された明るさとなるように画像処理が実行される。
【００６４】
　なお、このような部分調整の場合において、明るさを減少させたい場合には、所望の被
写体部分、例えば森がドラッグ操作の始点Ｄｓとなるようにタッチしてから、ピース３２
ａ部分が終点Ｄｌとなるように操作すればよい。また、増加させる場合でも減少させる場
合でも、ドラッグ操作の始点Ｄｓでの押圧継続時間や押圧力を変えることで、１回のドラ
ッグ操作によるパラメータの変化量を大きくすることができる。
【００６５】
　図１３は、アウトフォーカスを増加させる操作例を示す説明図である。操作手順は、図
８や図１２で説明した場合と同様であり、図１３（ａ）は、ライブビュー画像３１が表示
されている画面において、ピース３２ｃを始点Ｄｓとしてアウトフォーカスを増加させる
ドラッグ操作を行った場合を示している。
【００６６】
　この場合、画像処理部１９は、画質調整制御部１１ａにより設定されたアウトフォーカ
スのパラメータに従い、ライブビュー画像３１に対して合焦領域以外の領域（画面の周辺
）の解像度を低下させる画像処理を実行する。そして、画像処理部１９は、その結果を図
１３（ｂ）に示すように処理後のライブビュー画像３１ｂとして表示部１８に表示させる
。
【００６７】
　図１４は、パレット表示の変形例を示す説明図である。例えば、撮影用パレット付きラ
イブビュー画像における撮影用パレット４１としては、図１４に示すように、部分調整項
目用のピース４１ａ，４１ｂと、全体調整項目用のピース４１ｃ～４１ｅとで、ピース形
状や色を異ならせてもよい。これにより、部分調整項目用と全体調整項目用との区別が明
確になり、操作しやすくなる。
【００６８】
　図１５は、パレット表示の別の変形例を示す説明図である。上述では、撮影用パレット
付きライブビュー画像における撮影用パレット３２としては、５種類の項目例の場合で説
明した。しかし、調整項目に色（赤）、色（緑）、色（青）を含み、項目数が増えて表示
部１８に一度に表示しきれない場合には、図１５（ａ）に示すように、横一列に配列され
たピース３２ａ～３２ｈについて左右方向のスクロール操作で撮影用パレット３２をスク
ロール移動させて、所望のパレットが出現し選択できるようにしてもよい。あるいは、図
１５（ｂ）に示すように、ピース３２ａ～３２ｈのうちの両側一部を２列に配列させるこ
とで、一度に表示できるようにしてもよい。これによれば、ライブビュー画像３１の視認
性を極力損なわないものとなる。
【００６９】
　つづいて、上述したような表示制御および操作を実現するための制御部１１による動作
制御例について説明する。図１６および図１７は、制御部１１により実行される動作制御
例を示す概略フローチャートである。図示しないパワースイッチが投入されると、表示部
１８に図示しないメニュー画面が表示され、各種のモード設定が可能とされる。まず、撮
影モードが指示されたか否かを判定する（ステップＳ１０）。撮影モードが指示された場
合には（ステップＳ１０：Ｙｅｓ）、次に、パレット表示モードが指示されたか否かを判
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定する（ステップＳ１１）。パレット表示モードが指示されていない場合には（ステップ
Ｓ１１：Ｎｏ）、撮影モードで通常の操作モードに移行する（ステップＳ１２）。この通
常の操作モードの処理内容については公知の内容であるので省略する。
【００７０】
　一方、パレット表示モードが指示された場合には（ステップＳ１１：Ｙｅｓ）、表示制
御部１１ｂは、表示部１８に撮影用パレット付きライブビュー画像を表示させる（ステッ
プＳ１３）。図５に示した表示例が相当する。
【００７１】
　この画面表示において、撮影用パレット３２に関して指示操作があったか否かを判定す
る（ステップＳ１４）。指示操作があった場合には（ステップＳ１４：Ｙｅｓ）、指示操
作に従い、画質調整制御部１１ａおよび表示制御部１１ｂは、パレット操作を実行する（
ステップＳ１５）。このパレット操作については、図１７を参照して後述する。
【００７２】
　指示操作がない場合（ステップＳ１４：Ｎｏ）や、パレット操作が終了した後は、レリ
ーズボタン１３ａ押下による撮影操作指示があったか否かを判定する（ステップＳ１６）
。撮影操作指示があった場合には（ステップＳ１６：Ｙｅｓ）、撮像部１５や画像処理部
１９は、設定されている画質調整条件あるいは新たに設定された画質調整条件に従い、撮
影処理を実行する（ステップＳ１７）。撮影操作指示がない場合（ステップＳ１６：Ｎｏ
）や、撮影処理が終了した後は、モード切換えボタン１４ａの操作により再生モードへの
切換え指示があったか否かを判定する（ステップＳ１８）。モード切換え指示がなければ
（ステップＳ１８：Ｎｏ）、パワースイッチのオフ指示操作があったか否かを判定する（
ステップＳ１９）。オフ指示操作があった場合には（ステップＳ１９：Ｙｅｓ）、処理を
終了する。オフ指示操作がなければ（ステップＳ１９：Ｎｏ）、モード切換えボタン１４
ａの操作によりパレット非表示モードへの切換え指示があったか否かを判定する（ステッ
プＳ２０）。切換え指示があれば（ステップＳ２０：Ｙｅｓ）、ステップＳ１２へ移行し
、切換え指示がなければ（ステップＳ２０：Ｎｏ）、ステップＳ１４へ移行する。また、
ステップＳ１８で再生モードへの切換え指示が検出された場合には、ステップＳ３２へ移
行する。
【００７３】
　また、ステップＳ１０で撮影モードの指示がなかった場合、再生モードへ移行する（ス
テップＳ３０）。ここでも、パレット表示モードが指示されたか否かを判定する（ステッ
プＳ３１）。パレット表示モードが指示されていない場合には（ステップＳ３１：Ｎｏ）
、再生モードで通常の操作モードに移行する（ステップＳ１２）。この通常の操作モード
の処理内容については公知の内容であるので省略する。そして、パレット表示モードが指
示された場合には（ステップＳ３１：Ｙｅｓ）、表示制御部１１ｂは、表示部１８に再生
用パレット付き撮影画像を表示させる（ステップＳ３２）。図７に示した表示例が相当し
、特に、初期画面では、撮影直後の最新の撮影画像３６を表示させる。
【００７４】
　この画面表示において、再生用パレット３７に関して指示操作があったか否かを判定す
る（ステップＳ３３）。指示操作があった場合には（ステップＳ３３：Ｙｅｓ）、指示操
作に従い、画質調整制御部１１ａおよび表示制御部１１ｂは、パレット操作を実行する（
ステップＳ３４）。このパレット操作については、図１７を参照して後述する。
【００７５】
　指示操作がない場合（ステップＳ３３：Ｎｏ）や、パレット操作が終了した後は、表示
されている撮影画像（再生画像）に関して切換え指示があったか否かを判定する（ステッ
プＳ３５）。切換え指示があった場合には（ステップＳ３５：Ｙｅｓ）、切換え指示に従
い、表示すべき画像を画像記憶部２２から読出して表示させる（ステップＳ３６）。切換
え操作指示がない場合（ステップＳ３５：Ｎｏ）や、読出し表示処理が終了した後は、モ
ード切換えボタン１４ａの操作により撮影モードへの切換え指示があったか否かを判定す
る（ステップＳ３７）。モード切換え指示があれば（ステップＳ３７：Ｙｅｓ）、ステッ
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プＳ１３へ移行する。モード切換え指示がなければ（ステップＳ３７：Ｎｏ）、パワース
イッチのオフ指示操作があったか否かを判定する（ステップＳ３８）。オフ指示操作があ
った場合には（ステップＳ３８：Ｙｅｓ）、処理を終了する。オフ指示操作がなければ（
ステップＳ３８：Ｎｏ）、モード切換えボタン１４ａの操作によりパレット非表示モード
への切換え指示があったか否かを判定する（ステップＳ４０）。切換え指示があれば（ス
テップＳ４０：Ｙｅｓ）、ステップＳ１２へ移行し、切換え指示がなければ（ステップＳ
４０：Ｎｏ）、ステップＳ３３へ移行する。
【００７６】
　つぎに、ステップＳ１５によるパレット操作について、図１７を参照して説明する（ス
テップＳ３４の場合も同様であり、説明を省略する）。まず、ユーザのドラッグ操作に伴
う始点Ｄｓの位置を検出する（ステップＳ５１）。そして、検出された始点Ｄｓの位置が
、撮影用パレット３２へのタッチにより検出された位置であるか否かを判定する（ステッ
プＳ５２）。図１０（ａ）に示したように、検出された始点Ｄｓの位置がパレットへのタ
ッチによるものではない場合（ステップＳ５２：Ｎｏ）、表示制御部１１ｂは、撮影用パ
レット３２のピース３２ａ～３２ｅを全てアイコン３３ａ～３３ｅの形態による表示に切
換える（ステップＳ５３）。図１０（ａ）に示した表示例が相当する。
【００７７】
　一方、図８（ａ）に示したように、検出された始点Ｄｓの位置がピースへのタッチによ
るものである場合（ステップＳ５２：Ｙｅｓ）、表示制御部１１ｂは、タッチされたピー
ス、例えばピース３２ｄ部分のすぐ上にアイコン３３ｄを表示させる（ステップＳ５４）
。図８（ｂ）に示した表示例が相当する。
【００７８】
　さらに、ドラッグ操作の始点Ｄｓにおける押圧継続時間（または、押圧力）を検出する
（ステップＳ５５）。その後、ユーザの指が画面から離れてドラッグ操作が終了したら、
そのドラッグ操作の終点Ｄｌの位置を検出する（ステップＳ５６）。
【００７９】
　このように検出されたドラッグ操作において、選択されたピースが、部分調整タイプで
あるか否かを判定する（ステップＳ５７）。明るさ等のように部分調整タイプであれば（
ステップＳ５７：Ｙｅｓ）、画質調整制御部１１ａは、ドラッグ操作の始点Ｄｓまたは終
点Ｄｌの位置に従い、画質調整を行う画像範囲となる特定領域３１ａを設定する（ステッ
プＳ５８）。また、表示制御部１１ｂは、設定された特定領域３１ａが他の部分と識別さ
れるように表示させる。図１２に示した表示例が相当する。
【００８０】
　ついで、検出されたドラッグ操作が、ピースを始点Ｄｓとする操作であったか否かを判
定する（ステップＳ５９）。ピースを始点Ｄｓとするドラッグ操作であった場合には（ス
テップＳ５９：Ｙｅｓ）、画質調整制御部１１ａは、調整の変化方向をパラメータを増加
させる方向に設定する（ステップＳ６０）。一方、ピースを始点Ｄｓとせず終点Ｄｌとす
るドラッグ操作であった場合には（ステップＳ５９：Ｎｏ）、画質調整制御部１１ａは、
調整の変化方向をパラメータを減少させる方向に設定する（ステップＳ６１）。さらに、
画質調整制御部１１ａは、ステップＳ５５で検出された押圧継続時間（または、押圧力）
に応じて変化量（変化させるステップ量）を、テーブル１２ａを参照して設定する（ステ
ップＳ６２）。
【００８１】
　このようにして画質調整制御部１１ａにより設定された画質調整用の調整項目のパラメ
ータに従い、撮像部１５や画像処理部１９を制御することで、ライブビュー画像３１に対
して画質調整処理を実行させる（ステップＳ６３）。そして、画質調整されたライブビュ
ー画像３１を表示部１８に表示させる（ステップＳ６４）。また、表示制御部１１ｂは、
ステップＳ５３やステップＳ５４で切換え表示させたアイコン表示を通常のパレット表示
に切換える（ステップＳ６５）。
【００８２】
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　このようにして、本実施の形態によれば、小型の携帯機器であるデジタルカメラ１への
適用に好適で優れた操作環境を実現することができる。特に、画質調整制御部１１ａが、
ドラッグ操作の対象となった調整項目を画質調整の項目に設定し、さらにこの調整項目が
このドラッグ操作の始点Ｄｓであるか終点Ｄｌであるかによってこの調整項目のパラメー
タを増加させるか減少させるかを設定するので、一般ユーザであっても、極めて分かりや
すいドラッグ操作で、簡単に調整項目の設定およびそのパラメータの増減設定を行うこと
ができる。
【００８３】
　また、撮影画像として被写体視認用のライブビュー画像３１を表示させる場合には、画
質調整用の調整項目として撮影用の調整項目を表示させるので、撮影モード時にはライブ
ビュー画像３１を見ながら簡単に画質調整を行うことができる。
【００８４】
　本発明は、上述した実施の形態に限らず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲であれば、種
々の変形が可能である。本実施の形態は、デジタルカメラ１への適用例で説明したが、パ
ソコンに付属のカメラ部や携帯電話のカメラ部等に適用してもよい。さらには、画像再生
用のタッチパネル付き表示装置に適用してもよい。
【００８５】
　また、取り扱うコンテンツを撮影画像とする小型の携帯機器に限らない。例えば、取り
扱うコンテンツが音楽や音声であり、タッチパネル付き表示部を備える携帯用の音楽／音
声の記録または再生機器に適用してもよい。この場合、タッチパネル付き表示部に表示さ
せるコンテンツの品質調整用の調整項目は、音楽／音声の音質調整用の調整項目とすれば
よい。図１８に音質調整用の調整項目の一例を示す。すなわち、再生音量、高音、低音、
録音レベル、曲切換えを、音楽／音声の音質調整用の調整項目（パラメータ）とする。そ
して、曲切換えについては、増加指示に従い、１曲先の曲に切換え、他の項目に関しては
、増加指示に従いそれぞれのパラメータを３ｄＢ単位で大きくなるように設定させる。減
少指示の場合は、１曲後の曲に切換え、他の項目に関しては、減少指示に従いそれぞれの
パラメータを３ｄＢ単位で小さくなるように設定させる。
【００８６】
　また、本実施の形態では、例えば、図１６および図１７に示すような各処理機能につい
て、図３に示すブロック図では、表示制御等については制御部１１によるソフトウェアに
よって処理するように説明したが、構成の具体例はこれに限るものではない。これらの処
理を、ハードウェア処理とソフトウェア処理のいずれか一方あるいは適宜組み合わせて行
なうことは設計事項である。
【００８７】
　そして、実施の形態の全てあるいは一部がソフトウェア処理で処理が実行される場合に
は、制御部１１がフラッシュメモリ等のプログラムデータ記憶部１２に格納されたユーザ
インタフェース用プログラムを読み出して実行されることで、かかるソフトウェア処理が
実現されるので、このようなソフトウェア処理に関するユーザインタフェース用プログラ
ムも本発明となる。また、このようなユーザインタフェース用プログラムが記録された記
録媒体も本発明となる。なお、プログラムを格納する記録媒体としては、フラッシュメモ
リに限定されるものではなく、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の光学記録媒体、ＭＤ等
の磁気記録媒体、テープ媒体、ＩＣカードなどの半導体メモリであってもよい。さらに、
ユーザインタフェース用プログラムとしては、ネットワークを介して外部の記録媒体から
入手されるもの、例えば、ホームページからダウンロードされるものも当然含まれる。こ
のような場合には、ユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバやｆｔｐサーバ等も
本発明の範囲に含まれるものである。
【００８８】
　さらに、本発明は、上述の実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施の段階
ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を適宜変形して具体化できる。また、上述の実
施の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組合せにより、種々の発明を構成でき
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あるいは、異なる構成要素を適宜組合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の実施の形態のデジタルカメラの概略構成例を示す背面図である。
【図２】デジタルカメラの把持や操作の態様の一例を示す背面図である。
【図３】デジタルカメラのシステム構成例を示すブロック図である。
【図４】テーブルに設定されている調整項目毎のパラメータの変化量の一例を示す説明図
である。
【図５】パレット表示モードにおいて撮影モードに設定された場合の表示部の画面表示例
を示す模式図である。
【図６】それぞれのピースにタッチ操作した場合に表示されるアイコンの一例を示す説明
図である。
【図７】パレット表示モードにおいて再生モードに設定された場合の表示部の画面表示例
を示す模式図である。
【図８】シャッター速を増加させる操作例を示す説明図である。
【図９】増加させる変化量を変更させる操作例を示す説明図である。
【図１０】シャッター速を減少させる操作例を示す説明図である。
【図１１】減少させる変化量を変更させる操作例を示す説明図である。
【図１２】明るさを増加させる操作例を示す説明図である。
【図１３】アウトフォーカスを増加させる操作例を示す説明図である。
【図１４】パレット表示の変形例を示す説明図である。
【図１５】パレット表示の別の変形例を示す説明図である。
【図１６】動作制御例を示す概略フローチャートである。
【図１７】パレット操作のサブルーチンを示す概略フローチャートである。
【図１８】音楽／音声の音質調整用の調整項目例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００９０】
　１　デジタルカメラ
　１１ａ　画質調整制御部
　１１ｂ　表示制御部
　１４　タッチパネル
　１８　表示部
　３１　ライブビュー画像
　３１ａ　特定領域
　３２　撮影用パレット
　３２ａ～３２ｈ　ピース
　３６　撮影画像
　３７　再生用パレット
　３７ａ～３７ｄ　ピース
　４１　撮影用パレット
　４１ａ～４１ｅ　ピース
　Ｄｓ　始点
　Ｄｌ　終点
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】
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