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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置であって、
　画像を表示する表示手段と、
　シャッタースイッチと、
　前記撮像装置の複数の動作状態について、それぞれ異なる複数の機能が割り当てられた
操作部材と、
　前記操作部材への接触を検知する検知手段と、
　前記検知手段により前記操作部材への接触を検知した場合に、該接触を検知した際の当
該撮像装置の動作状態において前記操作部材に割り当てられた機能を画像と共に前記表示
手段に表示し、前記シャッタースイッチの操作中に、前記操作部材への接触を検知した場
合は、前記操作部材に割り当てられた機能を前記表示手段に表示せずに、画像を表示する
ように制御する制御手段と
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段による前記機能の表示、非表示を切り換える切換手段を更に有し、
　前記検知手段により前記操作部材への接触を検知した場合に、前記制御手段は、前記切
換手段により前記機能の表示が設定された場合には前記機能を表示し、非表示が設定され
た場合には前記機能を表示しない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。



(2) JP 4154431 B2 2008.9.24

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記制御手段は、前記切換手段により前記機能の非表示が設定されている場合に、非表
示が設定されている旨を前記表示手段に更に表示するように制御することを特徴とする請
求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記切換手段による設定状態及び前記操作部材への接触の検知に関わ
らず、前記操作部材の機能の設定内容を前記表示手段に更に表示し、前記切換手段により
前記機能の非表示が設定されている状態で、前記検知手段により前記操作部材への接触を
検知した場合に、前記制御手段は、前記表示された設定内容の内、前記操作部材を操作す
ることで変更可能な設定内容を、前記検知された前記操作部材への接触に応じて、変更不
可能な設定内容と表示の仕方を変えて表示することを特徴とする請求項２または３に記載
の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示の仕方は、設定内容の拡大表示及び表示色の変更を含むことを特徴とする請求
項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記撮像装置が水中撮影モードに設定されている場合に、前記操作部材に割り当てられ
た機能を前記表示手段に表示しないことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記
載の撮像装置。
【請求項７】
　画像を表示する表示手段と、シャッタースイッチと、撮像装置の複数の動作状態につい
て、それぞれ異なる複数の機能が割り当てられた操作部材と、前記操作部材への接触を検
知する検知手段とを有する前記撮像装置における、前記表示手段の表示制御方法であって
、
　前記検知手段による前記操作部材への接触の有無を判断する検知工程と、
　前記検知工程において前記操作部材への接触を検知した場合に、該接触を検知した際の
前記撮像装置の動作状態において前記操作部材に割り当てられた機能を画像と共に前記表
示手段に表示し、前記シャッタースイッチの操作中に、前記操作部材への接触を検知した
場合は、前記操作部材に割り当てられた機能を前記表示手段に表示せずに、画像を表示す
る表示工程と
　を有することを特徴とする表示制御方法。
【請求項８】
　前記機能の表示、非表示を切り換える切換工程を更に有し、
　前記表示工程は、前記検知工程において前記操作部材への接触を検知した場合、前記切
換工程により前記機能の表示が設定されていれば実行されることを特徴とする請求項７に
記載の表示制御方法。
【請求項９】
　前記切換工程により前記機能の非表示が設定されている場合に、非表示が設定さている
旨を前記表示手段に表示する工程を更に有することを特徴とする請求項８に記載の表示制
御方法。
【請求項１０】
　前記切換工程における設定状態及び前記操作部材への接触の検知に関わらず、前記操作
部材の機能の設定内容を前記表示手段に表示する工程と、
　前記切換工程により前記機能の非表示が設定されている状態で、前記検知手段により前
記操作部材への接触を検知した場合に、前記表示された設定内容の内、前記操作部材を操
作することで変更可能な設定内容を、前記検知された前記操作部材への接触に応じて、変
更不可能な設定内容と表示の仕方を変えて表示する工程と
　を更に有することを特徴とする請求項８または９に記載の表示制御方法。
【請求項１１】
　前記表示の仕方は、設定内容の拡大表示及び表示色の変更を含むことを特徴とする請求
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項１０に記載の表示制御方法。
【請求項１２】
　前記撮像装置が水中撮影モードに設定されている場合に、前記操作部材に割り当てられ
た機能を前記表示手段に表示しないことを特徴とする請求項７乃至１１のいずれか１項に
記載の表示制御方法。
【請求項１３】
　情報処理装置に、請求項７乃至１２のいずれか１項に記載の表示制御方法の各工程を実
行させるためのプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムを格納したことを特徴とする情報処理装置が読み取り可
能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影した画像を表示する表示装置を備えた撮像装置及び、該表示装置に対す
る表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラ等の撮像装置では、限られた操作部材で多くの機能を実現するた
めに、操作部材に対して、状況やモード等の動作状態に応じて複数の機能が割り当てられ
ているものが多い。例えば、十字キーに対して、再生モードでは再生画像の送り機能や戻
し機能が、撮影モードではストロボ設定やマクロ設定等の機能が割り当てられたりする。
このような場合、ユーザが操作部材に割り当てられている機能が分かり易いように、操作
部材や操作部材の周辺に機能名称や機能を表すイラストがプリントされていることが多い
（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
【非特許文献１】IXY DIGITAL 500 / 450、カメラユーザーガイド、１８頁
【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、従来のデジタルカメラでは、カメラのホールド時に自分の指で操作部材
や操作部材の周辺にプリントされた機能名称や機能を表すイラストが隠れてしまい、分か
らなくなってしまうことがある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決する為に、本発明の撮像装置は、画像を表示する表示手段と、前記撮像
装置の複数の動作状態について、それぞれ異なる複数の機能が割り当てられた操作部材と
、前記操作部材への接触を検知する検知手段と、前記検知手段により前記操作部材への接
触を検知した場合に、該接触を検知した際の当該撮像装置の動作状態において前記操作部
材に割り当てられた機能を画像と共に前記表示手段に表示し、前記シャッタースイッチの
操作中に、前記操作部材への接触を検知した場合は、前記操作部材に割り当てられた機能
を前記表示手段に表示せずに、画像を表示するように制御する制御手段とを有する。
【０００６】
　また、画像を表示する表示手段と、シャッタースイッチと、撮像装置の複数の動作状態
について、それぞれ異なる複数の機能が割り当てられた操作部材と、前記操作部材への接
触を検知する検知手段とを有する前記撮像装置における、前記表示手段の本発明の表示制
御方法は、前記検知手段による前記操作部材への接触の有無を判断する検知工程と、前記
検知工程において前記操作部材への接触を検知した場合に、該接触を検知した際の前記撮
像装置の動作状態において前記操作部材に割り当てられた機能を画像と共に前記表示手段
に表示し、前記シャッタースイッチの操作中に、前記操作部材への接触を検知した場合は
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、前記操作部材に割り当てられた機能を前記表示手段に表示せずに、画像を表示する表示
工程とを有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、操作部材や操作部材の周辺にプリントされた機能名称や機能を表すイ
ラストが隠れてしまっても、ユーザーは操作部材に割り当てられた機能を知ることが可能
になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。ただ
し、本形態において例示される構成部品の寸法、形状、それらの相対配置などは、本発明
が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、本発明がそれ
らの例示に限定されるものではない。
【０００９】
　図１は、本発明の実施の形態における画像処理機能を有する撮像装置の構成を示すブロ
ック図である。なお撮像装置としては、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、カメラ
付き携帯端末（カメラ付き携帯電話を含む）等があり、被写体光学像を変換して電気的な
画像信号を出力可能なものであれば、どのようなものであってもよい。
【００１０】
　図１において、１００は撮像装置である。１０は撮影レンズ、１２は絞り機能を備える
シャッター、１４は光学像を電気信号に変換する撮像素子、１６は撮像素子１４のアナロ
グ信号出力をディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器である。
【００１１】
　１８は撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２６にそれぞれクロック信号や
制御信号を供給するタイミング発生回路であり、メモリ制御回路２２及びシステム制御回
路５０により制御される。
【００１２】
　２０は画像処理回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータ或いはメモリ制御回路２２
からの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２０
は、Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データを用いて所定の演算処理を行う。そして
、得られた演算結果に基づいてシステム制御回路５０が露光制御部４０、測距制御部４２
に対して、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のオートフォーカス（ＡＦ）処理、自動露
出（ＡＥ）処理、フラッシュプリ発光（ＥＦ）処理を行っている。さらに、画像処理回路
２０は、Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データを用いて所定の演算処理を行い、得
られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式のオートホワイトバランス（ＡＷＢ）処理も行って
いる。
【００１３】
　２２はメモリ制御回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理
回路２０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、圧縮・伸長回路３２を
制御する。Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データは、画像処理回路２０、メモリ制
御回路２２を介して、或いはメモリ制御回路２２のみを介して、画像表示メモリ２４或い
はメモリ３０に書き込まれる。
【００１４】
　２４は画像表示メモリ、２６はＤ／Ａ変換器、２８はＴＦＴ　ＬＣＤ等から成る画像表
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２６
を介して画像表示部２８により表示される。画像表示部２８を用いて、撮像した画像デー
タを逐次表示することで、電子ビューファインダー（ＥＶＦ）機能を実現することができ
る。また、画像表示部２８は、システム制御回路５０の指示により任意に表示をＯＮ／Ｏ
ＦＦすることが可能であり、表示をＯＦＦにした場合には撮像装置１００の電力消費を大
幅に低減することができる。
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【００１５】
　３０は撮影した静止画像や動画像を格納するためのメモリであり、所定枚数の静止画像
や所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶容量を備えている。これにより、複数枚の
静止画像を連続して撮影する連写撮影やパノラマ撮影の場合にも、高速かつ大量の画像書
き込みをメモリ３０に対して行うことが可能となる。また、メモリ３０はシステム制御回
路５０の作業領域としても使用することが可能である。
【００１６】
　３２は適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等、公知の圧縮方法を用いて画像データを圧
縮・伸長する圧縮・伸長回路である。圧縮・伸長回路３２は、メモリ３０に格納された画
像を読み込んで圧縮処理或いは伸長処理を行い、処理を終えたデータを再びメモリ３０に
書き込む。
【００１７】
　４０は露光制御部であり、絞り機能を備えるシャッター１２を制御する。露光制御部４
０は、フラッシュ４８と連携することによりフラッシュ調光機能も有する。４２は撮影レ
ンズ１０のフォーカシングを制御する測距制御部、４４は撮影レンズ１０のズーミングを
制御するズーム制御部、４６はバリア１０２の動作を制御するバリア制御部である。４８
はフラッシュであり、ＡＦ補助光の投光機能、フラッシュ調光機能も有する。露光制御部
４０及び測距制御部４２はＴＴＬ方式を用いて制御されている。上述の通り、Ａ／Ｄ変換
器１６からの画像データを画像処理回路２０によって演算した演算結果に基づき、システ
ム制御回路５０が露光制御部４０及び測距制御部４２を制御する。
【００１８】
　５０は撮像装置１００全体を制御するシステム制御回路、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。
【００１９】
　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、音声などを
用いて動作状態やメッセージなどを外部に通知するための通知部である。通知部５４とし
ては、例えばＬＣＤやＬＥＤなどによる視覚的な表示を行う表示部や音声による通知を行
う発音素子などが用いられるが、これらのうち１つ以上の組み合わせにより構成される。
特に、表示部の場合には、撮像装置１００の操作部７０近辺の、視認しやすい、単数ある
いは複数箇所に設置されている。また、通知部５４は、その一部の機能が光学ファインダ
ー１０４内に設置されている。
【００２０】
　通知部５４の表示内容の内、ＬＣＤなどに表示するものとしては以下のものがある。ま
ず、シングルショット／連写撮影表示、セルフタイマー表示等、撮影モードに関する表示
がある。また、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮影可能枚数表示等の記
録に関する表示がある。また、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、フ
ラッシュ表示、赤目緩和表示等の撮影条件に関する表示がある。その他に、マクロ撮影表
示、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表示、エラー表示、複数桁の数字に
よる情報表示、記録媒体２００及び２１０の着脱状態表示、通信Ｉ／Ｆ動作表示、日付・
時刻表示なども行われる。
【００２１】
　また、通知部５４の表示内容の内、光学ファインダー１０４内に表示するものとしては
、合焦表示、手ぶれ警告表示、フラッシュ充電表示、シャッタースピード表示、絞り値表
示、露出補正表示などがある。
【００２２】
　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。
【００２３】
　６０、６２、６４、６６、７０、７２及び７４は、システム制御回路５０の各種の動作
指示を入力するための操作手段であり、スイッチやダイアル、タッチパネル、視線検知に
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よるポインティング、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わせで構成される。
【００２４】
　ここで、これらの操作手段の具体的な説明を行う。
【００２５】
　６０はモードダイアルスイッチで、自動撮影モード、プログラム撮影モード、パノラマ
撮影モード、再生モード、マルチ画面再生・消去モード、ＰＣ接続モード等の各機能モー
ドを切り替え設定することができる。
【００２６】
　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の第１ストローク（例
えば半押し）により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。
【００２７】
　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の第２ストローク（例
えば全押し）によりＯＮとなり、露光処理、現像処理、及び記録処理からなる一連の処理
の動作開始を指示する。まず、露光処理では、撮像素子１４から読み出した信号をＡ／Ｄ
変換器１６、メモリ制御回路２２を介して画像データをメモリ３０に書き込み、更に、画
像処理回路２０やメモリ制御回路２２での演算を用いた現像処理が行われる。更に、メモ
リ３０から画像データを読み出し、圧縮・伸長回路３２で圧縮を行い、記録媒体２００あ
るいは２１０に画像データを書き込む記録処理が行われる。
【００２８】
　６６は電源スイッチで、電源オン及び電源オフを切り替え設定することができる。
【００２９】
　７０は各種ボタンやタッチパネルなどから成る操作部である。一例として、メニューボ
タン、セットボタン、マクロボタン、マルチ画面再生改ページボタン、フラッシュ設定ボ
タン、単写／連写／セルフタイマー切り換えボタン、メニュー移動＋（プラス）ボタン、
メニュー移動－（マイナス）ボタンを含む。更に、再生画像移動＋（プラス）ボタン、再
生画像移動－（マイナス）ボタン、撮影画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付／時間設
定ボタンなども含む。また、上記プラスボタン及びマイナスボタンの各機能は、回転ダイ
アルスイッチを備えることによって、より軽快に数値や機能を選択することが可能となる
。
【００３０】
　７２はタッチセンサーで、操作部７０の操作部材と組み合わせて、操作部材への指の接
触を検出する。本実施の形態では、タッチセンサー７２を用いて操作部材への指の接触を
検出した際に、画像表示部２８または通知部５４に、その操作部材に割り当てられている
機能のガイダンス表示を行い、ユーザ操作を補助し操作性を向上させる。
【００３１】
　本実施の形態では、タッチセンサー７２を用いた指の接触を検出可能な操作部材を十字
キーとして構成する。そして、撮影モードでは、上下左右ボタンをそれぞれ、ＩＳＯ感度
設定、単写／連写／セルフタイマー設定、ストロボモード設定、マクロ・遠景設定に、再
生モードでは、画像ジャンプ、画像消去、再生画像送りに割り当てたものとして説明する
。なお、上記機能の割り当ては一例であり、十字キーに別の機能を割り当てたり、タッチ
センサー７２を用いた指の接触を検出可能な操作部材を別のボタンとして構成したりして
もよいことは言うまでもない。
【００３２】
　７４はガイダンススイッチで、タッチセンサー７２を用いて操作部材に指が接触してい
ることを検出した際のガイダンス表示のＯＮ及びＯＦＦ（表示／非表示）を切り換えて設
定することができる。システム制御回路５０はシステム制御回路５０の内部メモリ或いは
メモリ５２に記憶されるガイダンス表示設定フラグの状態を変更することにより、ガイダ
ンス表示のＯＮ／ＯＦＦ制御を行う。なお、ここではガイダンス表示のＯＮ／ＯＦＦ切り
換えをガイダンススイッチ７４を用いて行うように構成しているが、メニューボタン押下
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により呼び出される設定メニュー等からガイダンス表示のＯＮ／ＯＦＦを切り替えるよう
にしてもよい。
【００３３】
　８０は電源制御部で、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り
替えるスイッチ回路等により構成されている。電池の装着の有無、電池の種類、電池残量
の検出を行い、検出結果及びシステム制御回路５０の指示に基づいてＤＣ－ＤＣコンバー
タを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供給する。
【００３４】
　８２、８４はコネクタ、８６はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電
池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ－ｉｏｎ電池、Ｌｉポリマー電池等の二次電池、ＡＣアダプター
等からなる電源部である。
【００３５】
　９０及び９４はメモリカードやハードディスク等の記録媒体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媒体と接続を行うコネクタである。
【００３６】
　なお、本実施の形態では記録媒体を取り付けるインタフェース及びコネクタを２系統持
つものとして説明しているが、記録媒体を取り付けるインタフェース及びコネクタは、単
数或いは複数、いずれの系統数を備える構成としても構わない。また、異なる規格のイン
タフェース及びコネクタを組み合わせて備える構成としても構わない。
【００３７】
　インタフェース及びコネクタとしては、種々の記憶媒体の規格に準拠したものを用いて
構成することが可能である。例えば、ＰＣＭＣＩＡ（Personal Computer Memory Card In
ternational Association）カードやＣＦ（コンパクトフラッシュ（登録商標））カード
、ＳＤカード等を用いることができる。インタフェース９０及び９４、そしてコネクタ９
２及び９６をＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（登録商標）カード等の規格に準拠したものを用
いて構成した場合、各種通信カードを接続することができる。通信カードとしては、ＬＡ
Ｎカードやモデムカード、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）カード、ＩＥＥＥ（Institut
e of Electrical and Electronic Engineers）１３９４カードがある。他にも、Ｐ１２８
４カード、ＳＣＳＩ（Small Computer System Interface）カード、ＰＨＳ等がある。こ
れら各種通信カードを接続することにより、他のコンピュータやプリンタ等の周辺機器と
の間で画像データや画像データに付属した管理情報を転送し合うことができる。
【００３８】
　１０２は、撮像装置１００のレンズ１０を含む撮像部を覆う事により、撮像部の汚れや
破損を防止する保護装置であるバリアである。
【００３９】
　１０４は光学ファインダであり、画像表示部２８による電子ファインダー機能を使用す
ること無しに、光学ファインダーのみを用いて撮影を行うことが可能である。また、光学
ファインダー１０４内には、通知部５４の一部の機能、例えば、合焦状態、手振れ警告、
フラッシュ充電、シャッタースピード、絞り値、露出補正などが表示される。
【００４０】
　１１０は通信回路で、ＲＳ２３２ＣやＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、Ｐ１２８４、ＳＣＳ
Ｉ、モデム、ＬＡＮ、無線通信、等の各種通信機能を有する。
【００４１】
　１１２は通信回路１１０により撮像装置１００を他の機器と接続するコネクタ或いは無
線通信の場合はアンテナである。
【００４２】
　２００及び２１０はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。この記録媒体
２００及び２１０は、それぞれ、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２
０２及び２１２、撮像装置１００とのインタフェース２０４及び２１４、撮像装置１００
と接続を行うコネクタ２０６及び２１６を備えている。
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【００４３】
　記録媒体２００及び２１０としては、ＰＣＭＣＩＡカードやコンパクトフラッシュ（登
録商標）等のメモリカード、ハードディスク等を用いることができる。また、マイクロＤ
ＡＴ、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲやＣＤ－ＷＲ等の光ディスク、ＤＶＤ等の相変化型光デ
ィスク等で構成されていても勿論構わない。
【００４４】
　上記説明では、シャッター１２は、絞りとシャッターを兼用するレンズシャッタータイ
プとして説明したが、絞りとシャッターは独立していても良い。また、シャッターはフォ
ーカルプレーン式のシャッターで構成されても良い。
【００４５】
　また、上記例では、ＡＥやＡＦ、ＥＦなどの処理を撮像素子１４からの信号を基にして
行う例を示した。しかし、一眼レフタイプの場合は、撮影時のみ撮像素子に露光がされる
ため、ＡＥ、ＡＦ、ＥＦなどの処理は通常撮像素子と別個のセンサを持ち、その信号をも
とに処理が行われる。このような一眼レフタイプにも本発明が適用可能であることは言う
までもない。
【００４６】
　またズーム機能の無い単焦点レンズ内蔵の撮像装置であっても良いし、バリア１０２を
有していなくとも良い。フラッシュ４８も内蔵ではなく、外付けフラッシュであっても構
わない。
【００４７】
＜第１の実施形態＞
　次に、上記構成を有する撮像装置１００の本第１の実施形態における動作について説明
する。
【００４８】
　図２～図４は、第１の実施形態における撮像装置１００の動作を示すフローチャートで
ある。
【００４９】
　先ず、図２のステップＳ１００において、電源スイッチ６６が電源ＯＮに設定されてい
たならば、システム制御回路５０はフラグや制御変数等を初期化すると共に、撮像装置１
００各部の初期化処理を行う（ステップＳ１０１）。
【００５０】
　一方、ステップＳ１００において電源スイッチ６６が電源ＯＦＦに設定されていたなら
ば、そのままステップＳ１００に戻り、電源スイッチ６６が電源ＯＮに設定されるまでス
テップＳ１００を繰り返す。
【００５１】
　続いて、システム制御回路５０は、ガイダンス表示設定フラグの初期化を行い（ステッ
プＳ１０２）、ステップＳ１０３に進む。なお、ガイダンス表示設定フラグの状態は、シ
ステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶する。
【００５２】
　ガイダンス表示設定フラグは、ガイダンス表示設定のＯＮ／ＯＦＦ制御に用いられる。
ガイダンス表示設定がＯＮであって、タッチセンサー７２により構成された操作部材（本
実施の形態では十字キー）に指が接触していることを検出した際に、画像表示部２８また
は通知部５４に、十字キーに割り当てられている機能のガイダンス表示を行う。ガイダン
ス表示設定フラグの初期値としては、電源ＯＮ時のガイダンス表示設定フラグのデフォル
ト値としてＯＮまたはＯＦＦに決めておいてもよいし、前回電源ＯＦＦ時の設定を不揮発
性メモリ５６に記録しておき、それを読み出して設定してもよい。なお、ガイダンス表示
については、詳細に後述する。
【００５３】
　ステップＳ１０３において、システム制御回路５０は、電源制御部８０により電池等に
より構成される電源８６の残容量や動作情況が撮像装置１００の動作に問題があるか否か
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を判断する。問題があるならば（ステップＳ１０３でＮＯ）、画像表示部２８や通知部５
４を用いて画像や音声により所定の警告表示を行い（ステップＳ１０５）、所定の終了処
理を行った後（ステップＳ１０６）、ステップＳ１００に戻る。ステップＳ１０６におけ
る終了処理では、画像表示部２８や通知部５４の表示を終了状態に変更する。更に、バリ
ア１０２を閉じて撮像部を保護し、フラグや制御変数等を含む必要なパラメータや設定値
、設定モードおよびガイダンス表示設定フラグの状態を不揮発性メモリ５６に記録する。
更に、電源制御部８０により画像表示部２８を含む撮像装置１００各部の不要な電源を遮
断する等の処理を行う。
【００５４】
　一方、電源８６に問題が無いならば（ステップＳ１０３でＹＥＳ）、システム制御回路
５０は記録媒体２００或いは２１０の動作状態が撮像装置１００の動作、特に記録媒体２
００或いは２１０に対する画像データの記録再生動作に問題があるか否かを判断する。問
題があるならば（ステップＳ１０４でＮＯ）、画像表示部２８や通知部５４を用いて画像
や音声により所定の警告表示を行い（ステップＳ１０５）、上述した所定の終了処理を行
った後（ステップＳ１０６）、ステップＳ１００に戻る。
【００５５】
　記録媒体２００或いは２１０の動作状態に問題が無いならば（ステップＳ１０４でＹＥ
Ｓ）、ステップＳ１０７に進む。
【００５６】
　ステップＳ１０７ではモードダイアル６０の設定状態を確認し、撮影モードに設定され
ていたならば、図３のステップＳ１２０に、再生モードに設定されていたならば図４のス
テップＳ１５０に進む。何れでもない場合には、ステップＳ１０８で対応する処理を行っ
てから、ステップＳ１００に戻る。
【００５７】
　次に、図３を参照しながら、モードダイアル６０により撮影モードが設定された場合の
撮像装置１００の動作について説明する。
【００５８】
　撮影モードでは、システム制御回路５０は撮像した画像データを逐次表示するスルー表
示状態にして（ステップＳ１２０）、ステップＳ１２１に進む。スルー表示状態に於いて
は、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して
、画像表示メモリ２４に逐次書き込まれたデータを、メモリ制御回路２２、Ｄ／Ａ変換器
２６を介して画像表示部２８により逐次表示する。このようにして、電子ファインダー機
能を実現している。
【００５９】
　ステップＳ１２１ではモードダイアル６０の操作状態を確認し、操作されていたならば
、図２のステップＳ１０７に戻る。モードダイアル６０が操作されていないならば（ステ
ップＳ１２１でＮＯ）、ステップＳ１２２に進む。
【００６０】
　十字キーへのタッチ検出がされていなければ（ステップＳ１２２でＮＯ）、そのままス
テップＳ１２４に進む。十字キーへのタッチ検出がされていれば（ステップＳ１２２でＹ
ＥＳ）、十字キーに割り当てられている機能のガイダンスを画像表示部２８または通知部
５４に表示する、ガイダンス表示処理を行い（ステップＳ１２３）、ステップＳ１２４に
進む。このガイダンス表示処理の詳細は図５を用いて後述する。
【００６１】
　ステップＳ１２４では、シャッタースイッチＳＷ１が押されているかどうかを判断し、
押されていないならばステップＳ１２１に戻る。シャッタースイッチＳＷ１が押されてい
れば、システム制御回路５０は画像表示部２８の表示状態をフリーズ表示状態にして（ス
テップＳ１２５）、ステップＳ１２６に進む。
【００６２】
　フリーズ表示状態に於いては、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、画像処理回路２０、
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メモリ制御回路２２を介した画像表示メモリ２４の画像データ書き換えを禁止する。そし
て、最後に書き込まれた画像データを、メモリ制御回路２２、Ｄ／Ａ変換器２６を介して
画像表示部２８により表示することにより、静止した画像を電子ファインダーに表示する
。
【００６３】
　ステップＳ１２６において、システム制御回路５０は、測距処理を行って撮影レンズ１
０の焦点を被写体に合わせ、測光処理を行って絞り値及びシャッター時間を決定する。測
光処理に於いて、必要であればフラッシュの設定も行う。
【００６４】
　測距・測光処理を終えると、システム制御回路５０は画像表示部２８の表示状態をスル
ー表示状態にして（ステップＳ１２７）、ステップＳ１２８に進む。なお、ステップＳ１
２７でのスルー表示状態は、ステップＳ１２０でのスルー状態と同じ動作状態である。
【００６５】
　シャッタースイッチＳＷ２が押されずに（ステップＳ１２８でＯＦＦ）、シャッタース
イッチＳＷ１が押されたままならば（ステップＳ１２９でＯＮ）、ステップＳ１２８に戻
る。シャッタースイッチＳＷ２が押されずに（ステップＳ１２８でＯＦＦ）、さらにシャ
ッタースイッチＳＷ１も解除されたならば（ステップＳ１２９でＯＦＦ）、ステップＳ１
２１に戻る。
【００６６】
　シャッタースイッチＳＷ２が押されたならば（ステップＳ１２８でＯＮ）、システム制
御回路５０は画像表示部２８の表示状態を固定色表示状態に設定して（ステップＳ１３０
）、ステップＳ１３１に進む。固定色表示状態に於いては、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器
１６、画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して画像表示メモリ２４に書き込まれ
た撮影画像データを、固定色の画像データに差し替える。この差し替えられた固定色の画
像データを、メモリ制御回路２２、Ｄ／Ａ変換器２６を介して画像表示部２８により表示
することにより、固定色の画像を電子ファインダーに表示する。
【００６７】
　次に、ステップＳ１３１において、システム制御回路５０は、露光処理、及び、現像処
理からなる撮影処理を実行する。露光処理では、撮像素子１４から読み出した信号をＡ／
Ｄ変換器１６、画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して、或いはＡ／Ｄ変換器１
６から直接メモリ制御回路２２を介して、メモリ３０に撮影した画像データを書き込む。
現像処理では、メモリ制御回路２２そして必要に応じて画像処理回路２０を用いて、メモ
リ３０に書き込まれた画像データを読み出して各種処理を行う。
【００６８】
　その後、システム制御回路５０はクイックレビュー表示を行い（ステップＳ１３２）、
続いて記録処理を実行する（ステップＳ１３３）。記録処理では、先ず、メモリ３０に書
き込まれた撮影画像データを読み出して、メモリ制御回路２２そして必要に応じて画像処
理回路２０を用いて各種画像処理を、また、圧縮・伸長回路３２を用いて設定したモード
に応じた画像圧縮処理を行う。その後、記録媒体２００或いは２１０へ圧縮した画像デー
タの書き込みを行う。
【００６９】
　所定のミニマムレビュー時間が経過していなければミニマムレビュー時間が経過するま
でステップＳ１３４を繰り返し、所定のミニマムレビュー時間が経過していたらステップ
Ｓ１３５に進む。
【００７０】
　ステップＳ１３５では、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示状態をスルー
表示状態にして、ステップＳ１３６に進む。
【００７１】
　シャッタースイッチＳＷ１が押された状態であったならば（ステップＳ１３６でＯＮ）
、システム制御回路５０は、ステップＳ１２８に戻って次の撮影に備える。シャッタース
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イッチＳＷ１が放された状態であったならば（ステップＳ１３６でＯＦＦ）、システム制
御回路５０は、一連の撮影動作を終えてステップＳ１２１に戻る。
【００７２】
　次に、図４を参照しながら、モードダイアル６０により再生モードが設定されたときの
撮像装置１００の動作について説明する。
【００７３】
　再生モードでは、システム制御回路５０は記録媒体２００或いは２１０に画像ファイル
が記録されているかどうかのチェックを行う（ステップＳ１５０）。画像ファイルが記録
されているならば、最新の画像を画像表示部２８に再生表示して（ステップＳ１５１）、
ステップＳ１５３に進む。
【００７４】
　画像ファイルが記録されていないならば、画像表示部２８や通知部５４に『画像があり
ません』等の記録媒体内に画像が記録されてない旨を伝えるメッセージを表示して（ステ
ップＳ１５２）、ステップＳ１５３に進む。
【００７５】
　ステップＳ１５３ではモードダイアル６０の操作状態を確認し、操作されていたならば
、図２のステップＳ１０７に戻る。モードダイアル６０が操作されていないならば（ステ
ップＳ１５３でＮＯ）、ステップＳ１５４に進む。
【００７６】
　十字キーへのタッチ検出がされていなければ（ステップＳ１５４でＮＯ）、ステップＳ
１５３に戻り繰り返す。十字キーへのタッチ検出がされていれば（ステップＳ１５４でＹ
ＥＳ）、十字キーに割り当てられている機能のガイダンスを画像表示部２８または通知部
５４に表示するガイダンス表示処理を行い（ステップＳ１５５）、ステップＳ１５３に戻
り繰り返す。このガイダンス表示処理の詳細は図５を用いて後述する。
【００７７】
　図５は、図３のステップＳ１２３および図４のステップＳ１５５で実行される、本第１
の実施形態におけるガイダンス表示処理のフローチャートを示す。
【００７８】
　システム制御回路５０は、システム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶
されるガイダンス表示設定フラグの状態を判断し（ステップＳ１７０）、ガイダンス表示
設定フラグがＯＦＦならば、そのままステップＳ１７２に進む。
【００７９】
　一方、ガイダンス表示設定フラグがＯＮならば、画像表示部２８または通知部５４に十
字キーに割り当てられている機能のガイダンスを表示する（ステップＳ１７１）。
【００８０】
　本第１の実施形態の場合、撮影モードでは、ＩＳＯ感度設定、単写／連写／セルフタイ
マー設定、ストロボモード設定、マクロ・遠景設定を示すアイコンが、再生モードでは、
画像ジャンプ、画像消去、再生画像送りを示すアイコンが、ガイダンスとして表示される
。なお、ガイダンスの表示例は、図６を用いて後述する。
【００８１】
　次に、十字キーによる操作入力がされたかどうかを確認し、操作入力がなされていなけ
れば（ステップＳ１７２でＮＯ）、そのままＳ１７４に進む。操作入力がなされていたら
（ステップＳ１７２でＹＥＳ）、操作入力に応じた動作を実行してから（ステップＳ１７
３）、ステップＳ１７４に進む。
【００８２】
　本第１の実施形態では、十字キーの操作入力に応じて、撮影モードでは、ＩＳＯ感度設
定、単写／連写／セルフタイマー設定、ストロボモード設定、マクロ・遠景設定の変更が
行われ、再生モードでは、画像ジャンプ、画像消去、再生画像送りが行われる。
【００８３】
　十字キーへのタッチ検出は引き続き行われており、十字キーにタッチ中だと判断された
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ならば（ステップＳ１７４でＹＥＳ）、ステップＳ１７２に戻る。
【００８４】
　十字キーへのタッチ検出が解除され、十字キーにタッチ中であると判断されなかったな
らば（ステップＳ１７４でＮＯ）、ステップＳ１７５に進む。
【００８５】
　ステップＳ１７５では、システム制御回路５０はシステム制御回路５０の内部メモリ或
いはメモリ５２に記憶されるガイダンス表示設定フラグの状態を判断する（ステップＳ１
７５）。そして、ガイダンス表示設定フラグがＯＦＦならば、そのまま図３のステップＳ
１２３および図４のステップＳ１５５におけるガイダンス表示処理を終了する。
【００８６】
　一方、ガイダンス表示設定フラグがＯＮならば、画像表示部２８または通知部５４に表
示中のガイダンスを非表示にして（ステップＳ１７６）、図３のステップＳ１２３および
図４のステップＳ１５５におけるガイダンス表示処理を終了する。
【００８７】
　図６は、本第１の実施形態におけるガイダンスの表示例を示す図である。なお、ガイダ
ンス表示設定のＯＮ／ＯＦＦの切換は、図１を参照して上述したように、ガイダンススイ
ッチ７４により切り換えることができるが、図６では、別の設定例として、メニューボタ
ン押下により呼び出せる設定メニューを用いた例を示す。
【００８８】
　図６（ａ）は撮影モードでの通常状態を示している。この状態では、ガイダンス表示設
定のＯＮ／ＯＦＦに関わらず同様の表示となる。この状態で、メニューボタンを押下して
設定メニューを表示し、設定メニューの中のガイダンス表示の項目を上下キーでガイダン
ス表示設定を選択すると、ガイダンス表示設定のＯＮ／ＯＦＦを設定することができる。
ガイダンス表示設定画面は、現在のガイダンス表示設定フラグの状態に応じて、フラグが
ＯＮであれば図６（ｂ）の画面が、ＯＦＦであれば図６（ｃ）の画面が表示される。左右
キーでガイダンス表示設定のＯＮ／ＯＦＦを切り換えることができる。
【００８９】
　図６（ｄ）及び（ｅ）はそれぞれガイダンス表示設定ＯＮ（図６（ｂ））およびＯＦＦ
（図６（ｃ））に設定された状態で、十字キーに触れた時の画面の様子である。
【００９０】
　ガイダンス表示設定ＯＮの場合、撮影モードで十字キーに触れると十字キーに割り当て
られている、ＩＳＯ感度設定、単写／連写／セルフタイマー設定、ストロボモード設定、
マクロ・遠景設定機能を示すアイコンがガイダンスとして表示される（図６（ｄ））。ガ
イダンス表示設定ＯＦＦの場合、十字キーに触れても表示は変わらず、通常状態と同様の
表示となる（図６（ｅ））。
【００９１】
　このようにガイダンス表示することで、ユーザーは十字キーに割り当てられている機能
を簡単に知ることができ、操作性の向上を図ることができる。また、操作に熟練している
場合など、ガイダンス表示が必要ないときにはガイダンス表示設定を簡単にＯＦＦにする
こともできる。
【００９２】
　図７はガイダンス表示設定ＯＦＦ時の表示画面の別の例を示す図である。図６（ａ）で
は、ガイダンス表示設定のＯＮ／ＯＦＦにかかわらず同様の表示となるようにしたが、図
７（ａ）に示すように表示しても良い。
【００９３】
　図７（ａ）は、ガイダンス表示設定ＯＦＦ時の通常状態、図７（ｂ）は、ガイダンス表
示設定ＯＦＦ時に十字キーに触れた時の様子を示す図である。図７（ａ）、（ｂ）では、
ガイダンス表示設定がＯＦＦであることを示すアイコン５１０を表示することにより、現
在ガイダンス表示設定がＯＦＦのため、十字キーに触れてもガイダンスは表示されない状
態であるということがすぐにわかる。なお、ガイダンス表示入の時には、アイコン５１０



(13) JP 4154431 B2 2008.9.24

10

20

30

40

50

の「×」が無いアイコンを表示するようにしても、アイコン５１０を表示しないようにし
ても良い。
【００９４】
　このように、図７のように表示すると、現在ガイダンス表示設定がＯＮなのかＯＦＦな
のかが一目で分かるため、より操作性の向上を図ることができる。
【００９５】
　図８は、ガイダンス表示設定ＯＦＦ時の表示画面の別の例を示す図である。図６（ｅ）
に示す例では、ガイダンス表示設定ＯＦＦ時に十字キーに触れても表示は変わらず、通常
状態と同様の表示となるようにしたが、図８のように表示してもよい。
【００９６】
　図８（ａ）及び（ｃ）は、ガイダンス表示設定ＯＦＦ時に下ボタン（単写／連写／セル
フタイマー設定ボタン）に触れた場合、図８（ｂ）及び（ｄ）はガイダンス表示ＯＦＦ時
に右ボタン（ストロボモード設定ボタン）に触れた場合を示す図である。図８（ａ）及び
（ｂ）は、触れているボタンに対応するアイコン５１２、５１３を他のアイコンよりも大
きく表示する例を示している。また、図８（ｃ）及び（ｄ）は、触れているボタンに対応
するアイコン５１４、５１５を通常とは異なる色で表示する例を示している。このように
アイコンの表示の仕方を変えることで、ガイダンス表示設定ＯＦＦ時にガイダンスが表示
されなくても、触れているボタンに割り当てられている機能が何であるかが分かるため、
より操作性の向上を図ることができる。
【００９７】
＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００９８】
　本第２の実施形態では、十字キーに指が接触しているかどうかを、撮像装置の撮影・再
生の処理とは独立した処理で監視し、十字キーへの接触を感知したときに、割り込みを掛
けて、図１２を参照して後述するガイダンス表示処理を行う。まず、本第２の実施形態に
おけるメインルーチンについて説明する。
【００９９】
　図９～図１１は、第２の実施形態における撮像装置１００の動作を示すフローチャート
であり、図９は図２に示す処理に、ステップＳ２０１が追加されたものである。本第２の
実施形態では、ステップＳ１０２でシステム制御回路５０は、ガイダンス表示設定フラグ
の初期化を行い（ステップＳ１０２）、その状態をシステム制御回路５０の内部メモリ或
いはメモリ５２に記憶して、ステップＳ２０１に進む。
【０１００】
　ステップＳ２０１において、システム制御回路５０は、ガイダンス表示許可フラグをＯ
Ｎに初期化し、ステップＳ１０３に進む。なお、ガイダンス表示許可フラグの状態は、シ
ステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶する。ガイダンス表示許可フラ
グは、ガイダンス表示設定がＯＮであっても状況に応じてガイダンスを表示するかどうか
を制御するために用いられる。
【０１０１】
　ステップＳ２０１以外の処理は、図２で説明した処理と同様であるため、説明を省略す
る。
【０１０２】
　次に、図９のステップＳ１０７でモードダイアル６０が撮影モードに設定されている場
合の本第２の実施形態における処理について、図１０を参照して説明する。なお、図３と
同様の処理には、同じ参照番号を付し、適宜説明を省略する。
【０１０３】
　撮影モードでは、システム制御回路５０は撮像した画像データを逐次表示するスルー表
示状態にして（ステップＳ１２０）、ステップＳ１２１に進む。ステップＳ１２１ではモ
ードダイアル６０の操作状態を確認し、操作されていたならば、図９のステップＳ１０７
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に戻る。モードダイアル６０が操作されていないならば（ステップＳ１２１でＮＯ）、ス
テップＳ１２４に進む。本第２の実施形態では、上述したように、十字キーに指が接触し
ているかどうかは、別の独立した処理で監視して割り込みをかけるため、図３で説明した
ステップＳ１２２及びＳ１２３の処理は行わない。
【０１０４】
　ステップＳ１２４において、シャッタースイッチＳＷ１が押されているかどうかを判断
し、押されていないならばステップＳ１２１に戻る。シャッタースイッチＳＷ１が押され
ていれば、システム制御回路５０は、システム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５
２に記憶されているガイダンス表示許可フラグをＯＦＦに設定し、ステップＳ１２５に進
む。
【０１０５】
　この後、図３で説明したステップＳ１２５～Ｓ１２９の処理を行い、ステップＳ１２９
でＳＷ１が解除された場合に（ステップＳ１２９でＯＦＦ）、ステップＳ２１１へ進む。
ステップＳ２１１では、システム制御回路５０はシステム制御回路５０の内部メモリ或い
はメモリ５２に記憶されるガイダンス表示許可フラグをＯＮに設定し直してから、ステッ
プＳ１２１に戻る。
【０１０６】
　一方、シャッタースイッチＳＷ２が押されたならば（ステップＳ１２８でＯＮ）、シス
テム制御回路５０は、図３で説明したステップＳ１３０～Ｓ１３６の処理を行う。そして
、シャッタースイッチＳＷ１が放されると（ステップＳ１３６でＯＦＦ）、ステップＳ２
１２に進む。ステップＳ２１２では、システム制御回路５０はシステム制御回路５０の内
部メモリ或いはメモリ５２に記憶されるガイダンス表示許可フラグをＯＮに設定し直して
から、一連の撮影動作を終えてステップＳ１２１に戻る。
【０１０７】
　このように、シャッタースイッチＳＷ１が押されている間は、ガイダンス表示許可フラ
グをＯＦＦに設定する。
【０１０８】
　次に、図１１を参照しながら、モードダイアル６０により再生モードが設定されたとき
の本第２の実施形態における撮像装置１００の動作について説明する。
【０１０９】
　本第２の実施形態においては、上述したように、十字キーに指が接触しているかどうか
は、別の独立した処理で監視して割り込みをかける。そのため、図１１に示す第２の実施
形態の処理では、図４のステップＳ１５４及びＳ１５５の処理を行わない。それ以外の処
理は、図４と同様であるため、同じ参照番号を付し、説明を省略する。
【０１１０】
　次に、本第２の実施形態におけるガイダンス表示処理の詳細なフローチャートを図１２
に示す。この処理は、十字キーに指などの接触が感知されたときに、上述した図９～図１
１の処理に割り込みを掛けて実行される。
【０１１１】
　十字キーへの接触が感知されると、システム制御回路５０はシステム制御回路５０の内
部メモリ或いはメモリ５２に記憶されるガイダンス表示設定フラグの状態を判断する（ス
テップＳ２７０）。ガイダンス表示設定フラグがＯＦＦならば、そのままステップＳ２７
３に進む。
【０１１２】
　一方、ガイダンス表示設定フラグがＯＮならば、システム制御回路５０はシステム制御
回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶されているガイダンス表示許可フラグの状
態を判断する（ステップＳ２７１）。ガイダンス表示許可フラグがＯＦＦならば、そのま
まステップＳ２７３に進む。
【０１１３】
　次に、ガイダンス表示許可フラグがＯＮならば、画像表示部２８または通知部５４に十
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字キーに割り当てられている機能のガイダンスを表示する（ステップＳ２７２）。なお、
ガイダンスの表示内容は、図５のステップＳ１７１で説明したものと同様である。
【０１１４】
　このように制御することで、ガイダンス表示設定がＯＮであっても、ガイダンス表示許
可フラグがＯＦＦの場合にはガイダンス表示を禁止することができる。図９～図１１を参
照して上述した例では、シャッタースイッチＳＷ１が押されている間はガイダンス表示許
可フラグがＯＦＦである。これにより、ガイダンス表示設定がＯＮであってもガイダンス
表示を禁止することができ、撮影に不要な表示がされないようにすることができる。
【０１１５】
　次に、十字キーによる操作入力がされたかどうかを確認し、操作入力がなされていなけ
れば（ステップＳ２７３でＮＯ）、そのままＳ２７５に進む。操作入力がなされていたら
（ステップＳ２７３でＹＥＳ）、操作入力に応じた動作を実行してから（ステップＳ２７
４）、ステップＳ２７５に進む。なお、ステップＳ２７４における動作は、図５のステッ
プＳ１７３で行われる動作と同様である。
【０１１６】
　十字キーへのタッチ検出は引き続き行われており、十字キーにタッチ中だと判断された
ならば（ステップＳ２７５でＹＥＳ）、ステップＳ２７３に戻る。
【０１１７】
　十字キーへのタッチ検出が解除され、十字キーにタッチ中であると判断されなかったな
らば（ステップＳ２７５でＮＯ）、ステップＳ２７６に進む。
【０１１８】
　システム制御回路５０はシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶さ
れるガイダンス表示設定フラグの状態を判断し（ステップＳ２７６）、ガイダンス表示設
定フラグがＯＦＦならば、そのままガイダンス表示処理を終了する。
【０１１９】
　ガイダンス表示設定フラグがＯＮならば、システム制御回路５０はシステム制御回路５
０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶されるガイダンス表示許可フラグの状態を判断す
る（ステップＳ２７７）。ガイダンス表示許可フラグがＯＦＦならば、そのままガイダン
ス表示処理を終了する。一方、ガイダンス表示許可フラグがＯＮならば、画像表示部２８
または通知部５４に表示中のガイダンスを非表示にして（ステップＳ２７８）、ガイダン
ス表示処理を終了する。
【０１２０】
　図１３は、本第２の実施形態におけるガイダンスの表示例を示す図であり、ガイダンス
表示設定がＯＮの時の表示例を示している。
【０１２１】
　図１３（ａ）は撮影モードでの通常状態を示している。なお、この状態では、ガイダン
ス表示設定フラグ及びガイダンス表示許可フラグのＯＮ／ＯＦＦに関わらず同様の表示と
なる。
【０１２２】
　図１３（ｂ）は、ガイダンス表示設定フラグ及びガイダンス表示許可フラグが共にＯＮ
の時に十字キーに触れた時の画面の様子を示す図である。十字キーに触れると十字キーに
割り当てられている、ＩＳＯ感度設定、単写／連写／セルフタイマー設定、ストロボモー
ド設定、マクロ・遠景設定機能を示すアイコン６０１がガイダンスとして表示される。
【０１２３】
　図１３（ｃ）は、シャッタースイッチＳＷ１を押下した時の画面の様子である。ＡＦ動
作が行われ、合焦枠が表示される。
【０１２４】
　図１３（ｄ）は、この状態（シャッタースイッチＳＷ１を押下したまま）で、十字キー
に触れた時の画面の様子である。シャッタースイッチＳＷ１を押下するとガイダンス表示
許可フラグがＯＦＦに設定され、シャッタースイッチＳＷ１を離すまでＯＮにならないた
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め、十字キーに触れてもガイダンスは表示されない。
【０１２５】
　上記の通り、本第２の実施形態では、ガイダンス表示設定がＯＮであっても、シャッタ
ースイッチＳＷ１の押下時にはガイダンスを表示しないようにする。このようにすること
で、撮影時に余計なガイダンスが表示され撮影の邪魔になるのを防ぐことができる。
【０１２６】
　なお、本第２の実施形態では、シャッタースイッチＳＷ１の押下時にガイダンス表示許
可フラグをＯＦＦにするものとして説明した。しかしながら、ガイダンス表示許可フラグ
をＯＦＦにする条件を適宜設定することで、シャッタースイッチＳＷ１の押下時に限らず
、所望の状況に応じてガイダンスの表示・非表示を切り換えることができる。
【０１２７】
＜第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
【０１２８】
　本第３の実施形態では、シーンモードが水中モードの時にガイダンスを表示しないよう
にする動作を説明する。
【０１２９】
　水中で使用するためにカメラを水中ケースに入れると、ケースの圧力で常に操作部材に
接触していると検出されてしまい、撮影者が操作部材に触れていなくてもガイダンスが誤
表示されてしまうことが考えられる。そのため、水中モードの時にガイダンスを表示しな
いようにすることで、誤表示を防ぐ場合について説明する。
【０１３０】
　本第３の実施形態における撮像装置１００の処理は、第２の実施形態で上述した図９の
ステップＳ１０７において、モードダイアル６０が撮影モード及び再生モードに設定され
ている時の処理が第２の実施形態とは異なる。従って、撮影モード及び再生モード時の処
理について、図１４及び図１５をそれぞれ参照して説明する。
【０１３１】
　図１４において、先ず、ステップＳ３１０でシーンモードの判定を行う。シーンモード
が水中モードであれば、ガイダンス表示許可フラグをＯＦＦに設定し（ステップＳ３１１
）、シーンモードが水中モードでなければ、ガイダンス表示許可フラグをＯＮに設定する
（ステップＳ３１２）。以下、ステップＳ１２０～Ｓ１３６では、第１の実施形態におい
て図３を参照して説明した動作を行う。ただし、本第３の実施形態のステップＳ１２３の
ガイダンス表示処理では、第２の実施形態で図１２を参照して説明した処理を行う。
【０１３２】
　また、モードダイアル６０が再生モードに設定されていた場合、図１５のステップＳ３
２０において、ガイダンス表示許可フラグをＯＮに設定する。以下、ステップＳ１５０～
Ｓ１５５では、第１の実施形態において図４を参照して説明した動作を行う。ただし、本
第３の実施形態のステップＳ１５５のガイダンス表示処理では、第２の実施形態で図１２
を参照して説明した処理を行う。
【０１３３】
　上記のように水中モードの時にガイダンス表示許可フラグをＯＦＦに制御することで、
ガイダンスを表示しないようにすることができる。
【０１３４】
　図１６は、本第３の実施形態におけるガイダンスの表示例を示す図であり、ガイダンス
表示設定がＯＮの時の表示例である。
【０１３５】
　図１６（ａ）は撮影モードでの通常状態を示している。この状態では、ガイダンス表示
設定及びガイダンス表示許可設定のＯＮ／ＯＦＦに関わらず同様の表示となる。
【０１３６】
　図１６（ｂ）は、撮影モードのシーンモードが水中以外で、ガイダンス表示設定フラグ
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及びガイダンス表示許可フラグが共にＯＮの時に、十字キーに触れた時の画面の様子であ
る。十字キーに触れると十字キーに割り当てられている、ＩＳＯ感度設定、単写／連写／
セルフタイマー設定、ストロボモード設定、マクロ・遠景設定機能を示すアイコン７０１
がガイダンスとして表示される。
【０１３７】
　図１６（ｃ）は、撮影モードのシーンモードが水中の場合の通常状態を示している。こ
の状態では、ガイダンス表示設定及びガイダンス表示許可設定のＯＮ／ＯＦＦに関わらず
同様の表示となる。図１６（ｃ）の例では、水中モードであることを示すアイコン７０２
を表示することで、ユーザーは水中モードに設定されていることを知ることができる。
【０１３８】
　図１６（ｄ）は、撮影モードのシーンモードが水中の時に、十字キーに触れた時の画面
の様子を示す図である。シーンモードを水中にすると、ガイダンス表示許可フラグがＯＦ
Ｆに設定されるため、十字キーに触れてもガイダンスは表示されない。
【０１３９】
　このように水中モードの時にガイダンスを表示しないようにすることで、誤表示を防ぐ
ことが可能である。
【０１４０】
＜他の実施形態＞
　本発明の目的は、以下の様にして達成することも可能である。まず、前述した実施形態
の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体（または記録媒体
）を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコンピュ
ータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行
する。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の
機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成す
ることになる。
【０１４１】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、以下のようにして達成することも可能である。即
ち、読み出したプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレ
ーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっ
て前述した実施形態の機能が実現される場合である。ここでプログラムコードを記憶する
記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ、光ディスク、
光磁気ディスク、ＭＯなどが考えられる。また、ＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワー
ク）やＷＡＮ（ワイド・エリア・ネットワーク）などのコンピュータネットワークを、プ
ログラムコードを供給するために用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】本発明の実施の形態における撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における撮像装置の処理の一部を示すフローチャートで
ある。
【図３】本発明の第１の実施形態における撮像装置の撮影モード時の処理の一部を示すフ
ローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態における撮像装置の再生モード時の処理の一部を示すフ
ローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態におけるガイダンス表示処理ルーチンを示すフローチャ
ートである。
【図６】本発明の第１の実施形態におけるガイダンス表示を説明する図である。
【図７】本発明の第１の実施形態におけるガイダンス表示を説明する図である。
【図８】本発明の第１の実施形態におけるガイダンス表示の別の例を説明する図である。
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【図９】本発明の第２及び第３の実施形態における撮像装置の処理の一部を示すフローチ
ャートである。
【図１０】本発明の第２の実施形態における撮像装置の撮影モード時の処理の一部を示す
フローチャートである。
【図１１】本発明の第２の実施形態における撮像装置の再生モード時の処理の一部を示す
フローチャートである。
【図１２】本発明の第２及び第３の実施形態におけるガイダンス表示処理ルーチンを示す
フローチャートである。
【図１３】本発明の第２の実施形態におけるガイダンス表示を説明する図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態における撮像装置の撮影モード時の処理の一部を示す
フローチャートである。
【図１５】本発明の第３の実施形態における撮像装置の再生モード時の処理の一部を示す
フローチャートである。
【図１６】本発明の第３の実施形態におけるガイダンス表示を説明する図である。
【符号の説明】
【０１４３】
１０：撮影レンズ、１２：シャッター、１４：撮像素子、１６：Ａ／Ｄ変換器、１８：タ
イミング発生回路、２０：画像処理回路、２２：メモリ制御回路、２４：画像表示メモリ
、２６：Ｄ／Ａ変換器、２８：画像表示部、３０：メモリ、３２：圧縮伸長回路、４０：
露光制御部、４２：測距制御部、４４：ズーム制御部、４６：バリア制御部、４８：フラ
ッシュ、５０：システム制御回路、５２：メモリ、５４：通知部、５６：不揮発性メモリ
、６０：モードダイアルスイッチ、６２：シャッタースイッチＳＷ１、６４：シャッター
スイッチＳＷ２、６６：電源スイッチ、６８：タッチセンサー、７０：操作部、７２：タ
ッチセンサー、７４：ガイダンススイッチ、８０：電源制御部、８２、８４：コネクタ、
８６：電源、９０、９４：入出力Ｉ／Ｆ、９２、９６：コネクタ、１００：撮像装置、１
０２：バリア、１０４：光学ファインダ、１１０：通信回路、１１２：コネクタ（アンテ
ナ）、２００、２１０：記録媒体、２０２、２１２：記録部、２０４、２１４：インタフ
ェース、２０６、２１６：コネクタ
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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