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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプル操作モードを設定するシンプ
ル操作モード設定部と、
　各種画面において複数のボタンを表示するとともに当該複数のボタンのうちから所望の
ボタンを選択させるタッチパネルと、
　少なくとも操作の目的またはその操作による効果のいずれかに関するボタンまたは説明
を表示する画面であって所定の機能を設定する設定画面に誘導するための画面であるガイ
ド画面を前記選択されたボタンに応じて前記タッチパネルに表示させ、前記シンプル操作
モードが設定されている場合において前記ガイド画面により誘導されて表示される設定画
面が前記シンプル操作モードでは設定ができない機能に係る設定画面である場合には前記
シンプル操作モードを解除するための解除ボタンまたは前記シンプル操作モードを解除す
るための操作方法を前記タッチパネルに表示させる表示制御部と
を具備する操作支援装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記シンプル操作モードが設定されている場合において前記ガイド
画面により誘導されて表示される設定画面が前記シンプル操作モードでは設定ができない
機能に係る設定画面である場合には当該設定画面の直前に表示されるガイド画面に前記解
除ボタンまたは前記操作方法を表示させる請求項１記載の操作支援装置。
【請求項３】
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　特定の機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプル操作モードを設定するシンプ
ル操作モード設定部と、
　各種画面において複数のボタンを表示するとともに当該複数のボタンのうちから所望の
ボタンを選択させるタッチパネルと、
　少なくとも操作の目的またはその操作による効果のいずれかに関するボタンまたは説明
を表示する画面であって所定の機能を設定する設定画面に誘導するための画面であるガイ
ド画面を前記選択されたボタンに応じて前記タッチパネルに表示させ、前記シンプル操作
モードが設定されている場合において前記ガイド画面により誘導されて表示される設定画
面が前記シンプル操作モードでは設定ができない機能に係る設定画面である場合には当該
機能は前記シンプル操作モードでは設定ができない旨を通知させる表示制御部と
を具備する操作支援装置。
【請求項４】
　特定の機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプル操作モードを設定するシンプ
ル操作モード設定部と、
　各種画面において複数のボタンを表示するとともに当該複数のボタンのうちから所望の
ボタンを選択させるタッチパネルと、
　少なくとも操作の目的またはその操作による効果のいずれかに関するボタンまたは説明
を表示する画面であって所定の機能を設定する設定画面に誘導するための画面であるガイ
ド画面を前記選択されたボタンに応じて前記タッチパネルに表示させ、前記シンプル操作
モードが設定されている場合において前記ガイド画面により誘導されて表示される設定画
面が前記シンプル操作モードでは設定ができない機能に係る設定画面である場合には当該
機能は前記シンプル操作モードを解除することにより設定ができる旨を通知させる表示制
御部と
を具備する操作支援装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記ガイド画面とは異なる経路で前記設定画面に誘導するためのメ
ニュー画面を前記選択されたボタンに応じて前記タッチパネルに表示させ、
　前記タッチパネルの初期画面には、前記メニュー画面に進むためのボタンであるメニュ
ーボタンと前記ガイド画面に進むためのボタンであるガイドボタンとが表示される
請求項１乃至４のいずれかに記載の操作支援装置。
【請求項６】
　前記タッチパネルには、前記操作支援装置の起動時に前記メニューボタンおよび前記ガ
イドボタンが表示される請求項５記載の操作支援装置。
【請求項７】
　前記メニュー画面により誘導されて表示される設定画面と前記ガイド画面により誘導さ
れて表示される設定画面とは、設定すべき機能が同一である場合には同一の設定画面であ
る請求項５記載の操作支援装置。
【請求項８】
　前記ガイド画面に誘導されて前記タッチパネルに前記設定画面が表示された場合には当
該誘導の際に当該設定画面の直前に表示されたガイド画面を記憶する選択画面記憶部をさ
らに具備し、
　前記表示制御部は、前記選択画面記憶部に記憶されているガイド画面と同一の誘導経路
でガイド画面を表示させる場合には前記設定画面の直前に前記選択画面記憶部に記憶され
ているガイド画面を表示させる請求項１乃至４のいずれかに記載の操作支援装置。
【請求項９】
　前記表示制御部により順次表示されるガイド画面のうちで前記設定画面の直前に表示さ
れるガイド画面は、一の画面に対して一の操作の目的またはその操作による効果を表示し
て当該操作の目的またはその操作による効果に関する設定画面に誘導するための画面であ
る請求項１乃至４のいずれかに記載の操作支援装置。
【請求項１０】
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　前記タッチパネルの初期画面には、前記ガイドボタンの代わりに、頻繁に使用される機
能を設定するためのボタンが表示される請求項５記載の操作支援装置。
【請求項１１】
　特定の機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプル操作モードを設定するシンプ
ル操作モード設定部と、
　操作支援装置に外装され所定の操作により所定の機能を設定する操作部材と、
　各種画面において複数のボタンを表示するとともに当該複数のボタンのうちから所望の
ボタンを選択させるタッチパネルと、
　少なくとも操作の目的またはその操作による効果のいずれかに関するボタンまたは説明
を表示する画面であって前記操作部材の操作を説明する説明画面に誘導するための画面で
あるガイド画面を前記選択されたボタンに応じて前記タッチパネルに表示させ、前記シン
プル操作モードが設定されている場合において前記ガイド画面により誘導されて表示され
る説明画面が前記シンプル操作モードでは設定ができない機能に係る説明画面である場合
には前記シンプル操作モードを解除するための解除ボタンまたは前記シンプル操作モード
を解除するための操作方法を前記タッチパネルに表示させる表示制御部と
を具備する操作支援装置。
【請求項１２】
　前記表示制御部は、前記シンプル操作モードが設定されている場合において前記ガイド
画面により誘導されて表示される説明画面が前記シンプル操作モードでは設定ができない
機能に係る設定画面である場合には当該説明画面に係る操作部材の操作の直後に前記解除
ボタンまたは前記操作方法を表示させる請求項１１記載の操作支援装置。
【請求項１３】
　前記操作支援装置は、撮像装置である請求項１乃至１２のいずれかに記載の操作支援装
置。
【請求項１４】
　少なくとも操作の目的またはその操作による効果のいずれかに関するボタンまたは説明
を表示する画面であって所定の機能を設定する設定画面に誘導するための画面であるガイ
ド画面をタッチパネルにおいて選択されたボタンに応じて前記タッチパネルに表示させる
第１の表示制御手順と、
　特定の機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプル操作モードが設定されている
場合において前記ガイド画面により誘導されて表示される設定画面が前記シンプル操作モ
ードでは設定ができない機能に係る設定画面である場合には前記シンプル操作モードを解
除するための解除ボタンまたは前記シンプル操作モードを解除するための操作方法を前記
タッチパネルに表示させる第２の表示制御手順と
を具備する表示制御方法。
【請求項１５】
　少なくとも操作の目的またはその操作による効果のいずれかに関するボタンまたは説明
を表示する画面であって所定の機能を設定する設定画面に誘導するための画面であるガイ
ド画面をタッチパネルにおいて選択されたボタンに応じて前記タッチパネルに表示させる
第１の表示制御手順と、
　特定の機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプル操作モードが設定されている
場合において前記ガイド画面により誘導されて表示される設定画面が前記シンプル操作モ
ードでは設定ができない機能に係る設定画面である場合には前記シンプル操作モードを解
除するための解除ボタンまたは前記シンプル操作モードを解除するための操作方法を前記
タッチパネルに表示させる第２の表示制御手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作支援装置に関し、特に、撮影や再生表示などに関して各種機能の設定が



(4) JP 4353235 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

可能な操作支援装置およびこれにおける表示制御方法ならびに当該方法をコンピュータに
実行させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮像装置については、高画質
で綺麗な映像を楽しむための多数の機能が提案されている。このように多数の機能が備え
られた撮像装置において、所望する機能を使用する場合には、所望する機能に応じた設定
が必要となる。
【０００３】
　例えば、多数の機能が備えられた撮像装置において使用者が所望する機能を設定する場
合に、撮像装置のタッチパネルに表示されている操作ボタンを押下して設定する撮像装置
が存在する。
【０００４】
　ここで、撮像装置のタッチパネルにおいては、各種機能の検索をし易くするため、操作
ボタンの名称に文字数制限等を設けタッチパネルの画面上に多くの操作ボタンを表示させ
ている。このような表示方法は、取扱説明書をよく読み、操作ボタンの名称を把握してい
る使用者や、撮像装置に詳しい使用者にとっては比較的分かり易い表示方法である。一方
、撮像装置に不慣れな使用者や初心者にとっては、タッチパネルにおける操作ボタンの名
称の意味を把握することが困難であるため、各種機能の設定を行うことが困難である場合
が多い。
【０００５】
　このような各種機能の設定を初心者でも比較的簡単に行えるようにするため、例えば、
使用者モードスイッチの操作によって、初心者または上級者を示す情報である使用者識別
情報を取得し、取得された使用者識別情報に応じて表示部における操作ボタンの表示数を
変更する表示制御装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。つまり、使用者
が初心者の場合には、基本的な機能に関する操作ボタンのみを表示部に表示させることが
できる。
【特許文献１】特開２００６－１８６５８９号公報（図９）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の従来技術では、基本的な機能に関する操作ボタンのみが表示部に表示されるため
、初心者が基本的な機能を使用する場合における機能設定の操作を比較的容易に行うこと
ができる。
【０００７】
　しかしながら、上述の従来技術は、使用者モードスイッチを操作することによって、表
示部の表示を変更するため、使用者モードスイッチの存在を知らない使用者にとっては、
表示部の表示を変更することができず、各種機能の設定を行うことが困難である。
【０００８】
　また、初心者であっても基本的な機能以外の機能の使用を所望する場合がある。この場
合には、表示部における操作ボタンの表示を通常の表示に変更して設定を行う必要がある
。このため、撮像装置に不慣れな使用者等にとっては、各種機能の設定を行うことが困難
である。
【０００９】
　このような機能設定の際タッチパネルには、撮像装置が備える各機能が分類され、分類
された各項目が操作ボタンとして表示される。そして、所望する機能が属する項目の操作
ボタンを順次選択していき、所望する機能を設定する設定画面を表示させ、この設定画面
において所望する機能の設定を行う。このように、タッチパネルに設定画面を表示させる
ためには、所定の操作ボタンを順次押下する必要がある。
【００１０】
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　しかしながら、撮像装置に不慣れな使用者にとっては、基本的な機能に関する操作ボタ
ンであっても、その操作ボタンの名称を把握することができない場合がある。このような
場合には、機能設定の操作の度に、使用者が取扱説明書を見るか、または、操作ボタンの
名称から機能を推測する必要がある。このため、使用者が所望する機能を設定する場合に
、その設定のための操作が煩雑であるという問題があった。
【００１１】
　そこで、本発明は、使用者が所望する機能を設定する場合に、その設定のための操作を
容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、特定の
機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプル操作モードを設定するシンプル操作モ
ード設定部と、各種画面において複数のボタンを表示するとともに当該複数のボタンのう
ちから所望のボタンを選択させるタッチパネルと、少なくとも操作の目的またはその操作
による効果のいずれかに関するボタンまたは説明を表示する画面であって所定の機能を設
定する設定画面に誘導するための画面であるガイド画面を前記選択されたボタンに応じて
上記タッチパネルに表示させ、上記シンプル操作モードが設定されている場合において上
記ガイド画面により誘導されて表示される設定画面が上記シンプル操作モードでは設定が
できない機能に係る設定画面である場合には上記シンプル操作モードを解除するための解
除ボタンまたは上記シンプル操作モードを解除するための操作方法を上記タッチパネルに
表示させる表示制御部とを具備する操作支援装置およびこれにおける表示制御方法ならび
に当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、設定画面に誘導
するためのガイド画面をタッチパネルに順次表示させ、少なくとも操作の目的またはその
操作による効果のいずれかに基づいて設定画面に誘導させるという作用をもたらす。また
、シンプル操作モードのみを使用していた使用者に対して様々な機能の存在を容易に知ら
せるとともに、その使用者が各種機能の設定を容易に行えるようにするという作用をもた
らす。
　また、この第１の側面において、上記表示制御部は、上記シンプル操作モードが設定さ
れている場合において上記ガイド画面により誘導されて表示される設定画面が上記シンプ
ル操作モードでは設定ができない機能に係る設定画面である場合には当該設定画面の直前
に表示されるガイド画面に上記解除ボタンまたは上記操作方法を表示させるようにしても
よい。これにより、シンプル操作モードが設定されている場合において、ガイド画面によ
り誘導されて表示される設定画面がシンプル操作モードでは設定ができない機能に係る設
定画面である場合には、その設定画面の直前に表示されるガイド画面に解除ボタンまたは
操作方法を表示させるという作用をもたらす。
　また、本発明の第２の側面は、特定の機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプ
ル操作モードを設定するシンプル操作モード設定部と、各種画面において複数のボタンを
表示するとともに当該複数のボタンのうちから所望のボタンを選択させるタッチパネルと
、少なくとも操作の目的またはその操作による効果のいずれかに関するボタンまたは説明
を表示する画面であって所定の機能を設定する設定画面に誘導するための画面であるガイ
ド画面を上記選択されたボタンに応じて上記タッチパネルに表示させ、上記シンプル操作
モードが設定されている場合において上記ガイド画面により誘導されて表示される設定画
面が上記シンプル操作モードでは設定ができない機能に係る設定画面である場合には当該
機能は上記シンプル操作モードでは設定ができない旨を通知させる表示制御部とを具備す
る操作支援装置およびこれにおける表示制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行
させるプログラムである。これにより、設定画面に誘導するためのガイド画面をタッチパ
ネルに順次表示させ、少なくとも操作の目的またはその操作による効果のいずれかに基づ
いて設定画面に誘導させるという作用をもたらす。また、シンプル操作モードのみを使用
していた使用者に対して様々な機能の存在を容易に知らせるとともに、その使用者が各種
機能の設定を容易に行えるようにするという作用をもたらす。
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　また、本発明の第３の側面は、特定の機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプ
ル操作モードを設定するシンプル操作モード設定部と、各種画面において複数のボタンを
表示するとともに当該複数のボタンのうちから所望のボタンを選択させるタッチパネルと
、少なくとも操作の目的またはその操作による効果のいずれかに関するボタンまたは説明
を表示する画面であって所定の機能を設定する設定画面に誘導するための画面であるガイ
ド画面を上記選択されたボタンに応じて上記タッチパネルに表示させ、上記シンプル操作
モードが設定されている場合において上記ガイド画面により誘導されて表示される設定画
面が上記シンプル操作モードでは設定ができない機能に係る設定画面である場合には当該
機能は上記シンプル操作モードを解除することにより設定ができる旨を通知させる表示制
御部とを具備する操作支援装置およびこれにおける表示制御方法ならびに当該方法をコン
ピュータに実行させるプログラムである。これにより、設定画面に誘導するためのガイド
画面をタッチパネルに順次表示させ、少なくとも操作の目的またはその操作による効果の
いずれかに基づいて設定画面に誘導させるという作用をもたらす。また、シンプル操作モ
ードのみを使用していた使用者に対して様々な機能の存在を容易に知らせるとともに、そ
の使用者が各種機能の設定を容易に行えるようにするという作用をもたらす。
　また、これらの第１乃至第３の側面において、上記表示制御部は、上記ガイド画面とは
異なる経路で上記設定画面に誘導するためのメニュー画面を上記選択されたボタンに応じ
て上記タッチパネルに表示させ、上記タッチパネルの初期画面には、上記メニュー画面に
進むためのボタンであるメニューボタンと上記ガイド画面に進むためのボタンであるガイ
ドボタンとが表示されるようにしてもよい。これにより、設定画面に誘導するためのガイ
ド画面に進むためのガイドボタンをタッチパネル上に初期画面として表示させ、少なくと
も操作の目的またはその操作による効果のいずれかに基づいて設定画面に誘導させるとい
う作用をもたらす。
【００１３】
　また、これらの第１乃至第３の側面において、上記タッチパネルには、上記操作支援装
置の起動時に上記メニューボタンおよび上記ガイドボタンが表示されるようにしてもよい
。これにより、ガイドボタンをタッチパネル上に操作支援装置の起動時に表示させ、ほと
んどの使用者にガイドボタンを認識させるという作用をもたらす。
【００１４】
　また、これらの第１乃至第３の側面において、上記メニュー画面により誘導されて表示
される設定画面と上記ガイド画面により誘導されて表示される設定画面とは、設定すべき
機能が同一である場合には同一の設定画面とするようにしてもよい。これにより、メニュ
ー画面により誘導されて表示される設定画面とガイド画面により誘導されて表示される設
定画面とを共通にして、使用者に対して様々な機能の存在を容易に知らせるとともに、各
種機能の設定を容易に行えることを伝えるという作用をもたらす。
【００１５】
　また、これらの第１乃至第３の側面において、上記ガイド画面に誘導されて上記タッチ
パネルに上記設定画面が表示された場合には当該誘導の際に当該設定画面の直前に表示さ
れたガイド画面を記憶する選択画面記憶部をさらに具備し、上記表示制御部は、上記選択
画面記憶部に記憶されているガイド画面と同一の誘導経路でガイド画面を表示させる場合
には上記設定画面の直前に上記選択画面記憶部に記憶されているガイド画面を表示させる
ようにしてもよい。これにより、使用者が直前に使用したガイド画面を迅速に表示させる
という作用をもたらす。
【００１６】
　また、これらの第１乃至第３の側面において、上記表示制御部により順次表示されるガ
イド画面のうちで上記設定画面の直前に表示されるガイド画面を、一の画面に対して一の
操作の目的またはその操作による効果を表示して当該操作の目的またはその操作による効
果に関する設定画面に誘導するための画面とするようにしてもよい。これにより、一の画
面に対して一の操作の目的またはその操作による効果を表示して使用者に画面表示の内容
を理解させ易くするという作用をもたらす。
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【００１７】
　また、これらの第１乃至第３の側面において、上記タッチパネルの初期画面には、上記
ガイドボタンの代わりに、頻繁に使用される機能を設定するためのボタンが表示されるよ
うにしてもよい。これにより、使用者の操作能力に応じた画面表示をするという作用をも
たらす。
【００１９】
　また、これらの第１乃至第３の側面において、上記ガイドボタンの表示サイズと上記タ
ッチパネルにおける上記ガイドボタンの位置と上記ガイドボタンの色と上記ガイドボタン
の表示の有無と上記ガイドボタンの表示内容との少なくとも１つを変更可能とするように
してもよい。これにより、使用者に応じた画面表示をするという作用をもたらす。
【００２０】
　また、本発明の第４の側面は、特定の機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプ
ル操作モードを設定するシンプル操作モード設定部と、操作支援装置に外装され所定の操
作により所定の機能を設定する操作部材と、各種画面において複数のボタンを表示すると
ともに当該複数のボタンのうちから所望のボタンを選択させるタッチパネルと、少なくと
も操作の目的またはその操作による効果のいずれかに関するボタンまたは説明を表示する
画面であって上記操作部材の操作を説明する説明画面に誘導するための画面であるガイド
画面を上記選択されたボタンに応じて上記タッチパネルに表示させ、上記シンプル操作モ
ードが設定されている場合において上記ガイド画面により誘導されて表示される説明画面
が上記シンプル操作モードでは設定ができない機能に係る説明画面である場合には上記シ
ンプル操作モードを解除するための解除ボタンまたは上記シンプル操作モードを解除する
ための操作方法を上記タッチパネルに表示させる表示制御部とを具備する操作支援装置お
よびこれにおける表示制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラム
である。これにより、操作部材の操作を説明する説明画面に誘導するためのガイド画面を
タッチパネルに順次表示させ、少なくとも操作の目的またはその操作による効果のいずれ
かに基づいて説明画面に誘導させるという作用をもたらす。また、シンプル操作モードの
みを使用していた使用者に対して様々な機能の存在を容易に知らせるとともに、その使用
者が各種機能の設定を容易に行えるようにするという作用をもたらす。
【００２１】
　また、この第４の側面において、上記表示制御部は、上記シンプル操作モードが設定さ
れている場合において上記ガイド画面により誘導されて表示される説明画面が上記シンプ
ル操作モードでは設定ができない機能に係る設定画面である場合には当該説明画面に係る
操作部材の操作の直後に上記解除ボタンまたは上記操作方法を表示させるようにしてもよ
い。これにより、シンプル操作モードのみを使用していた使用者に対して様々な機能の存
在を容易に知らせるとともに、その使用者が各種機能の設定を容易に行えるようにすると
いう作用をもたらす。
　また、これらの第１乃至第４の側面において、上記操作支援装置は撮像装置とすること
ができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、使用者が所望する機能を設定する場合に、その設定のための操作を容
易にすることができるという優れた効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　次に本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施の形態における撮像装置１００の機能構成例を示すブロック図で
ある。
【００２５】
　撮像装置１００は、マイクロプロセッサ１１０と、表示信号作成回路１２０と、重畳回
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路１３０と、タッチパネル１４０と、ビューファインダ１５０と、出力端子１６０と、レ
ンズ１７０と、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）１８０と、カメラ信号処理回路１９０
と、記録回路２００と、キー入力回路２１０と、電源回路２２０と、電源コントロール回
路２３０と、バッテリ２４０と、ＡＣケーブル２５０とを備える。
【００２６】
　マイクロプロセッサ１１０は、メモリ（図示せず）に記憶されている制御プログラムに
基づいて、撮像装置１００の各部を制御するマイクロプロセッサである。また、マイクロ
プロセッサ１１０は、タッチパネル１４０やキー入力回路２１０から入力される入力電圧
をＡ／Ｄ変換して得られる変換値に基づいて、現在押下されているボタンを判断し、判断
結果に基づいて、表示信号作成回路１２０にコマンドを出力する。
【００２７】
　表示信号作成回路１２０は、タッチパネル１４０に表示される各種画像を保持するＶＲ
ＡＭ（Video Random Access Memory）を備え、マイクロプロセッサ１１０が出力したコマ
ンドを解釈し、解釈されたコマンドに基づいてＶＲＡＭ上に作成された表示信号を走査単
位で重畳回路１３０に出力するものである。また、表示信号作成回路１２０は、マイクロ
プロセッサ１１０が出力したビットマップデータをＶＲＡＭ上に展開し、ＶＲＡＭ上に展
開されたビットマップデータに対応する表示信号を走査単位で重畳回路１３０に出力する
。
【００２８】
　重畳回路１３０は、カメラ信号処理回路１９０が出力した映像信号と、表示信号作成回
路１２０が出力した表示信号とを重畳し、重畳された画像信号をタッチパネル１４０とビ
ューファインダ１５０と出力端子１６０とに出力する重畳回路である。
【００２９】
　タッチパネル１４０は、重畳回路１３０が出力した画像信号に対応する画像をＬＣＤ（
Liquid Crystal Display）パネルに表示するとともに、ＬＣＤパネルにおける接触を電気
信号に変換し、変換された電気信号をマイクロプロセッサ１１０に出力するタッチパネル
である。また、タッチパネル１４０は、各種画面において複数のボタンを表示するととも
に当該複数のボタンのうちから所望のボタンを選択させるタッチパネルである。
【００３０】
　ビューファインダ１５０は、撮像装置１００において撮影されている画像や再生されて
いる画像を表示する表示装置であり、重畳回路１３０が出力した画像信号に対応する画像
を表示する。
【００３１】
　出力端子１６０は、重畳回路１３０が出力した画像信号を、テレビジョン等の外部装置
に出力する出力端子（LINE OUT）である。
【００３２】
　レンズ１７０は、外界の光を集光し、集光された光をＣＣＤ１８０に出力するものであ
る。なお、レンズ１７０は、マイクロプロセッサ１１０が出力したコントロール信号に従
って、絞り値を変更して撮像画像の明るさを調節する。
【００３３】
　ＣＣＤ１８０は、レンズ１７０を経由して入力された光信号を電気信号に変換し、変換
された電気信号をカメラ信号処理回路１９０に出力する撮像素子である。
【００３４】
　カメラ信号処理回路１９０は、ＣＣＤ１８０が出力した電気信号に対して適正な信号処
理を施し、信号処理が施された電気信号を映像信号として記録回路２００および重畳回路
１３０に出力するものである。また、カメラ信号処理回路１９０は、マイクロプロセッサ
１１０が出力したコントロール信号に従って、映像効果を映像信号に加える処理を実行す
る。
【００３５】
　記録回路２００は、マイクロプロセッサ１１０が出力したコントロール信号に従って、
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カメラ信号処理回路１９０が出力した映像信号を記録メディアに記録する記録回路である
。
【００３６】
　キー入力回路２１０は、一または複数の外部操作部材を備え、外部操作部材の操作に応
じた入力電圧をマイクロプロセッサ１１０に出力する回路である。なお、外部操作部材は
、撮像装置１００に備えられるハードキーである。
【００３７】
　電源回路２２０は、マイクロプロセッサ１１０および他回路に電源供給を行う電源回路
である。なお、電源供給元は、バッテリ２４０またはＡＣケーブル２５０である。
【００３８】
　電源コントロール回路２３０は、マイクロプロセッサ１１０が出力したコントロール信
号に従って、他回路への電源供給の有無を操作するものである。
【００３９】
　バッテリ２４０は、電源回路２２０に電気を供給するバッテリである。また、ＡＣケー
ブル２５０から供給される電気を元に電源回路２２０によってバッテリ２４０に充電が行
われる。
【００４０】
　ＡＣケーブル２５０は、電源回路２２０に電気を供給するＡＣケーブルである。
【００４１】
　なお、撮像装置１００には複数の撮影モードが備えられている。撮影モードとは、被写
体を撮影する場合における撮影条件である。撮影モードとして、例えば、暗い場所で人物
を撮影する場合に使用する夜景＆人物モードがある。
【００４２】
　図２は、本発明の実施の形態における撮像装置１００の表示制御に関する機能構成例を
示すブロック図である。
【００４３】
　撮像装置１００は、マイクロプロセッサ１１０と、タッチパネル１４０と、設定画面記
憶部３１０と、メニュー画面記憶部３２０と、ガイド画面記憶部３３０と、取得部３４０
と、表示制御部３５０と、選択画面記憶部３６０と、操作部３７０とを備える。
【００４４】
　設定画面記憶部３１０は、各種機能を設定するための設定画面を記憶するものであり、
例えば、図７に示す設定画面４２０を記憶するものである。
【００４５】
　メニュー画面記憶部３２０は、図５に示すメニュー大項目選択画面４１０や図６に示す
メニューリスト表示画面４１５等のメニュー画面を記憶するものである。なお、メニュー
画面は、設定画面４２０に誘導するためにタッチパネル１４０において選択されたボタン
に応じてタッチパネル１４０に順次表示されるメニュー画面である。
【００４６】
　ガイド画面記憶部３３０は、図８に示すガイド大項目選択画面５００、図９に示すガイ
ド小項目選択画面５１０、図１０に示すガイド説明画面５２０等のガイド画面を記憶する
ものである。なお、ガイド画面は、少なくとも操作の目的またはその操作による効果のい
ずれかに関するボタンまたは説明を表示する画面であってメニュー画面記憶部３２０に記
憶されているメニュー画面とは異なる経路で設定画面４２０に誘導するためにタッチパネ
ル１４０において選択されたボタンに応じてタッチパネル１４０に順次表示される画面で
ある。
【００４７】
　取得部３４０は、マイクロプロセッサ１１０の指示に基づいて、設定画面記憶部３１０
、メニュー画面記憶部３２０、ガイド画面記憶部３３０にアクセスして、これらに記憶さ
れている各種画面を取得するものである。
【００４８】
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　表示制御部３５０は、マイクロプロセッサ１１０の指示に基づいて、設定画面記憶部３
１０、メニュー画面記憶部３２０、ガイド画面記憶部３３０から取得部３４０が取得した
画面を、タッチパネル１４０に表示させる表示制御部である。
【００４９】
　選択画面記憶部３６０は、ガイド説明画面５２０において設定ボタン５２３が押下され
た場合、または、ガイド説明画面５２０の外部操作部材指示５２８に表示されている外部
操作部材が押下された場合に、押下の際に表示されていたガイド説明画面を記憶するもの
である。つまり、選択画面記憶部３６０は、ガイド画面に誘導されてタッチパネル１４０
に設定画面４２０が表示された場合には当該誘導の際に当該設定画面の直前に表示された
ガイド画面を記憶するものである。このように、設定ボタン５２３押下の際のガイド説明
画面、または、指示された外部操作部材押下の際のガイド説明画面が記憶されることによ
って、次回の使用時において、使用者が直前に使用したガイド説明画面を迅速に表示させ
ることができる。
【００５０】
　操作部３７０は、一または複数の外部操作部材を備え、外部操作部材の操作に応じた入
力電圧をマイクロプロセッサ１１０に出力する操作部である。
【００５１】
　マイクロプロセッサ１１０は、タッチパネル１４０において選択されたボタン、および
、操作部３７０において操作された外部操作部材に従って、取得部３４０および表示制御
部３５０を制御するものである。
【００５２】
　図３は、タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。
【００５３】
　また、図４～図２１は、タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図で
ある。
【００５４】
　図３に示す表示画面３００は、撮像装置１００の起動時（電源投入時を含む）等にタッ
チパネル１４０に表示される初期画面であり、撮像装置１００に備えられている各種機能
の設定または変更を行う場合における入口となる画面である。
【００５５】
　表示画面３００には、ガイドボタン３０１およびメニューボタン３０２が表示されてい
る。なお、図４には、拡大した表示画面３００を示す。なお、表示画面３００は、電源起
動後には必ず表示される画面であり、ガイドボタン３０１およびメニューボタン３０２が
表示されるとともに、撮影されている画像や再生されている画像が表示される画面である
。
【００５６】
　ガイドボタン３０１は、撮像装置１００が備える各種機能の設定に不慣れな使用者を手
助けする操作支援機能であるガイド機能への入口となる選択ボタンである。メニューボタ
ン３０２は、撮像装置１００が備える各種機能を十分に使いこなしている使用者が各種機
能を設定する場合に使用するメニュー画面への入口となる選択ボタンである。なお、メニ
ューボタン３０２は、従来から存在するボタンである。
【００５７】
　なお、電源投入時等にタッチパネル１４０に表示される表示画面３００は、撮像装置１
００の使用者のほとんどが目にする画面である。このため、各種機能の設定等を行う場合
における２つの入口（ガイドボタン３０１およびメニューボタン３０２）をタッチパネル
１４０の初期画面に設けることによって、操作支援機能であるガイド機能の存在を知らな
い使用者にも直感的にガイド機能の存在を認識させることができる。
【００５８】
　タッチパネル１４０に表示画面３００が表示されている場合において、使用者が所望す
る機能を設定する場合には、ガイドボタン３０１またはメニューボタン３０２のいずれか
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を使用者が押下し、各種機能を設定するための設定画面を表示させる。
【００５９】
　最初に、従来から用いられている操作方法で、夜景＆人物モードを設定する場合につい
て図３等を参照して説明する。なお、夜景＆人物モードは、タッチパネル１４０において
設定することが可能な撮影モードである。
【００６０】
　表示画面３００においてメニューボタン３０２が押下されると、タッチパネル１４０に
メニュー大項目選択画面４１０が表示される。なお、図５には、拡大したメニュー大項目
選択画面４１０を示す。
【００６１】
　メニュー大項目選択画面４１０は、撮像装置１００が備える各種機能が分類され、分類
された各項目が表示される画面であり、所望する機能が属する大項目を選択するための画
面である。
【００６２】
　メニュー大項目選択画面４１０には、項目表示４１１と、上向きスクロールボタン４１
２ａと、下向きスクロールボタン４１２ｂと、ＯＫボタン４１３と、「×」ボタン４１４
とが表示されている。項目表示４１１は、各種機能が属する大項目を表示する部分であり
、例えば、大項目として「カメラ設定」が表示され、大項目「カメラ設定」に属する各メ
ニューとして「シーンセレクション」「スポット測光」「カメラ明るさ」等が表示される
。
【００６３】
　上向きスクロールボタン４１２ａおよび下向きスクロールボタン４１２ｂは、タッチパ
ネル１４０に表示されている項目表示４１１以外の項目をスクロール表示するためのボタ
ンである。ＯＫボタン４１３は、タッチパネル１４０に表示されている項目表示４１１に
属する機能の設定等をするための画面に進む場合に押下するボタンである。「×」ボタン
４１４は、タッチパネル１４０の表示を、メニュー大項目選択画面４１０から表示画面３
００に変更するためのボタンである。
【００６４】
　メニュー大項目選択画面４１０においては、大項目の表示に文字数制限等を設けてタッ
チパネル１４０の画面上に多くの名称を並べて表示させることによって、各種機能の検索
をし易くしている。
【００６５】
　このように、メニュー大項目選択画面４１０には大項目の名称が並べて表示されている
ため、取扱説明書をよく読み各種機能の機能名称等を把握している使用者や、撮像装置１
００に詳しい使用者にはとても分かりやすい。一方、撮像装置１００に不慣れな使用者や
初心者にとっては、メニュー大項目選択画面４１０に表示されている大項目から各種機能
を把握することが困難であり、所望する機能の設定を行うことが困難である場合がある。
【００６６】
　例えば、メニュー大項目選択画面４１０において項目表示４１１に「カメラ設定」が表
示されている場合に、ＯＫボタン４１３が押下されると、「カメラ設定」に属する各種機
能を設定する設定画面４２０に進むための画面であるメニューリスト表示画面４１５がタ
ッチパネル１４０に表示される。なお、図６には、拡大したメニューリスト表示画面４１
５を示す。一方、メニュー大項目選択画面４１０において「×」ボタン４１４が押下され
ると、タッチパネル１４０に表示画面３００が表示される。
【００６７】
　メニューリスト表示画面４１５は、撮像装置１００が備える各種機能を設定等するため
の設定画面に進むための入口画面である。
【００６８】
　メニューリスト表示画面４１５には、項目表示４１６と、上向きスクロールボタン４１
７ａと、下向きスクロールボタン４１７ｂと、ＯＫボタン４１８と、「×」ボタン４１９
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ａと、戻るボタン４１９ｂとが表示されている。項目表示４１６は、各種機能が属する項
目を表示する部分であり、例えば、項目として「シーンセレクション」「スポット測光」
「カメラ明るさ」等が表示される。
【００６９】
　上向きスクロールボタン４１７ａおよび下向きスクロールボタン４１７ｂは、タッチパ
ネル１４０に表示されている項目表示４１６以外の項目をスクロール表示するためのボタ
ンである。ＯＫボタン４１８は、タッチパネル１４０に表示されている項目表示４１６に
属する機能の設定等をするための設定画面に進む場合に押下するボタンである。「×」ボ
タン４１９ａは、タッチパネル１４０の表示を、メニューリスト表示画面４１５から表示
画面３００に変更するためのボタンである。戻るボタン４１９ｂは、タッチパネル１４０
の表示を、メニューリスト表示画面４１５からメニュー大項目選択画面４１０に変更する
ためのボタンである。
【００７０】
　メニューリスト表示画面４１５においては、各種機能が属する項目の表示に文字数制限
等を設けてタッチパネル１４０の画面上に多くの名称を並べて表示させることによって、
各種機能の検索をし易くしている。
【００７１】
　このように、メニューリスト表示画面４１５には各種機能が属する項目が並べて表示さ
れているため、取扱説明書をよく読み各種機能の機能名称等を把握している使用者や、撮
像装置１００に詳しい使用者にはとても分かりやすい。一方、撮像装置１００に不慣れな
使用者や初心者にとっては、メニューリスト表示画面４１５に表示されている項目から各
種機能を把握することが困難であり、所望する機能の設定を行うことが困難である場合が
ある。
【００７２】
　例えば、メニューリスト表示画面４１５において項目表示４１６に「シーンセレクショ
ン」が表示されている場合に、ＯＫボタン４１８が押下されると、「シーンセレクション
」の設定画面４２０がタッチパネル１４０に表示される。なお、図７には、拡大した設定
画面４２０を示す。一方、メニューリスト表示画面４１５において戻るボタン４１９ｂが
押下されると、タッチパネル１４０にメニュー大項目選択画面４１０が表示される。
【００７３】
　設定画面４２０は、撮像装置１００が備える各種機能を設定、変更、調整するための画
面であり、所定の操作により所定の機能を設定する設定画面である。
【００７４】
　例えば、シーンセレクションの設定画面４２０には、設定項目表示４２１と、選択ボタ
ン４２２～４２５と、上向きスクロールボタン４２６ａと、下向きスクロールボタン４２
６ｂと、戻るボタン４２７と、頁番号４２８とが表示されている。
【００７５】
　設定項目表示４２１は、タッチパネル１４０に表示されている設定項目の内容を表示す
る部分であり、例えば、設定項目の内容として「シーンセレクション」が表示される。選
択ボタンは、設定画面４２０において設定等する機能を選択するためのボタンであり、例
えば、オートボタン４２２と、夜景＆人物ボタン４２３と、夜景ボタン４２４と、キャン
ドルボタン４２５とが表示される。
【００７６】
　上向きスクロールボタン４２６ａおよび下向きスクロールボタン４２６ｂは、タッチパ
ネル１４０に表示されている設定画面４２０以外の設定画面をスクロール表示するための
ボタンである。戻るボタン４２７は、タッチパネル１４０の表示を、設定画面４２０から
メニューリスト表示画面４１５に変更するためのボタンである。
【００７７】
　頁番号４２８は、設定画面全体の中でタッチパネル１４０に表示されている設定画面の
頁番号を示す数字である。具体的には、図３および図７に示す設定画面４２０では、頁番
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号４２８として「１／３」が表示されているため、タッチパネル１４０に表示されている
設定画面４２０は、３頁の設定画面の中の１頁目のものであることを示す。
【００７８】
　例えば、シーンセレクションの設定画面４２０において夜景＆人物ボタン４２３が押下
されると、撮像装置１００において夜景＆人物モードが設定される。
【００７９】
　次に、ガイド機能を用いて、夜景＆人物モードを設定する場合について図３等を参照し
て説明する。
【００８０】
　表示画面３００においてガイドボタン３０１が押下されると、タッチパネル１４０にガ
イド大項目選択画面５００が表示される。なお、図８には、拡大したガイド大項目選択画
面５００を示す。
【００８１】
　ガイド大項目選択画面５００は、操作の目的、操作による効果等に基づいて、撮像装置
１００が備える各種機能を設定等するための設定画面に進むための画面である。つまり、
メニュー大項目選択画面４１０では、分類された各種機能が属する各大項目から、所望す
る機能を順次選択していくのに対して、ガイド大項目選択画面５００では、所望する機能
を、操作の目的、操作による効果、撮影状況等から導き、順次選択していくことができる
。
【００８２】
　ガイド大項目選択画面５００には、撮るガイドボタン５０１と、つなげるガイドボタン
５０２と、便利ガイドボタン５０３と、表示ガイドボタン５０４と、戻るボタン５０５と
が表示される。
【００８３】
　撮るガイドボタン５０１は、操作の目的等に基づいて、設定画面に進むために押下する
選択ボタンである。撮るガイドボタン５０１が押下された場合には、例えば、図９に示す
画面がタッチパネル１４０に表示される。
【００８４】
　つなげるガイドボタン５０２は、使用者に設問を質問方式で答えてもらいながら順次設
定を行い、テレビジョン等の外部装置と撮像装置１００との接続を簡単に行うための機能
を使用する場合に押下する選択ボタンである。
【００８５】
　便利ガイドボタン５０３は、比較的簡単に使用することができる便利な機能を設定する
場合に押下する選択ボタンである。便利ガイドボタン５０３が押下された場合には、例え
ば、図１６または図１７に示す画面がタッチパネル１４０に表示される。
【００８６】
　表示ガイドボタン５０４は、タッチパネル１４０に表示されている文字や記号等の各画
像の意味を説明する説明文を表示する場合に押下する選択ボタンである。なお、撮像装置
１００において各種機能が設定されている場合には、設定されている機能を示す文字や記
号等の画像がタッチパネル１４０に表示される。表示ガイドボタン５０４が押下された場
合には、例えば、図１８乃至図２１に示す画面がタッチパネル１４０に表示される。
【００８７】
　戻るボタン５０５は、タッチパネル１４０の表示を、ガイド大項目選択画面５００から
表示画面３００に変更するためのボタンである。
【００８８】
　ここでは、撮るガイドボタン５０１を押下して設定画面を表示する場合について説明す
る。
【００８９】
　例えば、ガイド大項目選択画面５００において撮るガイドボタン５０１が押下されると
、タッチパネル１４０にガイド小項目選択画面５１０が表示される。なお、図９には、拡
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大したガイド小項目選択画面５１０を示す。一方、ガイド大項目選択画面５００において
戻るボタン５０５が押下されると、タッチパネル１４０に表示画面３００が表示される。
【００９０】
　ガイド小項目選択画面５１０は、操作の目的、操作による効果、撮影状況等に基づいて
、撮像装置１００が備える各種機能を設定等するための設定画面に進むための画面である
。
【００９１】
　ガイド小項目選択画面５１０には、「こんな場面には」ボタン５１１と、「お好みの画
にするには」ボタン５１２と、「演出するには」ボタン５１３と、戻るボタン５１４とが
表示される。
【００９２】
　「こんな場面には」ボタン５１１は、撮影の状況に応じて撮影モードを設定するような
場合に押下する選択ボタンである。例えば、「こんな場面には」ボタン５１１を押下した
場合には、図１０に示す「カメラまかせで簡単に撮影するには」のガイド説明画面や図１
１に示す「夜景の雰囲気を残して撮るには」のガイド説明画面がタッチパネル１４０に表
示される。
【００９３】
　「お好みの画にするには」ボタン５１２は、使用者の目的に応じて撮影モードを設定す
るような場合に押下する選択ボタンである。例えば、「お好みの画にするには」ボタン５
１２を押下した場合には、図１２に示す「画像の明るさを変えるには」のガイド説明画面
や図１３に示す「選んだ被写体に明るさを合わせるには」のガイド説明画面がタッチパネ
ル１４０に表示される。
【００９４】
　「演出するには」ボタン５１３は、各種機能の効果に応じて撮影モードを設定するよう
な場合に押下する選択ボタンである。例えば、「演出するには」ボタン５１３を押下した
場合には、図１４に示す「シーンの最初や最後に効果を加えるには」のガイド説明画面や
図１５に示す「画像にさまざまな効果を加えるには」のガイド説明画面がタッチパネル１
４０に表示される。
【００９５】
　戻るボタン５１４は、タッチパネル１４０の表示を、ガイド小項目選択画面５１０から
ガイド大項目選択画面５００に変更するためのボタンである。
【００９６】
　例えば、ガイド小項目選択画面５１０において、「こんな場面には」ボタン５１１が押
下されると、ガイド説明画面５２０がタッチパネル１４０に表示される。なお、図１０に
は、拡大したガイド説明画面５２０を示す。一方、ガイド小項目選択画面５１０において
戻るボタン５１４が押下されると、タッチパネル１４０にガイド大項目選択画面５００が
表示される。
【００９７】
　ガイド説明画面５２０は、撮像装置１００が備える各種機能を設定等するための設定画
面に進むための入口画面である。
【００９８】
　ガイド説明画面５２０には、説明表示５２１と、設定項目表示５２２と、設定ボタン５
２３と、上向きスクロールボタン５２４ａと、下向きスクロールボタン５２４ｂと、戻る
ボタン５２５と、終了ボタン５２６と、頁番号５２７とが表示されている。
【００９９】
　説明表示５２１は、撮影の状況についての具体的な内容等が表示される部分であり、例
えば、具体的な内容として「カメラまかせで簡単に撮影するには」が表示される。設定項
目表示５２２は、説明表示５２１に表示されている内容に対して設定される設定内容を表
示する部分である。
【０１００】
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　設定ボタン５２３は、説明表示５２１および設定項目表示５２２に表示されている内容
についての設定を行う場合に押下するボタンである。
【０１０１】
　上向きスクロールボタン５２４ａおよび下向きスクロールボタン５２４ｂは、タッチパ
ネル１４０に表示されているガイド説明画面５２０以外のガイド説明画面をスクロール表
示するためのボタンである。戻るボタン５２５は、タッチパネル１４０の表示を、ガイド
説明画面５２０からガイド小項目選択画面５１０に変更するためのボタンである。終了ボ
タン５２６は、ガイド機能を終了させるためのボタンであり、終了ボタン５２６が押下さ
れると、タッチパネル１４０の表示がガイド説明画面５２０から表示画面３００に変更さ
れる。
【０１０２】
　頁番号５２７は、ガイド説明画面全体の中でタッチパネル１４０に表示されているガイ
ド説明画面の頁番号を示す数字である。具体的には、図３に示すガイド説明画面５２０で
は、頁番号５２７として「１／１３」が表示されているため、タッチパネル１４０に表示
されているガイド説明画面５２０は、１３頁のガイド説明画面の中の１頁目のものである
ことを示す。
【０１０３】
　例えば、図３および図１０に示すように、ガイド説明画面５２０の説明表示５２１に「
カメラまかせで簡単に撮影するには」が表示されている場合において、設定ボタン５２３
が押下されると、上述した設定画面４２０がタッチパネル１４０に表示される。設定画面
４２０における操作内容は、上述した内容と同様である。
【０１０４】
　なお、ガイド説明画面５２０において設定ボタン５２３が押下されると、押下の際に表
示されていたガイド説明画面が選択画面記憶部３６０に記憶される。このように、設定ボ
タン５２３押下の際のガイド説明画面が記憶されることによって、次回の使用時において
、使用者が直前に使用したガイド説明画面を迅速に表示させることができる。これにより
、次回にも使用者が同じ機能を設定する可能性が高いため、設定操作を迅速にすることが
できる。また、設定を解除する場合には、設定時と同じ設定画面において解除操作をする
必要がある。このため、設定の解除操作をする場合においても、使用者が設定時に使用し
たガイド説明画面を迅速に表示させることができるため、解除操作を迅速にすることがで
きる。
【０１０５】
　上述したように、シーンセレクションの設定画面４２０において夜景＆人物ボタン４２
３が押下されると、撮像装置１００において夜景＆人物モードが設定される。また、設定
画面４２０の戻るボタン４２７が押下された場合には、タッチパネル１４０の表示が設定
画面４２０からガイド説明画面５２０に変更される。なお、通常の設定方法を理解するた
め、設定画面４２０の戻るボタン４２７が押下された場合に、タッチパネル１４０の表示
が設定画面４２０からメニューリスト表示画面４１５に変更されるようにしてもよい。
【０１０６】
　このように、撮像装置１００が備える各種機能について、操作の目的、操作による効果
等を表示して設定画面まで導くことによって、撮像装置１００を熟知していない使用者、
取扱説明書をよく読んだことがない使用者、撮像装置１００を初めて使用する使用者等が
所望する機能の設定操作を容易にすることができる。
【０１０７】
　以上で説明した各種機能の設定方法は、タッチパネル１４０において設定することが可
能な機能についての設定方法である。しかし、撮像装置１００においては、外部操作部材
でのみ設定が可能な機能（外部操作部材設定機能）が存在する。そこで、外部操作部材設
定機能の設定方法について、以下で説明する。
【０１０８】
　従来は、外部操作部材設定機能については、取扱説明書を参照して、撮像装置１００に
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外装されている外部操作部材を使用者が見つけ、その外部操作部材を操作することによっ
て、設定することが一般的である。
【０１０９】
　しかしながら、撮像装置１００を熟知しておらず、取扱説明書をよく読んだことがない
使用者等が、外部操作部材設定機能の使用を所望する場合が考えられる。このような場合
においても、これらの使用者が比較的容易に当該機能を設定することができる操作方法に
ついて説明する。使用者は、所望する機能が、外部操作部材設定機能であるか、タッチパ
ネル１４０において設定することが可能な機能であるかを予め知っておく必要はない。
【０１１０】
　図２２は、タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。
【０１１１】
　ここでは、ガイド機能を用いて、「逆光でもきれいに撮る」ために、外部操作部材であ
る「逆光補正ボタン（図示せず）」を押下して、逆光補正機能を設定する場合について図
２２を参照して説明する。
【０１１２】
　上述の説明で示したように、タッチパネル１４０に表示画面３００が表示されている場
合において、ガイドボタン３０１等を順次押下してガイド説明画面５２０を表示させる。
【０１１３】
　図２２に示すように、外部操作部材設定機能を設定するためのガイド説明画面５２０に
は、設定ボタン５２３を表示する代わりに、外部操作部材指示５２８が表示される。
【０１１４】
　外部操作部材指示５２８は、説明表示５２１に表示されている内容に対応する機能を設
定するため、操作すべき外部操作部材を指示する表示をする部分である。
【０１１５】
　なお、図２２に示すガイド説明画面５２０において表示されている説明表示５２１と、
上向きスクロールボタン５２４ａと、下向きスクロールボタン５２４ｂと、戻るボタン５
２５と、終了ボタン５２６と、頁番号５２７とについては、図３に示すガイド説明画面５
２０で説明したものと同様である。
【０１１６】
　例えば、図２２に示すように、ガイド説明画面５２０の説明表示５２１に「逆光でもき
れいに撮るには」が表示されている場合において、外部操作部材指示５２８に表示されて
いる「逆光補正ボタン（撮像装置１００に外装されている外部操作部材）」が押下される
と、撮像装置１００において逆光補正機能が設定される。
【０１１７】
　なお、ガイド説明画面５２０の外部操作部材指示５２８に表示されている外部操作部材
が押下されると、押下の際に表示されていたガイド説明画面が選択画面記憶部３６０に記
憶される。このように、指示された外部操作部材押下の際のガイド説明画面が記憶される
ことによって、次回の使用時において、使用者が直前に使用したガイド説明画面を迅速に
表示させることができる。これにより、次回にも使用者が同じ機能を設定する可能性が高
いため、設定操作を迅速にすることができる。
【０１１８】
　次に、本発明の実施の形態における撮像装置１００の動作について図面を参照して説明
する。
【０１１９】
　図２３は、撮像装置１００による各種機能の設定処理の処理手順を示すフローチャート
である。
【０１２０】
　撮像装置１００において電源がＯＮされた場合（電源投入時、電源起動時）、または、
初期画面の表示が指示された場合には、図３および図４に示すように、タッチパネル１４
０に表示画面３００が表示される。なお、表示画面３００にはガイドボタン３０１および
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メニューボタン３０２が表示される（ステップＳ９００）。
【０１２１】
　続いて、表示画面３００において使用者によってメニューボタン３０２が押下されたか
否かが判断される（ステップＳ９０１）。表示画面３００においてメニューボタン３０２
が押下された場合には（ステップＳ９０１）、図３および図５に示すように、タッチパネ
ル１４０にメニュー大項目選択画面４１０が表示される（ステップＳ９０２）。
【０１２２】
　続いて、メニュー大項目選択画面４１０において使用者によってＯＫボタン４１３また
は「×」ボタン４１４が押下されたか否かが判断される（ステップＳ９０３）。メニュー
大項目選択画面４１０においてＯＫボタン４１３が押下された場合には（ステップＳ９０
３）、図３および図６に示すように、押下された際に項目表示４１１に表示されていた大
項目に対応する画面が表示される（ステップＳ９０４）。例えば、項目表示４１１に「カ
メラ設定」が表示されている場合に、ＯＫボタン４１３が押下されると、「カメラ設定」
に対応するメニューリスト表示画面４１５がタッチパネル１４０に表示される（ステップ
Ｓ９０４）。一方、「×」ボタン４１４が押下された場合には（ステップＳ９０３）、タ
ッチパネル１４０に表示画面３００が表示される（ステップＳ９００）。なお、メニュー
大項目選択画面４１０において上向きスクロールボタン４１２ａまたは下向きスクロール
ボタン４１２ｂが押下された場合には、押下されたスクロールボタンに応じてタッチパネ
ル１４０に表示されている項目表示４１１の表示を移動させる。
【０１２３】
　続いて、メニューリスト表示画面４１５において使用者によってＯＫボタン４１８また
は戻るボタン４１９ｂが押下されたか否かが判断される（ステップＳ９０５）。メニュー
リスト表示画面４１５においてＯＫボタン４１８が押下された場合には（ステップＳ９０
５）、図３および図７に示すように、押下された際に項目表示４１６に表示されていた項
目に対応する画面が表示される（ステップＳ９１７）。例えば、項目表示４１６に「シー
ンセレクション」が表示されている場合に、ＯＫボタン４１８が押下されると、「シーン
セレクション」の設定画面４２０がタッチパネル１４０に表示される（ステップＳ９１７
）。一方、戻るボタン４１９ｂが押下された場合には（ステップＳ９０５）、タッチパネ
ル１４０にメニュー大項目選択画面４１０が表示される（ステップＳ９０２）。なお、メ
ニューリスト表示画面４１５において上向きスクロールボタン４１７ａまたは下向きスク
ロールボタン４１７ｂが押下された場合には、押下されたスクロールボタンに応じてタッ
チパネル１４０に表示されている項目表示４１６の表示を移動させる。また、メニューリ
スト表示画面４１５において「×」ボタン４１９ａが押下された場合には、タッチパネル
１４０に表示画面３００が表示される。
【０１２４】
　表示画面３００においてメニューボタン３０２が押下されなければ（ステップＳ９０１
）、表示画面３００において使用者によってガイドボタン３０１が押下されたか否かが判
断される（ステップＳ９０６）。表示画面３００においてガイドボタン３０１が押下され
た場合には（ステップＳ９０６）、図３および図８に示すように、タッチパネル１４０に
ガイド大項目選択画面５００が表示される（ステップＳ９０７）。
【０１２５】
　一方、表示画面３００において使用者によってガイドボタン３０１およびメニューボタ
ン３０２のいずれも押下されなければ、いずれかが押下されるまでループする（ステップ
Ｓ９０１、ステップＳ９０６）。
【０１２６】
　続いて、ガイド大項目選択画面５００において使用者によって選択ボタン５０１～５０
４または戻るボタン５０５が押下されたか否かが判断される（ステップＳ９０８）。ガイ
ド大項目選択画面５００において選択ボタン５０１～５０４のいずれかが押下された場合
には（ステップＳ９０８）、図３および図９に示すように、押下された選択ボタンに対応
する画面が表示される。例えば、ガイド大項目選択画面５００において撮るガイドボタン
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５０１が押下されると、タッチパネル１４０にガイド小項目選択画面５１０が表示される
（ステップＳ９０９）。一方、戻るボタン５０５が押下された場合には（ステップＳ９０
８）、タッチパネル１４０に表示画面３００が表示される（ステップＳ９００）。
【０１２７】
　続いて、ガイド小項目選択画面５１０において使用者によって選択ボタン５１１～５１
３または戻るボタン５１４が押下されたか否かが判断される（ステップＳ９１０）。ガイ
ド小項目選択画面５１０において選択ボタン５１１～５１３のいずれかが押下された場合
には（ステップＳ９１０）、選択ボタンに対応する画面が選択画面記憶部３６０に記憶さ
れているか否かが判断される（ステップＳ９１１）。一方、戻るボタン５１４が押下され
た場合には（ステップＳ９１０）、タッチパネル１４０にガイド大項目選択画面５００が
表示される（ステップＳ９０７）。
【０１２８】
　選択ボタンに対応する画面が選択画面記憶部３６０に記憶されていなければ（ステップ
Ｓ９１１）、選択ボタンに対応する画面のうちの先頭の画面がタッチパネル１４０に表示
される（ステップＳ９１２）。例えば、ガイド小項目選択画面５１０において、「こんな
場面には」ボタン５１１が押下され（ステップＳ９１０）、「こんな場面には」ボタン５
１１に対応するガイド説明画面５２０が選択画面記憶部３６０に記憶されていなければ（
ステップＳ９１１）、図３および図１０に示すように、ガイド説明画面５２０の先頭の画
面が表示される（ステップＳ９１２）。
【０１２９】
　また、ガイド小項目選択画面５１０において選択ボタン５１１～５１３のいずれかが押
下された場合において（ステップＳ９１０）、選択ボタンに対応する画面が選択画面記憶
部３６０に記憶されている場合には（ステップＳ９１１）、選択画面記憶部３６０に記憶
されている画面が表示される（ステップＳ９１３）。例えば、ガイド小項目選択画面５１
０において、「こんな場面には」ボタン５１１が押下され（ステップＳ９１０）、「こん
な場面には」ボタン５１１に対応するガイド説明画面５２０が選択画面記憶部３６０に記
憶されている場合には（ステップＳ９１１）、図１１に示すように、ガイド説明画面５２
０の中の所定の画面が表示される（ステップＳ９１３）。
【０１３０】
　続いて、タッチパネル１４０に表示されているガイド説明画面が、外部操作部材でのみ
設定が可能な機能を設定するガイド説明画面であるか否かが判断される（ステップＳ９１
４）。タッチパネル１４０に表示されているガイド説明画面が、外部操作部材でのみ設定
が可能な機能を設定するガイド説明画面ではなく、タッチパネル１４０において設定する
ことが可能な機能を設定する設定画面に誘導するガイド説明画面である場合には（ステッ
プＳ９１４）、設定ボタン５２３、上向きスクロールボタン５２４ａ、下向きスクロール
ボタン５２４ｂのいずれかが押下されたか否かが判断される（ステップＳ９１５）。上向
きスクロールボタン５２４ａまたは下向きスクロールボタン５２４ｂが押下された場合に
は（ステップＳ９１５）、押下されたスクロールボタンに応じてタッチパネル１４０に表
示されているガイド説明画面を移動させる（ステップＳ９１６）。一方、設定ボタン５２
３が押下された場合には（ステップＳ９１５）、説明表示５２１および設定項目表示５２
２に表示されている内容についての設定を行う設定画面がタッチパネル１４０に表示され
る（ステップＳ９１７）。例えば、ガイド説明画面５２０の説明表示５２１に「カメラま
かせで簡単に撮影するには」が表示されている場合において、設定ボタン５２３が押下さ
れると（ステップＳ９１５）、「カメラ設定」の設定画面４２０がタッチパネル１４０に
表示される（ステップＳ９１７）。
【０１３１】
　なお、ガイド説明画面５２０において設定ボタン５２３が押下されると、押下の際に表
示されていたガイド説明画面が選択画面記憶部３６０に記憶される。
【０１３２】
　続いて、設定画面４２０において使用者によって選択ボタン４２２～４２５または戻る
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ボタン４２７が押下されたか否かが判断される（ステップＳ９１８）。設定画面４２０に
おいて選択ボタン４２２～４２５のいずれかが押下された場合には（ステップＳ９１８）
、押下された選択ボタンに対応する機能が設定される（ステップＳ９２１）。例えば、シ
ーンセレクションの設定画面４２０において夜景＆人物ボタン４２３が押下されると（ス
テップＳ９１８）、撮像装置１００において夜景＆人物モードが設定される（ステップＳ
９２１）。一方、戻るボタン４２７が押下された場合には（ステップＳ９１８）、タッチ
パネル１４０に直前に表示されていた画面が表示される（ステップＳ９１９）。例えば、
ガイド説明画面５２０において設定ボタン５２３が押下された後に（ステップＳ９１５）
、設定画面４２０が表示された場合において（ステップＳ９１７）、戻るボタン４２７が
押下された場合には（ステップＳ９１８）、タッチパネル１４０にガイド説明画面５２０
が表示される（ステップＳ９１９）。この場合は、直前にガイド説明画面５２０が表示さ
れていた場合であるから（ステップＳ９２０）、ステップＳ９１４に進む。また、メニュ
ーリスト表示画面４１５においてＯＫボタン４１８が押下された後に（ステップＳ９０５
）、設定画面４２０が表示された場合において（ステップＳ９１７）、戻るボタン４２７
が押下された場合には（ステップＳ９１８）、タッチパネル１４０にメニューリスト表示
画面４１５が表示される（ステップＳ９１９）。この場合は、直前にメニューリスト表示
画面４１５が表示されていた場合であるから（ステップＳ９２０）、ステップＳ９０５に
進む。
【０１３３】
　タッチパネル１４０に表示されているガイド説明画面が、外部操作部材でのみ設定が可
能な機能を設定するガイド説明画面である場合には（ステップＳ９１４）、外部操作部材
指示５２８に表示されている外部操作部材が押下されたか否かが判断される（ステップＳ
９２２）。外部操作部材指示５２８に表示されている外部操作部材が押下された場合には
（ステップＳ９２２）、押下された外部操作部材に対応する機能が設定される（ステップ
Ｓ９２１）。例えば、図２２に示すように、ガイド説明画面５２０の説明表示５２１に「
逆光でもきれいに撮るには」が表示されている場合において、外部操作部材指示５２８に
表示されている「逆光補正ボタン（撮像装置１００に外装されている外部操作部材）」が
押下されると（ステップＳ９２２）、撮像装置１００において逆光補正機能が設定される
。
【０１３４】
　一方、外部操作部材指示５２８に表示されている外部操作部材が押下されなければ（ス
テップＳ９２２）、上向きスクロールボタン５２４ａまたは下向きスクロールボタン５２
４ｂが押下されたか否かが判断される（ステップＳ９２３）。上向きスクロールボタン５
２４ａまたは下向きスクロールボタン５２４ｂが押下された場合には（ステップＳ９２３
）、押下されたスクロールボタンに応じてタッチパネル１４０に表示されているガイド説
明画面を移動させる（ステップＳ９２４）。一方、上向きスクロールボタン５２４ａまた
は下向きスクロールボタン５２４ｂが押下されなければ（ステップＳ９２３）、外部操作
部材指示５２８に表示されている外部操作部材が押下されたか否かが判断される（ステッ
プＳ９２２）。
【０１３５】
　なお、ガイド説明画面５２０の外部操作部材指示５２８に表示されている外部操作部材
が押下されると（ステップＳ９２２）、押下の際に表示されていたガイド説明画面が選択
画面記憶部３６０に記憶される。
【０１３６】
　図２４は、タッチパネル１４０に表示される表示画面３００の表示例を示す図である。
【０１３７】
　図２４（ａ）に示すように、表示画面３００にはガイドボタン３０１およびメニューボ
タン３０２が表示されているが、図２４（ｂ）に示すように、ガイドボタン３０１を拡大
表示させるようにしてもよく、図２４（ｃ）に示すように、ガイドボタン３０１とメニュ
ーボタン３０２とを異なる色で表示させるようにしてもよい。具体的には、ガイドボタン
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３０１のサイズ、位置、色、表示有無、表示内容を変更可能とし、使用者の使いやすいよ
うに再編成を可能としてもよい。このように表示することによって、視認性を高め、誤動
作を防止し、ガイド機能の対象である使い慣れていない使用者にも使用を促し易くなり、
使用者にガイドボタン３０１の存在を認識させることができる。また、使用の頻度に応じ
て、ガイドボタン３０１の大きさや位置等を変更するようにしてもよい。
【０１３８】
　なお、使用者に応じて表示画面３００の表示を変更するようにしてもよい。例えば、使
い慣れた使用者が使用する場合には、図２４（ｄ）に示すように、表示画面３００にメニ
ューボタン３０２のみを表示させるようにしてもよい。または、図２４（ｅ）に示すよう
に、ガイドボタン３０１の代わりに、頻繁に使用される機能を設定するためのボタンであ
るカメラ機能ボタン３０３等を表示させるようにしてもよい。
【０１３９】
　以上では、撮像装置１００において通常の操作モードが設定されている場合について説
明した。
【０１４０】
　次に、撮像装置１００においてシンプル操作モードが設定されている場合について説明
する。シンプル操作モードは、ほとんどの機能を設定することなくフルオートで簡単に使
用することができる操作モードであり、比較的よく使われる基本的な機能（特定の機能）
のみを使用者自身が設定することができる操作モードである。このため、撮像装置１００
においてシンプル操作モードが設定されると、設定が可能な基本的な機能に関するメニュ
ーのみがタッチパネル１４０に表示される。なお、撮像装置１００においてシンプル操作
モードを設定する場合には、外部操作部材である「シンプル」ボタンを押下して設定する
が、タッチパネル１４０において設定することも可能である。また、基本的な機能として
、例えば、ナイトショット、フラッシュ、静止画撮影がある。
【０１４１】
　図２５は、撮像装置１００においてシンプル操作モードが設定されている場合において
、タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。
【０１４２】
　図２５に示すように、撮像装置１００においてシンプル操作モードが設定されている場
合には、シンプル操作モードが設定されている旨を示す画像であるシンプル表示３０４が
表示画面３００に表示される。
【０１４３】
　また、表示画面３００においてメニューボタン３０２が押下されると、タッチパネル１
４０にシンプル操作メニュー選択画面４３０が表示される。
【０１４４】
　シンプル操作メニュー選択画面４３０には、基本的な機能を設定するための選択ボタン
のみが表示される。例えば、シンプル操作メニュー選択画面４３０には、録画フォーマッ
トボタン４３２と、操作音ボタン４３３と、日時あわせボタン４３４と、表示ガイドボタ
ン４３５とが表示される。
【０１４５】
　図２６は、撮像装置１００においてシンプル操作モードが設定されている場合と、通常
の操作モードが設定されている場合とにおいて、タッチパネル１４０に表示される表示画
面の遷移の一例を示す図である。
【０１４６】
　シンプル操作モードが設定されている場合においても、表示画面３００においてガイド
ボタン３０１が押下されると、タッチパネル１４０にガイド大項目選択画面５００が表示
される。また、同様に、例えば、ガイド大項目選択画面５００において撮るガイドボタン
５０１が押下されると、タッチパネル１４０にガイド小項目選択画面５１０が表示される
。さらに、例えば、ガイド小項目選択画面５１０において、「こんな場面には」ボタン５
１１が押下されると、ガイド説明画面５２０がタッチパネル１４０に表示される。ただし
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、ガイド大項目選択画面５００、ガイド小項目選択画面５１０、ガイド説明画面５２０の
それぞれにはシンプル表示３０４が表示される点が、通常の操作モードが設定されている
場合と異なる。
【０１４７】
　このように、シンプル操作モードが設定されている場合において、シンプル操作メニュ
ー選択画面４３０に表示される選択ボタンは、基本的な機能を設定するための選択ボタン
のみであるが、表示画面３００においてガイドボタン３０１が押下された場合に表示され
る選択ボタンは、通常の操作モードと同様である。このように表示することによって、操
作の目的、操作による効果等から撮像装置１００が備える各種機能を表示させることがで
きるので、撮像装置１００の操作に関してシンプル操作モードの使用者にステップアップ
を促すことができる。
【０１４８】
　なお、シンプル操作モードが設定されている場合において、ガイド説明画面５２０に表
示されている機能を設定することができない場合には、シンプル操作モードでは設定が不
可能である旨を示す設定不可通知５２９が表示される。例えば、設定不可通知５２９とし
て、図２６に示すように、記号および「シンプル」の文字が表示される。しかし、このよ
うな場合であっても、ガイド説明画面５２０に表示されている機能の設定に誘導するため
、ガイド説明画面５２０には設定ボタン５２３が表示される。
【０１４９】
　例えば、図２６に示すように、ガイド説明画面５２０の説明表示５２１に「カメラまか
せで簡単に撮影するには」が表示されている場合において、設定ボタン５２３が押下され
ると、シンプル操作モード抜け確認画面５３０がタッチパネル１４０に表示される。なお
、シンプル操作モードにおいて設定が可能な機能については、通常の操作モードと同様に
設定することができる。
【０１５０】
　シンプル操作モード抜け確認画面５３０は、シンプル操作モードでは設定が不可能であ
る機能を、設定等するための設定画面に進むための入口画面である。
【０１５１】
　シンプル操作モード抜け確認画面５３０には、シンプル表示３０４と、メッセージ表示
５３１と、シンプル解除ボタン５３２と、終了ボタン５３３と、戻るボタン５３４とが表
示されている。
【０１５２】
　メッセージ表示５３１は、使用者が所望する機能は、シンプル操作モードを解除するこ
とによって設定することができる旨を通知するメッセージである。例えば、メッセージ表
示５３１には、「この機能は、シンプル操作中は設定できません。解除するために「シン
プル」ボタンまたは「シンプル解除」を押してください」と表示される。「シンプル」ボ
タンは、シンプル操作モードを設定する場合に押下する外部操作部材である。
【０１５３】
　シンプル解除ボタン５３２は、シンプル操作モードの設定を解除する場合に押下するボ
タンである。
【０１５４】
　終了ボタン５３３および戻るボタン５３４については、上述した他の終了ボタンおよび
戻るボタンと同様である。
【０１５５】
　なお、ガイド説明画面５２０において設定ボタン５２３が押下されると、押下の際に表
示されていたガイド説明画面が選択画面記憶部３６０に記憶される。このように、設定ボ
タン５２３押下の際のガイド説明画面が記憶されることによって、次回の使用時において
、使用者が直前に使用したガイド説明画面を迅速に表示させることができる。これにより
、次回にも使用者が同じ機能を設定する可能性が高いため、設定操作を迅速にすることが
できる。また、設定の解除操作をする場合においても、使用者が設定時に使用したガイド
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説明画面を迅速に表示させることができるため、解除操作を迅速にすることができる。
【０１５６】
　例えば、シンプル操作モード抜け確認画面５３０が表示されている場合において、シン
プル解除ボタン５３２、または、外部操作部材である「シンプル」ボタンが押下された場
合には、タッチパネル１４０に「シンプル操作を解除しました」のメッセージが表示され
、シンプル操作モードが解除される。続いて、図７および図２６に示すシーンセレクショ
ンの設定画面４２０が表示される。そして、シーンセレクションの設定画面４２０におい
て夜景＆人物ボタン４２３が押下されると、撮像装置１００において夜景＆人物モードが
設定される。なお、設定画面４２０の戻るボタン４２７が押下された場合には、シンプル
操作モード抜け確認画面５３０に戻らずに、タッチパネル１４０の表示が設定画面４２０
からガイド説明画面５２０に変更される。また、再度、シンプル操作モードを設定する場
合には、「シンプル」ボタンを押下する必要がある。
【０１５７】
　このように、撮像装置１００が備える各種機能のうちでシンプル操作モードでは設定が
不可能な機能の使用を所望する場合には、操作の目的、操作による効果等を表示した後に
、シンプル操作モードを解除して設定画面まで導くことができる。これによって、シンプ
ル操作モードのみを使用していた使用者に対して様々な機能の存在を容易に知らせること
ができ、各種機能の設定を容易に行えることを伝えることができる。また、シンプル操作
モードのみを使用していた使用者が、様々な機能を容易に使用することができるようにな
り、使用者が容易に撮像装置１００の操作能力をステップアップすることができる。
【０１５８】
　以上で説明したシンプル操作モードにおける設定方法は、タッチパネル１４０において
設定することが可能な機能についての設定方法である。以下では、外部操作部材でのみ設
定が可能な機能について、シンプル操作モードにおける設定方法について説明する。
【０１５９】
　図２７は、撮像装置１００においてシンプル操作モードが設定されている場合と、通常
の操作モードが設定されている場合とにおいて、タッチパネル１４０に表示される表示画
面の遷移の一例を示す図である。
【０１６０】
　図２２に示す場合と同様に、ガイド機能を用いて、「逆光でもきれいに撮る」ために、
外部操作部材である「逆光補正ボタン（図示せず）」を押下して、逆光補正機能を設定す
る場合について説明する。
【０１６１】
　上述の説明で示したように、シンプル操作モードが設定されている場合において、タッ
チパネル１４０に表示画面３００が表示されている場合に、ガイドボタン３０１等を順次
押下してガイド説明画面５２０を表示させる。
【０１６２】
　図２７に示すように、外部操作部材設定機能を設定するためのガイド説明画面５２０に
は、設定不可通知５２９が表示されるとともに、設定ボタン５２３を表示する代わりに、
外部操作部材指示５２８が表示される。
【０１６３】
　例えば、図２７に示すように、ガイド説明画面５２０の説明表示５２１に「逆光でもき
れいに撮るには」が表示されている場合において、外部操作部材指示５２８に表示されて
いる「逆光補正ボタン（撮像装置１００に外装されている外部操作部材）」が押下される
と、シンプル操作モード抜け確認画面５３０がタッチパネル１４０に表示される。
【０１６４】
　シンプル操作モード抜け確認画面５３０は、シンプル操作モードでは設定が不可能であ
る機能を設定等するため、シンプル操作モードを解除するための画面である。
【０１６５】
　シンプル操作モード抜け確認画面５３０には、シンプル表示３０４と、メッセージ表示
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５３１と、シンプル解除ボタン５３２と、終了ボタン５３３と、戻るボタン５３４とが表
示されている。これらは、図２６で説明したものと同様である。
【０１６６】
　例えば、シンプル操作モード抜け確認画面５３０が表示されている場合において、シン
プル解除ボタン５３２、または、外部操作部材である「シンプル」ボタンが押下された場
合には、タッチパネル１４０に「シンプル操作を解除しました」のメッセージが表示され
、シンプル操作モードが解除される。続いて、図４および図２７に示す表示画面３００が
表示される。そして、シンプル操作モードが解除された後に、「逆光補正ボタン」が押下
されると、撮像装置１００において逆光補正機能が設定される。
【０１６７】
　なお、ガイド説明画面５２０またはシンプル操作モード抜け確認画面５３０がタッチパ
ネル１４０に表示されている場合において、「逆光補正ボタン」が押下されても、シンプ
ル操作モードが解除されていないため、逆光補正機能は設定されない。また、シンプル操
作モードにおいて設定が可能な機能については、通常の操作モードと同様に設定すること
ができる。
【０１６８】
　このように、撮像装置１００が備える各種機能のうちでシンプル操作モードでは設定が
不可能な機能の使用を所望する場合には、その効果や状況等を表示した後に、シンプル操
作モードを解除して設定が可能な状態まで誘導することができる。これによって、シンプ
ル操作モードのみを使用していた使用者に対して様々な機能の存在を容易に知らせること
ができ、各種機能の設定を容易に行えることを伝えることができる。また、シンプル操作
モードのみを使用していた使用者が、様々な機能を容易に使用することができるようにな
り、使用者が容易に撮像装置１００の操作能力をステップアップすることができる。
【０１６９】
　なお、ガイド説明画面５２０の外部操作部材指示５２８に表示されている外部操作部材
が押下されると、押下の際に表示されていたガイド説明画面が選択画面記憶部３６０に記
憶される。このように、外部操作部材押下の際のガイド説明画面が記憶されることによっ
て、次回の使用時において、使用者が直前に使用したガイド説明画面を迅速に表示させる
ことができる。これにより、次回にも使用者が同じ機能を設定する可能性が高いため、設
定操作を迅速にすることができる。
【０１７０】
　なお、タッチパネル１４０と同じ表示画面をビューファインダ１５０に表示するように
してもよく、タッチパネル１４０と同じ表示画面に対応する画像信号を出力端子１６０か
ら出力して、他の外部装置に表示させるようにしてもよい。
【０１７１】
　このように、本発明の実施の形態によれば、使用者の操作を支援する操作支援機能であ
るガイド機能への入口画面である表示画面３００をタッチパネル１４０上に初期画面とし
て表示させ、表示画面３００にガイドボタン３０１を配置し、各種機能の効果、撮影・再
生状況等の説明から、設定する機能を選択・設定へと導くことができる。
【０１７２】
　また、操作に不慣れな使用者でも取扱説明書を見ずに、簡単に満足のいく設定が可能と
なる。さらに、タッチパネル１４０の初期画面である表示画面３００にガイドボタン３０
１およびメニューボタン３０２を配置し、ガイド機能を実現することによって、使い慣れ
た使用者と、あまり使い慣れていない使用者のメニューの入口を隣合わせにすることがで
き、様々な使用者を操作支援することができる。
【０１７３】
　また、タッチパネル１４０の初期画面である表示画面３００に使用者の操作支援となる
機能への入口となるボタンを集約することによって、操作に不慣れな使用者のみならず、
幅広い層の使用者の操作性を向上させることができる。
【０１７４】
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　さらに、タッチパネルの十分な優位性を活かし、撮像装置１００を初めて操作する使用
者や設定方法を覚えていない使用者に対しても、簡単に且つ直感的に操作方法を提示する
ことができる。なお、タッチパネルの優位性とは、外部操作部材と異なり、使用者のほと
んどが目にすると考えられる撮影画や再生画が表示されるタッチパネル１４０の画面上に
ガイド機能への入口を配置することができるということである。
【０１７５】
　これらにより、使用者が所望する機能を設定する場合に、その設定のための操作を容易
にすることができる。
【０１７６】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、以下
に示すように特許請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有するが、これ
に限定されるものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形を施すこと
ができる。
【０１７７】
　すなわち、請求項１、３、４、１１において、タッチパネルは、例えばタッチパネル１
４０に対応する。
【０１７８】
　また、請求項１、３、４、１１において、表示制御部は、例えば表示制御部３５０に対
応する。
【０１８０】
　また、請求項５において、メニューボタンは、例えばメニューボタン３０２に対応する
。ガイドボタンは、例えばガイドボタン３０１に対応する。
【０１８１】
　また、請求項１、３、４、１１において、設定画面は、例えば設定画面４２０に対応す
る。
【０１８２】
　また、請求項８において、選択画面記憶部は、例えば選択画面記憶部３６０に対応する
。
【０１８３】
　また、請求項２、８、９において、設定画面の直前に表示されるガイド画面は、例えば
ガイド説明画面５２０に対応する。
【０１８４】
　また、請求項１０において、頻繁に使用される機能を設定するためのボタンは、例えば
カメラ機能ボタン３０３に対応する。
【０１８５】
　また、請求項１、３、４、１１において、シンプル操作モード設定部は、例えば操作部
３７０に対応する。また、請求項１において、シンプル操作モードを解除するための解除
ボタンまたはシンプル操作モードを解除するための操作方法は、例えばシンプル操作モー
ド抜け確認画面５３０に表示される。また、請求項２において、その解除ボタンまたはそ
の操作方法が表示されるガイド画面は、例えばシンプル操作モード抜け確認画面５３０に
対応する。また、請求項３、４において、各通知は、例えばシンプル操作モード抜け確認
画面５３０に表示される。
【０１８６】
　また、請求項１１において、操作部材は、例えば操作部３７０に対応する。
【０１８７】
　また、請求項１１、１２において、シンプル操作モードを解除するための解除ボタンま
たはシンプル操作モードを解除するための操作方法は、例えばシンプル操作モード抜け確
認画面５３０に表示される。
【０１８８】
　また、請求項１４、１５において、第１の表示制御手順は、例えばステップＳ９０７、
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ステップＳ９０９、ステップＳ９１３に対応する。また、第２の表示制御手順は、例えば
表示制御部３５０により実現される。
【０１８９】
　なお、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】本発明の実施の形態における撮像装置１００の機能構成例を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態における撮像装置１００の表示制御に関する機能構成例を示
すブロック図である。
【図３】タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。
【図４】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図５】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図６】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図７】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図８】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図９】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１０】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１１】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１２】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１３】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１４】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１５】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１６】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１７】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１８】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１９】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２０】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２１】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２２】タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。
【図２３】撮像装置１００による各種機能の設定処理の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図２４】タッチパネル１４０に表示される表示画面３００の表示例を示す図である。
【図２５】撮像装置１００においてシンプル操作モードが設定されている場合において、
タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。
【図２６】撮像装置１００においてシンプル操作モードが設定されている場合と、通常の
操作モードが設定されている場合とにおいて、タッチパネル１４０に表示される表示画面
の遷移の一例を示す図である。
【図２７】撮像装置１００においてシンプル操作モードが設定されている場合と、通常の
操作モードが設定されている場合とにおいて、タッチパネル１４０に表示される表示画面
の遷移の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１９１】
　１００　撮像装置
　１１０　マイクロプロセッサ
　１２０　表示信号作成回路
　１３０　重畳回路
　１４０　タッチパネル
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　１５０　ビューファインダ
　１６０　出力端子
　１７０　レンズ
　１８０　ＣＣＤ
　１９０　カメラ信号処理回路
　２００　記録回路
　２１０　キー入力回路
　２２０　電源回路
　２３０　電源コントロール回路
　２４０　バッテリ
　２５０　ＡＣケーブル
　３００　表示画面
　３１０　設定画面記憶部
　３２０　メニュー画面記憶部
　３３０　ガイド画面記憶部
　３４０　取得部
　３５０　表示制御部
　３６０　選択画面記憶部
　３７０　操作部

【図１】 【図２】
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