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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルとして構成された表示部と撮像部とが、あらかじめ定められた関係にある
か否かを検出する検出部を備え、
　前記検出部の検出結果に応じて、前記表示部に、前記撮像部により得られる被写体画像
の自動記録に関する情報として、撮影のパラメータの設定を示す１以上のアイコンを表示
させ、前記タッチパネルに対して、画像の記録が実行される自動記録についてのパラメー
タの設定を選択する入力がなされたら、前記表示部に表示される画面を前記自動記録に対
応した設定値を変更するための画面に遷移させ、前記画像の記録が実行される設定値であ
る笑顔の程度を示す複数のアイコンを表示させる表示制御装置。
【請求項２】
　前記自動記録が、セルフタイマによる自動記録である
請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記自動記録が、被写体が笑顔であるか否かの判定結果に応じて画像の記録が実行され
る自動記録である請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記あらかじめ定められた関係が、被写体が前記表示部の表示内容の確認できる関係で
ある請求項１乃至３のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項５】
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　前記表示部が、前記表示部の表示方向と、被写体に対する前記撮像部の向きとが略平行
または略反平行となるように、前記撮像部に対して回転自在とされる
請求項１乃至４のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記情報を示す画像への接触が検出されるごとに、前記自動記録に対応した設定値を順
次切り替える
請求項１乃至５のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記情報が、前記表示部の中心および前記撮像部の中心を通る直線により分けられる２
つの領域を想定したときに、前記表示部の表示面のうち、レリーズボタンを含まない側の
領域にある部分に表示される
請求項１乃至６のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項８】
　１以上のボタンをさらに備え、
　前記検出部の検出結果に応じて、前記１以上のボタンのそれぞれに、前記自動記録に対
応する設定を変更するための機能が割り当てられる
請求項１乃至７のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項９】
　タッチパネルとして構成された表示部と撮像部とが、あらかじめ定められた関係にある
か否かを検出し、
　検出結果に応じて、前記表示部に、前記撮像部により得られる被写体画像の自動記録に
関する情報として、撮影のパラメータの設定を示す１以上のアイコンを表示させ、前記タ
ッチパネルに対して、画像の記録が実行される自動記録についてのパラメータの設定を選
択する入力がなされたら、前記表示部に表示される画面を前記自動記録に対応した設定値
を変更するための画面に遷移させ、前記画像の記録が実行される設定値である笑顔の程度
を示す複数のアイコンを表示させる表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示制御装置および表示制御方法に関する。本開示は、特に、撮像装置に好
適な表示制御装置および表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラをはじめとする撮像装置の高機能化や小型化がめざましい。
【０００３】
　近年では、小型でありながらレンズ交換も可能な“デジタル一眼カメラ”と呼ばれるカ
メラも登場しているほか、いわゆるコンパクトタイプのデジタルカメラにも根強い人気が
ある。デジタル一眼カメラやコンパクトタイプのデジタルカメラ（以下、これらを単に“
デジタルカメラ”と適宜称する。）は、小型かつ軽量で、撮像装置のユーザ（以下、単に
“ユーザ”と適宜称する。）は、これらを使用して手軽に撮影を行うことができる。
【０００４】
　デジタルカメラでは、撮像素子の光電変換の作用により撮像が行われる。そのため、一
般的に、デジタルカメラは、ユーザの撮影しようとする被写体を表示する表示部を備えて
いる。
【０００５】
　様々なアングルからの撮影を可能とするために、例えば、本体の背面などに配置された
表示部を可動とした撮像装置も知られている。なお、下記の特許文献１には、表示部の可
動状態に応じて、撮像画像とともに表示される付加情報の画像の配置を切り替えることが
提案されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１２３９０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、撮像装置に対しては、撮像装置を操作するユーザ自身を被写体に含めた撮影
を行いたいというニーズも存在する。例えば、ユーザが、撮像装置を片手で支持しながら
、撮像装置のレンズをユーザ自身に向けて撮像を行う場合がある。
【０００８】
　例えば、撮像装置に備えられた表示部が可動とされる場合、表示部の表示面をユーザに
向けることのできる撮像装置であれば、ユーザは、表示部に表示された、被写体に関する
画像（以下、被写体画像と適宜称する。）を確認しながら撮影を行うことができる。しか
しながら、表示部を自分自身に向けてしまうと、撮像装置の背面などに配置されたボタン
やキーなどの操作が難しくなってしまうため、撮像装置の操作性が損なわれてしまうこと
があった。
【０００９】
　そこで、撮像装置を操作するユーザ自身を被写体に含めた撮影を容易とすることが望ま
れている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示の第１の好ましい実施態様は、タッチパネルとして構成された表示部と撮像部と
が、あらかじめ定められた関係にあるか否かを検出する検出部を備え、検出部の検出結果
に応じて、表示部に、撮像部により得られる被写体画像の自動記録に関する情報として、
撮影のパラメータの設定を示す１以上のアイコンを表示させ、タッチパネルに対して、画
像の記録が実行される自動記録についてのパラメータの設定を選択する入力がなされたら
、表示部に表示される画面を自動記録に対応した設定値を変更するための画面に遷移させ
、画像の記録が実行される設定値である笑顔の程度を示す複数のアイコンを表示させる表
示制御装置である。
【００１１】
　本開示の第２の好ましい実施態様は、タッチパネルとして構成された表示部と撮像部と
が、あらかじめ定められた関係にあるか否かを検出し、検出結果に応じて、表示部に、撮
像部により得られる被写体画像の自動記録に関する情報として、撮影のパラメータの設定
を示す１以上のアイコンを表示させ、タッチパネルに対して、画像の記録が実行される自
動記録についてのパラメータの設定を選択する入力がなされたら、表示部に表示される画
面を自動記録に対応した設定値を変更するための画面に遷移させ、画像の記録が実行され
る設定値である笑顔の程度を示す複数のアイコンを表示させる表示制御方法である。
【００１２】
　本開示の第３の好ましい実施態様は、
　表示制御方法が、
　表示部と撮像部とがあらかじめ定められた関係にあるか否かを検出することと、
　検出部の検出結果に応じて、撮像部により得られる被写体画像の自動記録に関する情報
を表示部に表示させることと
を含む。
【００１３】
　本開示の第４の好ましい実施態様は、
　表示制御方法が、
　表示部と撮像部とがあらかじめ定められた関係にあるか否かを検出することと、
　検出部の検出結果に応じて、撮像部により得られる被写体画像の補正に関する情報を表
示部に表示させることと
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を含む。
【発明の効果】
【００１４】
　少なくとも１つの実施例によれば、撮像装置を操作するユーザ自身を被写体に含めた撮
影を容易とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１Ａは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像装置の一例
を示す正面図である。図１Ｂは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮
像装置の一例を示す背面図である。図１Ｃは、図１Ａおよび図１Ｂに示す撮像装置の表示
部の表示面を被写体の側に向けた状態を示す概略図である。
【図２】図２Ａは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の構成の概略を示すブロック
図である。図２Ｂは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像装置の構
成の一例を示すブロック図である。
【図３】図３Ａおよび図３Ｂは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮
像装置における、検出部の構成の一例を示す概略図である。図３Ｃは、本体部の筺体に対
する、表示部の回転の途中の状態を示す左側面図である。
【図４】図４Ａは、表示部の表示面および撮像素子の撮像面の両方が被写体に向けられた
状態を示す正面図である。図４Ｂは、表示部の表示面および撮像素子の撮像面の両方が被
写体に向けられた状態を示す上面図である。図４Ｃは、表示部の表示面および撮像素子の
撮像面の両方が被写体に向けられた状態を示す左側面図である。
【図５】図５Ａは、表示部の表示の方向と撮像部の撮像の方向とが、略反平行となってい
る状態において表示部に表示される画像の例を示す画像図である。図５Ｂは、表示部の表
示の方向と、撮像部の撮像の方向とが略反平行となっている状態において表示部に表示さ
れる画像の他の例を示す画像図である。
【図６】図６Ａは、表示部の表示の方向と、撮像部の撮像の方向とが略平行となっている
状態において表示部に表示される画像の例を示す画像図である。図６Ｂは、本開示の実施
形態にかかる表示制御装置における処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】図７Ａは、第２の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像装置の一例を
示す背面図である。図７Ｂは、図７Ａに示す撮像装置の表示部の表示面を被写体の側に向
けた状態を示す概略図である。
【図８】図８Ａは、表示部に表示されたアイコンにユーザが触れたときに表示される設定
画面の例を示す画像図である。図８Ｂは、表示部に表示されたアイコンへのタッチにより
実行される処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】図９Ａは、表示部に配置される１以上のアイコンの好ましい配置の説明に使用す
る図である。図９Ｂは、セルフポートレート撮影の際における、ユーザの手および撮像装
置の相対位置関係を示す概略図である。
【図１０】図１０Ａは、第３の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像装置の一
例を示す背面図である。図１０Ｂは、図１０Ａに示す撮像装置の表示部の表示面を被写体
の側に向けた状態を示す概略図である。図１０Ｃは、表示部に配置された機能ボタンを押
下したときに表示される設定画面の例を示す画像図である。
【図１１】図１１Ａは、表示部に配置された機能ボタンに対する機能の割り当ての処理の
一例を示すフローチャートである。図１１Ｂは、表示部に配置された機能ボタンへの操作
に対する処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】図１２Ａ～図１２Ｃは、本体部の筺体に対する表示部の接続の他の態様を示す
概略図である。
【図１３】図１３Ａ～図１３Ｃは、本体部の筺体に対する表示部の接続の他の態様を示す
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　以下、表示制御装置および表示制御方法の実施形態について説明する。説明は、以下の
順序で行う。
＜１．第１の実施形態＞
　［１－１．撮像装置の概略的構成］
　　（１－１－１．検出部の構成例）
　　（１－１－２．表示部に表示される画像の例）
　［１－２．表示制御装置における処理の一例］
＜２．第２の実施形態＞
　［２－１．撮像装置の概略的構成］
　［２－２．撮像装置の動作の概略］
　［２－３．表示制御装置における処理の一例］
　［２－４．アイコンの配置］
＜３．第３の実施形態＞
　［３－１．撮像装置の概略的構成］
　［３－２．撮像装置の動作の概略］
　［３－３．表示制御装置における処理の一例］
＜４．変形例＞
【００１７】
　なお、以下に説明する実施形態は、表示制御装置および表示制御方法の好適な具体例で
ある。以下の説明においては、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、特に本開
示を限定する旨の記載がない限り、表示制御装置および表示制御方法の例は、以下に示す
実施形態に限定されないものとする。
【００１８】
＜１．第１の実施形態＞
　以下では、デジタルカメラを例にとり、本開示の表示制御装置および表示制御方法の好
適な具体例について説明する。以下の説明により明らかとなるように、本開示の表示制御
装置および表示制御方法の適用例は、デジタルカメラに限定されるものではない。
【００１９】
［１－１．撮像装置の概略的構成］
　図１Ａは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像装置の一例を示す
正面図である。
【００２０】
　図１Ａに示すように、撮像装置１は、例えば、本体部１ｂと、レンズユニット１ｒとか
ら構成される。本体部１ｂの筺体１０の内部には、被写体からの光を電気信号に変換する
ための撮像素子を備える撮像部１５が配置される。レンズユニット１ｒは、被写体に関す
る像を撮像素子の撮像面に結像させるためのレンズ群を備えている。
【００２１】
　レンズユニット１ｒは、例えば、本体部１ｂに対する装着および分離が自在とされる。
レンズユニット１ｒが本体部１ｂに対して着脱自在とされる場合、ユーザは、撮影シーン
などに応じて、複数種類のレンズユニットから最適なレンズユニットを選択することがで
きる。本体部１ｂおよびレンズユニット１ｒが、一体的に構成されていてももちろんかま
わない。
【００２２】
　図１Ｂは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像装置の一例を示す
背面図である。
【００２３】
　図１Ｂに示すように、本体部１ｂの背面には、例えば、機能ボタンの群６１と表示部１
３とが配置される。
【００２４】
　機能ボタンの群６１は、例えば、いわゆる十字キー６１ａや、ボタン６１ｂ～６１ｄを
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含んでいる。機能ボタンの群６１は、例えば、メニュー操作や、シーンにあわせた撮影モ
ードの選択、サムネイル表示された画像データの選択などのために使用される。
【００２５】
　なお、レリーズボタンＲは、一般的に、例えば、本体部１ｂの上面かつ撮像装置１を背
面側から見たときの右側に配置される。これは、右利きのユーザが撮像装置１を使用する
ことを想定した場合に、ユーザが撮像装置１を利き手で保持しながら、ユーザがレリーズ
ボタンＲを操作しやすくするためである。
【００２６】
　表示部１３は、例えば、液晶ディスプレイ（Liquid Crystal Display（ＬＣＤ））や有
機ＥＬ(Electroluminescence:電界発光効果)ディスプレイなどのディスプレイである。表
示部１３には、撮像素子の光電変換の作用により得られた、被写体画像が表示される。ま
た、表示部１３には、必要に応じて、撮影に使用される各種パラメータの設定値や、メニ
ュー操作のための１以上のアイコンなどが表示される。なお、図１Ｂでは、図が煩雑とな
ることを避けるため、撮像素子により取得される、被写体画像の図示を省略した。以下の
説明においても、同様とする。
【００２７】
　図１Ｃは、図１Ａおよび図１Ｂに示す撮像装置の表示部の表示面を被写体の側に向けた
状態を示す概略図である。
【００２８】
　表示部１３は、例えば、ヒンジｈ１などにより本体部１ｂの筺体１０に連結される。例
えば、図１Ｃに示すように、表示部１３は、本体部１ｂの筺体１０に対する回転が自在と
されている。図１Ｃに示すように、表示部１３の表示面が被写体の側に向けて回転させら
れることにより、撮像素子を備える撮像部１５とユーザとが対向した状態で、ユーザは、
被写体画像などを確認することができる。
【００２９】
　図２Ａは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の構成の概略を示すブロック図であ
る。
【００３０】
　図２Ａに示すように、本開示の実施形態にかかる表示制御装置１１は、検出部１７を備
えている。検出部１７は、表示部１３と撮像部１５とがあらかじめ定められた関係にある
か否かを検出する。検出部１７の詳細については後述する。本開示では、検出部の検出結
果に応じて、撮像部により得られる被写体画像の自動記録に関する情報および撮像部によ
り得られる被写体画像の補正に関する情報の少なくとも一方が表示部に表示される。
【００３１】
　図２Ｂは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像装置の構成の一例
を示すブロック図である。
【００３２】
　撮像部１５は、ＣＣＤ（charge-coupled device）やＣＭＯＳ（complementary metal-o
xide semiconductor）などの撮像素子を備え、光電変換により、被写体に関する画像信号
を取得する。撮像部１５により取得された、被写体に関する画像信号は、後述する制御部
６５に出力される。
【００３３】
　操作部６３は、上述した機能ボタンの群６１やレリーズボタンＲなどの各種のボタンを
含む。操作部６３は、撮像装置１を操作するためのユーザインターフェースとして機能す
る。操作部６３が、リモートコントローラなどの外部制御装置を含んでいてもよい。操作
部６３の受けつけた、ユーザの入力操作に応じた操作信号は、後述する制御部６５に出力
される。
【００３４】
　制御部６５は、プロセッサを含む処理装置であり、制御部６５は、例えば、デジタルシ
グナルプロセッサ（Digital Signal Processor（ＤＳＰ））やＣＰＵ（central processi
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ng unit）として構成される。制御部６５は、撮像装置１の各部を制御するとともに、例
えば、操作部６３からの入力に応じた処理の結果を出力する。
【００３５】
　制御部６５は、例えば、表示制御部１９、画像処理部６７、画像記録部６９、撮影モー
ド制御部７３、顔検出部７５、笑顔撮影制御部７７および肌色調整部７９などを含む。以
下、表示制御部１９、画像処理部６７、画像記録部６９、撮影モード制御部７３、顔検出
部７５、笑顔撮影制御部７７および肌色調整部７９について順に説明する。
【００３６】
　表示制御部１９は、表示部１３に各種データを表示させるための表示制御を行う。表示
部１３に表示されるデータの例としては、撮像部１５により得られる、被写体に関する画
像データが挙げられる。被写体に関する画像データが表示部１３に順次表示されることに
より、ユーザは、表示部１３を参照して、被写体の現在の状態を確認することができる。
【００３７】
　表示部１３に表示されるデータの他の例としては、バッテリの残量などを示すアイコン
類や、撮影に使用されるパラメータの設定値などが挙げられる。撮影に使用されるパラメ
ータとしては、例えば、ストロボの使用の有無や、シャッタスピード、絞りの開き、ＩＳ
Ｏ感度などが挙げられる。なお、撮影に使用されるパラメータには、撮像装置１を操作す
るユーザ自身を被写体に含めた撮影（以下、セルフポートレート撮影と適宜称する。）に
使用されるパラメータも含まれる。後述するように、セルフポートレート撮影に使用され
るパラメータとしては、例えば、セルフタイマや顔検出、いわゆる“スマイルシャッタ”
、いわゆる“肌色補正”などが挙げられる。
【００３８】
　画像処理部６７は、撮像部１５から出力される、被写体に関する画像信号に対して所定
の信号処理を行い、信号処理後の画像信号を出力する。被写体に関する画像信号に対する
信号処理としては、例えば、デジタルゲイン調整や、ガンマ補正、色補正、コントラスト
補正などが挙げられる。
【００３９】
　画像記録部６９は、画像処理部６７から出力された信号処理後の画像信号を、例えば、
ＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）などの圧縮符号化方式により圧縮し、圧
縮後のデータを出力する。画像記録部６９から出力された画像データは、例えば、記憶装
置７１に格納される。
【００４０】
　記憶装置７１は、例えば、撮像装置１に対して着脱が自在とされた外部記憶装置と、本
体部の内部に固定された内部記憶装置とを含んでいる。撮影により得られた画像データは
、記憶装置７１に保存される。画像データを、外部記憶装置または内部記憶装置のいずれ
に保存させるかは、例えば、ユーザが任意に設定可能とされている。
【００４１】
　なお、各種の演算処理や、撮像装置１の各部の制御を行うためのプログラムは、例えば
、制御部６５に配置されたＲＡＭ（Random Access Memory）およびＲＯＭ（Read-Only Me
mory）や、制御部６５に接続された記憶装置７１などに格納される。記憶装置７１として
は、例えば、ハードディスク、フラッシュメモリ、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＲＡ
Ｍ（Magnetoresistive Random Access Memory：磁気抵抗メモリ）などが挙げられる。
【００４２】
　撮影モード制御部７３は、ユーザの選択した撮影モードに応じた、画像データの記録を
実行するための制御を行う。撮影モードの設定としては、例えば、単写（１フレームごと
の画像データの記録）、連写、セルフタイマを使用した撮影などが挙げられる。
【００４３】
　顔検出部７５は、撮像部１５により取得される、被写体に関する画像データから、例え
ば、パターンマッチングなどにより特定の対象を検出する。ここで、特定の対象とは、例
えば、被写体に含まれる人物や動物の顔である。したがって、顔検出部７５は、被写体に
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関する画像データに含まれる１または複数の顔を検出する。
【００４４】
　ユーザは、操作部６３に対する入力操作により顔検出の設定を行うことができ、ユーザ
は、顔検出の設定値として、オンまたはオフを選択することができる。
【００４５】
　笑顔撮影制御部７７は、顔検出部７５により検出された顔が笑顔であるか否かの判定を
行う。笑顔撮影制御部７７は、顔検出部７５により検出された顔が笑顔であった場合に画
像データの記録を自動で実行するための制御を行う。このように、被写体が笑顔であるか
否かの判定結果に応じて画像データの記録が自動的に実行される機能は、“スマイルシャ
ッタ”と呼ばれる。
【００４６】
　ユーザは、操作部６３に対する入力操作により“スマイルシャッタ”の設定を行うこと
ができ、ユーザは、“スマイルシャッタ”の設定値として、オンまたはオフを選択するこ
とができる。“スマイルシャッタ”の設定値としてオンが選択される場合、ユーザは、被
写体がどの程度の笑顔であれば画像データの記録が実行されるのかをさらに設定すること
ができる。具体的には、ユーザは、例えば、“スマイルシャッタ”の設定値として、「大
笑い」、「普通の笑い」または「ほほ笑み」などをさらに設定することができる。
【００４７】
　肌色調整部７９は、人物の肌が滑らかに見えるように、記録される画像データの補正を
行う。人物の肌のうち、特に、人物の顔の肌に関する画像データの補正は、“肌色補正”
などと呼ばれる。すなわち、肌色調整部７９は、例えば、顔検出部７５で検出された、人
物の顔に関するデータに対して画像処理を行うことにより、撮影された人物の肌が滑らか
に見えるように、記録される画像データの補正を行う。具体的には、肌色調整部７９は、
人物の顔に関するデータに対するノイズ除去を行う。
【００４８】
　ユーザは、操作部６３に対する入力操作により“肌色補正”の設定を行うことができ、
ユーザは、“肌色補正”の設定値として、オンまたはオフを選択することができる。“肌
色補正”の設定値としてオンが選択される場合、ユーザは、“肌色補正”の程度をさらに
設定することができる。具体的には、ユーザは、例えば、“肌色補正”として、「強」、
「中」または「弱」などをさらに設定することができる。
【００４９】
（１－１－１．検出部の構成例）
　次に、検出部１７の構成例および検出部１７の動作の一例について説明する。上述した
ように、検出部１７は、表示部１３と撮像部１５とがあらかじめ定められた関係にあるか
否かを検出する。
【００５０】
　ここで、あらかじめ定められた関係とは、例えば、表示部１３および撮像部１５の相対
位置関係を指している。検出部１７は、具体的には、例えば、表示部１３の表示面および
撮像素子の撮像面の両方が被写体に向けられているか否かを検出する。すなわち、あらか
じめ定められた関係とは、被写体が表示部１３の表示内容を確認できる関係である。した
がって、例えば、本体部１ｂの筺体１０に対して表示部１３が回転自在とされる場合には
、検出部１７は、本体部１ｂの筺体１０に対する表示部１３の回転角度や、表示部１３の
表示の方向を検出する。
【００５１】
　本体部１ｂの筺体１０に対して表示部１３が回転または移動させられることにより、表
示部１３の表示の方向と撮像部１５の撮像の方向とが、ともに被写体に向けられている場
合、ユーザが、自分自身を被写体に含めて撮影を行おうとしていると判断できる。そこで
、本開示では、表示部と撮像部とが所定の配置となったか否かに基づいて、ユーザが自分
自身を被写体に含めるような撮影を行おうとしているか否かが推定される。
【００５２】
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　図３Ａおよび図３Ｂは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像装置
における、検出部の構成の一例を示す概略図である。図３Ａは、本開示の実施形態にかか
る表示制御装置１１の適用された撮像装置１の背面を示す図である。図３Ｂは、本開示の
実施形態にかかる表示制御装置１１の適用された撮像装置１の左側面図を示す図である。
【００５３】
　図３Ａおよび図３Ｂに示すように、検出部１７は、例えば、磁場センサ１７ａおよび磁
石１７ｂの組により構成される。磁場センサ１７ａは、例えば、本体部１ｂの筺体１０の
内部に配置され、磁石１７ｂは、例えば、表示部１３の内部に配置される。表示部１３の
内部に磁場センサ１７ａが配置され、本体部１ｂの筺体１０の内部に磁石１７ｂが配置さ
れていてももちろんかまわない。
【００５４】
　磁場センサ１７ａは、例えば、ホール素子を含むセンサである。磁場センサ１７ａには
、磁場（本明細書中では、“磁束密度”と“磁場”とを区別しないこととする。）の有無
に応じた論理値を出力するデジタル出力型のセンサと、磁場の大きさに比例した信号を出
力するアナログ出力型のセンサとがある。表示部１３と撮像部１５とが所定の配置となっ
たか否かが検出できれば、磁場センサ１７ａとして、デジタル出力型またはアナログ出力
型のいずれが使用されてもかまわない。
【００５５】
　いま、ユーザが、自分自身を含まない被写体を撮影しようとしているとすると、撮像素
子の撮像面が被写体に向けられるとともに、撮像面に対して反対の側にある、ユーザの顔
と表示部１３の表示面とが対向する。言い換えれば、表示部１３の表示の方向と撮像部１
５の撮像の方向とが、略反平行となっている。図３Ｂでは、表示部１３の表示の方向を矢
印Ｄ３により模式的に示し、撮像部１５の撮像の方向を矢印Ｄ５により模式的に示した。
【００５６】
　図３Ｃは、本体部の筺体に対する、表示部の回転の途中の状態を示す左側面図である。
【００５７】
　図３Ｃにおいて矢印Ｅにより示されるように、表示部１３の表示面が被写体に向くよう
に、本体部１ｂの筺体１０に対して表示部１３が回転させられると、表示部１３の回転に
伴い、磁石１７ｂも移動する。すると、磁石１７ｂの移動に伴い、磁場センサ１７ａの近
傍の磁場も表示部１３の回転に伴って変化する。
【００５８】
　図４Ａは、表示部の表示面および撮像素子の撮像面の両方が被写体に向けられた状態を
示す正面図である。図４Ｂは、表示部の表示面および撮像素子の撮像面の両方が被写体に
向けられた状態を示す上面図である。図４Ｃは、表示部の表示面および撮像素子の撮像面
の両方が被写体に向けられた状態を示す左側面図である。
【００５９】
　図４Ｃでは、表示部１３の表示の方向を矢印Ｄ３により模式的に示し、撮像部１５の撮
像の方向を矢印Ｄ５により模式的に示している。図４Ｃに示すように、表示部１３の表示
面および撮像素子の撮像面の両方が被写体に向けられた状態においては、表示部１３の表
示の方向と撮像部１５の撮像の方向とが、略平行となっている。
【００６０】
　ここで、例えば、磁石１７ｂの磁気モーメントが、表示部１３の表示の方向（矢印Ｄ３
により示される方向）に平行であったとすると、図４Ｃに示す状態においては、図３Ｂに
示す状態と比較して、磁場センサ１７ａの近傍の磁場の方向が反転する。したがって、磁
場センサ１７ａからの出力の極性が反転することとなり、制御部６５は、磁場センサ１７
ａからの出力の極性から、表示部１３の表示面および撮像素子の撮像面の両方が被写体に
向けられているか否かを判定することができる。言い換えれば、制御部６５は、検出部１
７の検出結果に基づいて、撮像装置１を操作するユーザ自身を被写体に含む撮影が行われ
ているか否かを判定することができる。
【００６１】
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　なお、上述した例では、磁場の変化により、筺体１０に対する表示部１３の回転が検出
されたが、筺体１０に対する表示部１３の回転や移動の検出方法は、もちろん、この例に
限られない。例えば、表示部１３が、回転アームなどにより筺体１０に対して回転自在に
接続されている場合、回転アームの回転角度を検出することにより、表示部１３が筺体１
０に対してどの程度回転させられたかを判定するようにしてもよい。または、例えば、筺
体１０および表示部１３に電気的接点を設けておいたり、筺体１０または表示部１３の一
方にノッチを設けておいたりして、筺体１０に対する表示部１３の接触を検出するように
してもよい。
【００６２】
（１－１－２．表示部に表示される画像の例）
　図５Ａは、表示部の表示の方向と撮像部の撮像の方向とが、略反平行となっている状態
において表示部に表示される画像の例を示す画像図である。
【００６３】
　表示部１３の表示の方向と撮像部１５の撮像の方向とが、略反平行となっている状態に
おいては、撮像素子により取得される、被写体画像と、例えば、撮影に使用される各種パ
ラメータの設定値を示す１以上のアイコンとが、表示部１３に表示される。図５Ａでは、
バッテリの残量を示すアイコンＣ１や、撮像装置１が撮影モードにあることを示すアイコ
ンＣ２などが表示部１３に表示される例を示した。
【００６４】
　図５Ｂは、表示部の表示の方向と、撮像部の撮像の方向とが略反平行となっている状態
において表示部に表示される画像の他の例を示す画像図である。
【００６５】
　図５Ｂでは、ストロボの設定値を示すアイコンＣ０、セルフタイマの設定値を示すアイ
コンＳ０、顔検出の設定値を示すアイコンＳ１、“スマイルシャッタ”の設定値を示すア
イコンＳ２および“肌色補正”の設定値を示すアイコンＳ３が表示部１３にさらに表示さ
れる例を示している。図５Ｂに示す例では、ストロボの発光、セルフタイマおよび“スマ
イルシャッタ”がオフとされ、顔検出がオンとされている。また、“肌色補正”の程度が
「中」に設定されている。このように、セルフポートレート撮影に使用されるパラメータ
の設定値などが表示部にさらに表示されていてもよい。
【００６６】
　図５Ａおよび図５Ｂに示すように、表示部１３には、各種パラメータの設定値を示すア
イコンの一部または全部が表示される。一般的には、各種パラメータに関する情報の量を
ユーザが調整できるように、撮像装置１における表示形式の切り替えが可能とされている
。すなわち、撮像装置１においては、機能ボタンの群６１などに対する操作により、例え
ば、図５Ａに示したような表示形式と、図５Ｂに示したような表示形式とを相互に切り替
えることが可能とされている。
【００６７】
　ここで、表示部の表示の方向と撮像部の撮像の方向とが、略反平行となっている状態（
図１Ａおよび図１Ｂに示す状態）で、ユーザが、ユーザ自身を被写体に含めた撮影を行お
うとして、撮像素子の撮像面をユーザ側に向けたとする。
【００６８】
　すると、表示部の表示面が、ユーザから見て撮像装置の背面側に来るため、ユーザが各
種パラメータの設定値を確認するには、ユーザは、表示部の表示面を自分に向けるために
撮像装置をいちいちひっくり返さなくてはならない。さらに、各種パラメータの設定値の
変更に使用される機能ボタンの群は、撮像装置の背面に配置されていることが一般的であ
る。したがって、従来の撮像装置は、各種パラメータの設定値を変更する必要がある場合
に扱いづらかった。このように、ユーザ自身を被写体に含めた撮影を行おうとする場合に
は、ユーザは、各種パラメータの設定値をあらかじめ設定した上で、撮像素子の撮像面を
自分に向ける必要があった。
【００６９】
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　そこで、本開示では、表示部と撮像部とが所定の配置となったか否かに基づいて、ユー
ザが自分自身を被写体に含めるような撮影を行おうとしているか否かを推定し、各種パラ
メータの設定値を表示部に表示させるようにしている。このとき、本開示の表示制御装置
１１は、各種パラメータの設定値を示す１以上のアイコンのうち、例えば、セルフポート
レート撮影に使用されるパラメータの設定値を示すアイコンを表示部１３に表示させる。
【００７０】
　図６Ａは、表示部の表示の方向と、撮像部の撮像の方向とが略平行となっている状態に
おいて表示部に表示される画像の例を示す画像図である。
【００７１】
　本開示では、ユーザが表示部の表示面を自分に向けると、表示部に表示される画像の表
示形式が自動的に変更される。すなわち、例えば、ユーザが撮像素子の撮像面を自分に向
けた状態で表示部の表示面を自分に向けると、表示部に表示される画像が、例えば、図６
Ａに示す画像に遷移される。
【００７２】
　表示部１３の表示の方向と、撮像部１５の撮像の方向とが略平行となっている状態にお
いては、例えば、撮像部１５により得られる画像に対する処理に関する情報が表示部１３
に表示される。撮像部１５により得られる画像に対する処理としては、例えば、撮像部１
５により得られる被写体画像の自動記録に関する処理や、撮像部１５により得られる被写
体画像の補正に関する処理、撮像部１５により得られる画像から特定の対象を検出する処
理などが挙げられる。撮像部１５により得られる被写体画像の自動記録に関する情報とし
ては、例えば、セルフタイマによる自動記録の設定値、“スマイルシャッタ”などの、被
写体が笑顔であるか否かの判定結果に応じて実行される自動記録の設定値などが挙げられ
る。撮像部１５により得られる被写体画像の補正に関する情報としては、例えば、“肌色
補正”の設定値などが挙げられる。撮像部１５により得られる被写体画像からの特定の対
象の検出としては、例えば、顔検出などが挙げられる。
【００７３】
　より具体的には、ユーザが表示部１３の表示面を自分自身に向けると、図６Ａに示すよ
うに、例えば、顔検出の設定値を示すアイコンＳ１、“スマイルシャッタ”の設定値を示
すアイコンＳ２および“肌色補正”の設定値を示すアイコンＳ３などが、表示部１３に表
示される。図６Ａでは、顔検出の設定値を示すアイコンＳ１、“スマイルシャッタ”の設
定値を示すアイコンＳ２および“肌色補正”の設定値を示すアイコンＳ３が表示部１３に
表示される例を示したが、表示部１３に表示される画像は、この例に限られない。例えば
、表示部１３に表示されるアイコンの数や種類、配置などが、ユーザにより任意に設定可
能とされていてもよい。
【００７４】
　特に、人物の撮影に使用されるパラメータの設定値を示すアイコンが表示部１３に表示
されることにより、ユーザは、撮像装置１をいちいちひっくり返すことなく、セルフポー
トレート撮影に使用されるパラメータの設定値を確認することができる。このように、表
示部１３の表示の方向と、撮像部１５の撮像の方向とが略平行となっている状態において
、人物の撮影に使用されるパラメータの設定値を示すアイコンが表示部１３に表示されて
いることが好ましい。
【００７５】
［１－２．表示制御装置における処理の一例］
　図６Ｂは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置における処理の一例を示すフローチ
ャートである。図６Ｂを参照して以下に説明する一連の処理は、例えば、制御部により実
行される。
【００７６】
　まず、ステップＳｔ１において、表示部１３と撮像部１５とがあらかじめ定められた関
係にあるか否かが判定される。すなわち、検出部１７の検出結果に基づいて、例えば、表
示部１３の表示の方向と、撮像部１５の撮像の方向とが略平行となっているか否かが判定
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される。表示部１３の表示の方向と、撮像部１５の撮像の方向とが略平行となっているこ
とが検出されなかった場合には、処理は終了される。
【００７７】
　一方、表示部１３の表示の方向と、撮像部１５の撮像の方向とが略平行となっているこ
とが検出部１７に検出された場合には、処理はステップＳｔ２に進められる。そして、ス
テップＳｔ２において、例えば、セルフポートレート撮影に使用されるパラメータの設定
値が読み込まれる。各種パラメータの設定値は、例えば、本体部１ｂの内部に固定された
内部記憶装置などに格納されている。
【００７８】
　パラメータの設定値の読み込みが終了すると、処理はステップＳｔ３に進められる。ス
テップＳｔ３において、表示部１３に表示される画像の表示形式が変更される。すなわち
、例えば、表示部１３に表示される画像が、図５Ａに示す画像から、図６Ａに示す画像に
遷移される。
【００７９】
　このとき、図６Ａに示すように、各設定値に応じたアイコンが表示部１３に表示される
。したがって、ユーザは、表示部１３に表示された各アイコンを参照することにより、例
えば、顔検出の設定値がオンとされ、“スマイルシャッタ”の設定値がオフとされ、“肌
色補正”の程度が「中」に設定されていることを容易に確認することができる。
【００８０】
　このように、本開示の第１の実施形態によれば、ユーザが表示部１３の表示面を自分に
向けることにより、表示部１３に表示される画像の表示形式が自動的に変更される。
【００８１】
　例えば、ユーザがセルフポートレート撮影を行う場合、表示部の表示面がユーザに向け
られることとなるが、表示部の表示面がユーザに向けられた状態では、撮像装置がぶれ、
ユーザがうまく撮影を行えない場合がある。そこで、ユーザは、例えば、撮像装置に対し
てあらかじめセルフタイマなどのセルフポートレート撮影のための設定を行ってから撮影
を行うことになる。この場合、ユーザは、表示部の表示方向を変更する前に各種の設定を
行っておく必要がある。
【００８２】
　表示部の表示方向を変更する前に各種の設定をユーザが行った場合に、表示部に表示さ
れた自分自身の画像を確認しながら、セルフタイマによる撮影が有効とされているか否か
など、各種パラメータの設定値をユーザが確認したい場面がある。このとき、表示部の表
示面が単にユーザに向けられているだけでは、ユーザは、各種パラメータの設定値を簡便
に確認することができない。ユーザが各種パラメータの設定値を確認するには、ユーザは
、例えば、メニュー操作や表示形式の切り替え操作を行って、ユーザが確認を必要とする
設定値の表示される表示画面を呼び出さなければならないからである。
【００８３】
　そのため、従来の撮像装置では、ユーザが表示形式の切り替えを行うために、ユーザは
、ポーズを保ったまま、撮像装置の背面に配置されたボタンを手探りで操作しなければな
らなかった。または、ユーザは、ポーズを崩して、表示部の表示の方向を一旦もとの方向
に戻し、撮像装置の背面に配置されたボタンを視認しながら、これらのボタンを操作する
必要があった。
【００８４】
　本開示では、ユーザが表示部の表示方向を変更したことを検出部が検出して、検出部の
検出結果に応じて、例えば、撮像装置を操作するユーザ自身を被写体に含めた撮影に使用
されるパラメータの設定値が表示部に表示される。そのため、ユーザは、表示部の表示面
を自分に向けた状態で、撮影に使用されるパラメータの設定値が、撮像装置を操作するユ
ーザ自身を被写体に含めた撮影に適した設定となっているか否かを容易に確認することが
できる。したがって、本開示によれば、ユーザは、撮像装置の背面にあるボタン類を操作
したり、ポーズを崩したりする手間を必要とせずに、容易にセルフポートレート撮影を行
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うことができる。
【００８５】
　なお、図６Ａでは、ユーザが表示部１３の表示面を自分に向けた場合に、撮影に使用さ
れる各種パラメータの設定値を示す１以上のアイコンのうち、セルフポートレート撮影に
使用されるパラメータの設定値を示すアイコンが表示部１３に表示される例を示した。こ
のように、撮影に使用される各種パラメータの設定値を示す１以上のアイコンのうち、セ
ルフポートレート撮影に使用されるパラメータの設定値を示すアイコンを優先して表示さ
せるようにしてもよい。
【００８６】
　表示部１３に表示されるアイコンの数は、５つ以下であることが好ましく、３つである
とより好ましい。表示部１３に表示されるアイコンの数が多いと、ユーザによる各種パラ
メータの設定値の確認が容易となるが、画面の表示が複雑となり、ユーザによる、被写体
画像の確認が難しくなるからである。表示部１３に表示されるアイコンの数を３つ程度と
すると、表示部１３に表示される画像が煩雑とならず、情報量のバランスがよい。
【００８７】
　なお、ユーザが表示部１３の表示面を自分に向けた場合に、例えば、表示部１３に表示
される画像が、図５Ａに示す画像から、図５Ｂに示す画像に遷移されるようにしてももち
ろんかまわない。このように、ユーザのニーズに応じて、表示部１３に表示される情報の
量を調整できるようにしておいてもよい。
【００８８】
＜２．第２の実施形態＞
［２－１．撮像装置の概略的構成］
　図７Ａは、第２の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像装置の一例を示す背
面図である。図７Ｂは、図７Ａに示す撮像装置の表示部の表示面を被写体の側に向けた状
態を示す概略図である。
【００８９】
　図７Ａおよび図７Ｂに示すように、第２の実施形態にかかる表示制御装置２１の適用さ
れた撮像装置２は、例えば、本体部２ｂと、レンズユニット２ｒとから構成される。本体
部２ｂの筺体２０の内部に、撮像素子を備える撮像部２５が配置され、撮像装置２の本体
部２ｂの背面には、例えば、機能ボタンの群と表示部２３とが配置される点で、第２の実
施形態にかかる撮像装置２は、第１の実施形態にかかる撮像装置１と共通する。また、検
出部２７の検出結果に応じて、撮像部２５により得られる被写体画像の自動記録に関する
情報および撮像部２５により得られる被写体画像の補正に関する情報の少なくとも一方が
表示部２３に表示される点で、第２の実施形態は、第１の実施形態と共通する。
【００９０】
　第２の実施形態では、表示部２３が、ユーザからの指示を受け取る入力装置の機能を備
える点で、第１の実施形態と異なっている。すなわち、第２の実施形態における表示部２
３は、具体的には、タッチパネルとして構成され、したがって、表示部２３は、上述した
操作部６３の機能も兼ねている。
【００９１】
　第２の実施形態では、検出部２７の検出結果に応じて、例えば、セルフポートレート撮
影に使用されるパラメータの設定値を示す１以上のアイコンが表示部２３に表示される。
第２の実施形態では、表示部２３に表示されたこれらのアイコンにユーザが触れることに
より、個々のアイコンの表示する内容に応じた機能が実行される点で、第１の実施形態と
異なっている。
【００９２】
［２－２．撮像装置の動作の概略］
　図７Ａに示すように、表示部２３の表示の方向と、撮像部２５の撮像の方向とが略反平
行となっている状態においては、例えば、撮像素子により取得される、被写体画像と、各
種パラメータの設定値を示す１以上のアイコンとが、表示部２３に表示される。または、
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例えば、撮像装置２を操作するユーザ自身を被写体に含めた撮影に使用されるパラメータ
の設定値などが表示部２３にさらに表示される。
【００９３】
　ここで、筺体２０に対して表示部２３の表示面がユーザに回転させられることにより、
例えば、磁場センサ２７ａおよび磁石２７ｂの組により構成される検出部２７が、表示部
２３と撮像部２５とがあらかじめ定められた関係となったことを検出したとする。すると
、第１の実施形態の場合と同様に、表示部２３の表示形式が変更され、撮像部２５により
得られる被写体画像の自動記録に関する情報または被写体画像の補正に関する情報が表示
部２３に表示される。具体的には、図７Ｂに示すように、例えば、顔検出の設定値を示す
アイコンＳ２１、“スマイルシャッタ”の設定値を示すアイコンＳ２２および“肌色補正
”の設定値を示すアイコンＳ２３などが、表示部２３に表示される。
【００９４】
　上述したように、第２の実施形態では、表示部２３がタッチパネルとして構成されてい
る。第２の実施形態にかかる表示制御装置２１は、表示部２３に表示されたアイコンＳ２
１～Ｓ２３に対するユーザのタッチが検出されると、例えば、表示部２３に表示される画
面を、個々のアイコンにより示されるパラメータの設定値を変更するための画面に遷移さ
せる。したがって、ユーザは、セルフポートレート撮影の際、表示部２３に表示されるア
イコンＳ２１～Ｓ２３のそれぞれに触れることにより、アイコンＳ２１～Ｓ２３のそれぞ
れにより示される処理に対応する設定を変更することができる。
【００９５】
　なお、例えば、ユーザによるいわゆる“フリック”操作やなぞり操作により、表示部２
３の表示面がユーザに向けられることにより表示部２３に最初に表示される１以上のアイ
コンとは異なるアイコンが、表示部２３に現れるようにしてもよい。例えば、ユーザが表
示部２３に表示されたアイコンＳ２１～Ｓ２３の近傍を下方になぞることにより、アイコ
ンＳ２１～Ｓ２３が下方に流れるように変化するようにしてもよい。この場合、ユーザの
なぞり操作により、例えば、“肌色補正”の設定値を示すアイコンＳ２３が画面の下方に
隠れるとともに、例えば、セルフタイマの設定値を示すアイコンなどが画面の上方から現
れる。このようにすることで、ユーザは、撮影に使用される各種パラメータの設定値を容
易に変更することができる。
【００９６】
　図８Ａは、表示部に表示されたアイコンにユーザが触れたときに表示される設定画面の
例を示す画像図である。
【００９７】
　図８Ａは、表示部２３に表示されたアイコンＳ２２にユーザがタッチした後の状態を示
す図である。ユーザが表示部２３に表示されたアイコンＳ２２にタッチすると、図８Ａに
示すように、例えば、表示部２３に表示される画面が、アイコンＳ２２により示される処
理に対応する設定を変更するための画面に遷移される。
【００９８】
　図８Ａでは、“スマイルシャッタ”の設定値を「大笑い」とするためのアイコンＳａ２
２、設定値を「普通の笑い」とするためのアイコンＳｂ２２、設定値を「ほほ笑み」とす
るためのアイコンＳｃ２２、設定値をオフとするためのアイコンＳｄ２２および設定画面
を閉じるためのアイコンＳｅ２２が表示された状態を示している。ユーザは、例えば、ア
イコンＳａ２２、Ｓｂ２２、Ｓｃ２２またはアイコンＳｄ２２のいずれかにタッチするこ
とで、アイコンＳ２２により示される処理の設定値、すなわち“スマイルシャッタ”の設
定値を切り替えることができる。
【００９９】
　図８Ａは、“スマイルシャッタ”の設定値としてオフが選択された状態を示している。
例えば、“スマイルシャッタ”の設定値としてオフが選択された後、設定画面を閉じるた
めのアイコンＳｅ２２がユーザにタッチされることで、“スマイルシャッタ”の設定がオ
フに決定され、設定画面が閉じられる。
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【０１００】
　なお、アイコンＳ２１～Ｓ２３に対するユーザのタッチが検出されたときに、表示部２
３に表示される画面を設定画面に遷移させることにかえ、個々のアイコンにより示される
処理に対応する設定が変更されるようにしてもよい。すなわち、表示部２３に表示された
アイコンＳ２１～Ｓ２３のうち、例えば、アイコンＳ２３がユーザにタッチされるごとに
、“肌色補正”の設定値が、オフ→「弱」→「中」→「強」→オフ→・・・と切り替えら
れるようにしておいてもよい。この場合、ユーザは、例えば、アイコンＳ２３に繰り返し
タッチすることで、アイコンＳ２３により示される処理の設定値、すなわち“肌色補正”
の設定値を切り替えることができる。
【０１０１】
［２－３．表示制御装置における処理の一例］
　図８Ｂは、表示部に表示されたアイコンへのタッチにより実行される処理の一例を示す
フローチャートである。図８Ｂでは、表示部２３と撮像部２５とがあらかじめ定められた
関係にあるものとする。図８Ｂを参照して以下に説明する一連の処理は、例えば、制御部
により実行される。
【０１０２】
　まず、ステップＳｔ２１において、タッチパネルとして構成された表示部２３にユーザ
が触れたか否かが判定される。ユーザが表示部２３に触れたことが検出されなかった場合
には、処理は終了される。
【０１０３】
　一方、ユーザが表示部２３に触れたことが検出部２７に検出された場合には、処理はス
テップＳｔ２２に進められる。そして、ステップＳｔ２２において、表示部２３の表示領
域のうち、いずれの領域においてユーザによるタッチが検出されたかが判定される。すな
わち、表示部２３に表示されたアイコンＳ２１～Ｓ２３のうち、ユーザがいずれのアイコ
ンにタッチしたかが判定される。以下では、アイコンＳ２１～Ｓ２３のそれぞれが表示さ
れている領域（座標といってもよい。）を指定する変数をＵとし、アイコンＳ２１、Ｓ２
２およびＳ２３の表示されている領域に対して、変数の値として「ａ」、「ｂ」および「
ｃ」がそれぞれ設定されているとする。
【０１０４】
　例えば、ユーザにより、表示部２３に表示されたアイコンＳ２１がタッチされた場合に
は、ステップＳｔ２３において、表示部２３に表示される画面が、顔検出の設定を変更す
るための画面に遷移される。例えば、ユーザにより、表示部２３に表示されたアイコンＳ
２２がタッチされた場合には、ステップＳｔ２４において、表示部２３に表示される画面
が、“スマイルシャッタ”の設定を変更するための画面に遷移される。また、例えば、ユ
ーザにより、表示部２３に表示されたアイコンＳ２３がタッチされた場合には、ステップ
Ｓｔ２５において、表示部２３に表示される画面が、“肌色補正”の設定を変更するため
の画面に遷移される。なお、アイコンＳ２１～Ｓ２３の表示された領域から離れた領域に
ユーザがタッチした場合（図９Ｂに示すＵ＝＝ＮＵＬＬの場合）には、処理は終了される
。
【０１０５】
［２－４．アイコンの配置］
　表示部２３の表示面がユーザに向けられることにより表示部２３に表示される１以上の
アイコンは、例えば、ユーザから見たときにレリーズボタンＲから離れた位置に配置され
ることが好ましい。ユーザは、例えば、撮像装置２のレリーズボタンＲを左手で操作する
とともに、表示部２３に表示されるアイコンを右手で操作することができる。このとき、
表示部２３に触れようとするユーザの指やユーザの手が、撮像部２５に入射する光を遮ら
ないことが好ましい。
【０１０６】
　図９Ａは、表示部に配置される１以上のアイコンの好ましい配置の説明に使用する図で
ある。図９Ｂは、セルフポートレート撮影の際における、ユーザの手および撮像装置の相
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対位置関係を示す概略図である。
【０１０７】
　図９Ａに示すように、表示部２３の画面の中心および撮像部２５の中心を通る直線ｍを
想定する。図９Ａでは、該直線ｍを一点鎖線により示した。また、図９Ａに示すように、
撮像装置２を内包する領域を想定する。図９Ａでは、撮像装置２を内包する領域を二点鎖
線により示した。
【０１０８】
　ここで、直線ｍにより、撮像装置２を内包する領域が２つの領域Ｖ１および領域Ｖ２に
分割されるとする。このとき、表示部２３の表示面がユーザに向けられることにより表示
部に表示される１以上のアイコンが、表示部２３の表示面のうち、レリーズボタンＲを含
まない側の領域にある部分に配置されることが好ましい。具体的には、例えば、アイコン
Ｓ２１～Ｓ２３が、表示部２３の表示面のうち、レリーズボタンＲを含まない側の領域Ｖ
２にある部分に表示されることが好ましい。
【０１０９】
　１以上のアイコンがレリーズボタンＲに対して相対的に離れた位置に表示されると、図
９Ｂに示すように、表示部２３に触れようとするユーザの手などにより、撮像部２５に入
射する光が遮られないからである。
【０１１０】
　なお、１以上のアイコンの配置は、レリーズボタンＲに対して相対的に離れた位置であ
ればよく、レリーズボタンＲを含まない側の領域Ｖ２に１以上のアイコンの全部が必ずし
も表示されていなくともよい。
【０１１１】
　例えば、１以上のアイコンの全部または一部が、レリーズボタンＲに対して、表示部２
３の画面の中心よりも離れた位置に表示されてもよい。または、例えば、表示部２３の画
面が矩形状である場合、画面を２分割したと想定したときの２つの部分のうち、レリーズ
ボタンＲに対して相対的に離れた部分に、１以上のアイコンの全部または一部が表示され
てもよい。画面の分割の仕方としては、例えば、上下に２分割や左右に２分割、対角線に
よる２分割などが挙げられる。例えば、セルフポートレート撮影の際に、ユーザから見て
左側にレリーズボタンＲが位置する場合、１以上のアイコンが画面の右側に表示されると
、ユーザが右手で１以上のアイコンを操作しやすい。
【０１１２】
　このように、表示部２３に表示される１以上のアイコンの配置は、本体部２ｂの筺体２
０に対する表示部２３の配置および撮像部２５の配置、またはセルフポートレート撮影の
際における、ユーザが撮像装置２を保持する向きなどにより、適宜に調整されてもよい。
【０１１３】
　本開示の第２の実施形態によれば、ユーザが表示部２３の表示面を自分に向けることに
より、表示部２３に表示される画像の表示形式が自動的に変更される。そのため、ユーザ
は、セルフポートレート撮影に使用されるパラメータの設定値を容易に確認することがで
きる。さらに、第２の実施形態では、表示部２３に表示された１以上のアイコンに触れる
ことにより、ユーザは、表示部２３に表示されたアイコンによりそれぞれ示されるパラメ
ータの設定値を変更することができる。そのため、ユーザは、わざわざメニュー画面を表
示させることなく、表示部２３に表示された被写体画像を確認しながら、セルフポートレ
ート撮影に使用されるパラメータの設定値を容易に変更することができる。
【０１１４】
＜３．第３の実施形態＞
［３－１．撮像装置の概略的構成］
　図１０Ａは、第３の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像装置の一例を示す
背面図である。図１０Ｂは、図１０Ａに示す撮像装置の表示部の表示面を被写体の側に向
けた状態を示す概略図である。
【０１１５】
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　図１０Ａおよび図１０Ｂに示すように、第３の実施形態にかかる表示制御装置３１の適
用された撮像装置３は、例えば、本体部３ｂと、レンズユニット３ｒとから構成される。
本体部３ｂの筺体３０の内部に、撮像素子を備える撮像部３５が配置され、撮像装置３の
本体部３ｂの背面には、例えば、機能ボタンの群と表示部３３とが配置される点で、第３
の実施形態にかかる撮像装置３は、第１の実施形態にかかる撮像装置１と共通する。また
、検出部３７の検出結果に応じて、撮像部３５により得られる被写体画像の自動記録に関
する情報または被写体画像の補正に関する情報が表示部３３に表示される点で、第３の実
施形態は、第１の実施形態と共通する。
【０１１６】
　第３の実施形態では、表示部３３が、１以上の機能ボタン３４を備える表示部とされる
点で、第１の実施形態と異なっている。第３の実施形態では、検出部３７の検出結果に応
じて、表示部３３に配置された１以上の機能ボタン３４のそれぞれに、撮像部３５により
得られる画像に対する処理に関する情報に応じた機能が割り当てられる点で、第１の実施
形態と異なっている。
【０１１７】
［３－２．撮像装置の動作の概略］
　図１０Ａに示す例では、表示部３３に、４つの機能ボタン３４ａ～３４ｄが配置されて
いる。表示部３３の表示の方向と、撮像部３５の撮像の方向とが略反平行となっている状
態では、機能ボタン３４ａ～３４ｄには、筺体３０の背面にある機能ボタンの群と同様に
、例えば、メニュー操作や、シーンにあわせた撮影モードの選択などの機能が割り当てら
れている。
【０１１８】
　ここで、ユーザが筺体３０に対して表示部３３の表示面を回転させることにより、例え
ば、磁場センサ３７ａおよび磁石３７ｂの組により構成される検出部３７が、表示部３３
と撮像部３５とがあらかじめ定められた関係となったことを検出したとする。すると、第
１の実施形態の場合と同様に、表示部３３の表示形式が変更され、撮像部３５により得ら
れる画像に対する処理に関する情報が表示部３３に表示される。具体的には、図１０Ｂに
示すように、例えば、顔検出の設定値を示すアイコンＳ３１、“スマイルシャッタ”の設
定値を示すアイコンＳ３２および“肌色補正”の設定値を示すアイコンＳ３３などが、表
示部３３に表示される。このとき、アイコンＳ３１～Ｓ３３のそれぞれは、機能ボタン３
４ａ～３４ｃの近傍に表示される。
【０１１９】
　第３の実施形態では、表示部３３の表示形式の変更に加えて、表示部３３に配置された
機能ボタン３４ａ～３４ｃに対する操作により実現される機能が、セルフポートレート撮
影に使用されるパラメータの設定に関する機能に変更される。言い換えれば、第３の実施
形態では、検出部３７の検出結果に応じて、撮像部３５により得られる画像に対する処理
に対応する設定を変更するための機能が、機能ボタン３４ａ～３４ｃのそれぞれに割り当
てられる。したがって、ユーザは、セルフポートレート撮影の際、機能ボタン３４ａ～３
４ｃのそれぞれを操作することにより、アイコンＳ３１～Ｓ３３のそれぞれにより示され
る処理に対応する設定を変更することができる。
【０１２０】
　なお、機能ボタン３４ａ～３４ｄが、レリーズボタンＲに対して相対的に離れた位置に
配置されていることが好ましい。例えば、セルフポートレート撮影の際に、ユーザから見
て左側にレリーズボタンＲが位置する場合、機能ボタン３４ａ～３４ｄが画面の右側に配
置されると、ユーザが右手で機能ボタン３４ａ～３４ｄを操作しやすい。
【０１２１】
　図１０Ｃは、表示部に配置された機能ボタンを押下したときに表示される設定画面の例
を示す画像図である。
【０１２２】
　図１０Ｃは、ユーザが機能ボタン３４ａを押下した状態を示す図である。ユーザが機能
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ボタン３４ａを押下すると、図１０Ｃに示すように、例えば、表示部３３に表示される画
面が、アイコンＳ３１により示される処理に対応する設定を変更するための画面に遷移さ
れる。ユーザは、例えば、機能ボタン３４ａを繰り返し押下することで、アイコンＳ３１
により示される処理の設定値、すなわち顔検出のオンとオフを切り替えることができる。
【０１２３】
　なお、図１０Ｃでは、顔検出の設定値としてオフが選択された状態を示している。例え
ば、顔検出の設定値としてオフが選択された後、ユーザにより機能ボタン３４ｄが押下さ
れることで、顔検出の設定がオフに決定され、設定画面が閉じられる。または、例えば、
ユーザが顔検出の設定値としてオフを選択した後、一定時間が経過すると、顔検出の設定
がオフに決定され、設定画面が閉じられる。
【０１２４】
［３－３．表示制御装置における処理の一例］
　図１１Ａは、表示部に配置された機能ボタンに対する機能の割り当ての処理の一例を示
すフローチャートである。図１１Ａを参照して以下に説明する一連の処理は、例えば、制
御部により実行される。
【０１２５】
　まず、ステップＳｔ３１において、表示部３３と撮像部３５とがあらかじめ定められた
関係にあるか否かが判定される。すなわち、検出部３７の検出結果に基づいて、例えば、
表示部３３の表示の方向と、撮像部３５の撮像の方向とが略平行となっているか否かが判
定される。表示部３３の表示の方向と、撮像部３５の撮像の方向とが略平行となっている
ことが検出されなかった場合には、処理は終了される。
【０１２６】
　一方、表示部３３の表示の方向と、撮像部３５の撮像の方向とが略平行となっているこ
とが検出部３７に検出された場合には、処理はステップＳｔ３２に進められる。そして、
ステップＳｔ３２において、表示部３３の表示形式が変更され、例えば、パラメータの設
定値を示すアイコンＳ３１～Ｓ３３が表示部３３に表示される。
【０１２７】
　表示部３３の表示形式の変更が終了すると、処理はステップＳｔ３３に進められる。ス
テップＳｔ３３において、表示部３３に表示されたアイコンＳ３１～Ｓ３３によりそれぞ
れ示される設定を変更するための機能が、機能ボタン３４ａ～３４ｃのそれぞれに対する
操作に割り当てられる。
【０１２８】
　具体的には、例えば、顔検出の設定値を示すアイコンＳ３１と近い位置にある機能ボタ
ン３４ａに対して、顔検出のオンとオフを切り替えるための機能が割り当てられる。例え
ば、“スマイルシャッタ”の設定値を示すアイコンＳ３２と近い位置にある機能ボタン３
４ｂに対して、“スマイルシャッタ”の設定値を切り替えるための機能が割り当てられる
。また、例えば、“肌色補正”の設定値を示すアイコンＳ３３と近い位置にある機能ボタ
ン３４ｃに対して、“肌色補正”の程度の設定値を切り替えるための機能が割り当てられ
る。なお、アイコンＳ３１～Ｓ３３のそれぞれが、機能ボタン３４ａ～３４ｃの近傍に表
示されるため、ユーザは、どのボタンに対してどのような機能が割り当てられたかを容易
に知ることができる。
【０１２９】
　図１１Ｂは、表示部に配置された機能ボタンへの操作に対する処理の一例を示すフロー
チャートである。図１１Ｂを参照して以下に説明する一連の処理は、例えば、制御部によ
り実行される。
【０１３０】
　まず、ステップＳｔ３４において、表示部３３に表示されたアイコンＳ３１～Ｓ３３と
近い位置にある機能ボタン３４ａ～３４ｃのいずれかが押下されたか否かが判定される。
表示部３３に配置された機能ボタン３４ａ～３４ｃが押下されない場合には、処理は終了
される。
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【０１３１】
　次に、ステップＳｔ３５において、表示部３３に配置された機能ボタン３４ａ～３４ｃ
のうち、いずれの機能ボタンが押下されたかが判定される。以下では、機能ボタン３４ａ
～３４ｃのそれぞれを指定する変数をＮとし、機能ボタン３４ａ、３４ｂおよび３４ｃに
対して、変数の値として「ａ」、「ｂ」および「ｃ」がそれぞれ設定されているとする。
【０１３２】
　例えば、ユーザにより、機能ボタン３４ａが押下された場合には、ステップＳｔ３６に
おいて、表示部３３に表示される画面が、顔検出の設定を変更するための画面に遷移され
る。例えば、ユーザにより、機能ボタン３４ｂが押下された場合には、ステップＳｔ３７
において、表示部３３に表示される画面が、“スマイルシャッタ”の設定を変更するため
の画面に遷移される。また、例えば、ユーザにより、機能ボタン３４ｃが押下された場合
には、ステップＳｔ３８において、表示部３３に表示される画面が、“肌色補正”の設定
を変更するための画面に遷移される。
【０１３３】
　本開示の第３の実施形態によれば、ユーザが表示部３３の表示面を自分に向けることに
より、表示部３３に表示される画像の表示形式が自動的に変更される。そのため、ユーザ
は、セルフポートレート撮影に使用されるパラメータの設定値を容易に確認することがで
きる。さらに、第３の実施形態では、表示部３３に表示された１以上のアイコンによりそ
れぞれ示される設定を変更するための機能が、セルフポートレート撮影において表示面が
ユーザと対向する表示部３３に配置された１以上の機能ボタンに割り当てられる。そのた
め、ユーザは、撮像装置３の背面に配置された機能ボタンを操作するために撮像装置３を
持ち替えたりすることなく、表示部３３に表示された被写体画像を確認しながら、撮影に
使用される各種パラメータの設定値を容易に変更することができる。
【０１３４】
＜４．変形例＞
　以上、好適な実施形態について説明してきたが、好適な具体例は、上述した例に限定さ
れるものではなく、各種の変形が可能である。
【０１３５】
　上述した実施形態では、本体部の筺体に対して表示部が回転自在とされる例を示したが
、本体部の筺体に対する表示部の接続の態様はこの例に限られない。
【０１３６】
　図１２Ａ～図１２Ｃならびに図１３Ａ～図１３Ｃは、本体部の筺体に対する表示部の接
続の他の態様を示す概略図である。図１２Ａおよび図１２Ｂは、本開示の実施形態にかか
る表示制御装置の適用された撮像装置４の背面を示す図である。図１２Ｃは、図１２Ａお
よび図１２Ｂに示す撮像装置４の正面を示す図である。
【０１３７】
　図１２Ａに示すように、表示部４３の表示の方向と、撮像部４５の撮像の方向とが略反
平行となっている状態においては、例えば、被写体画像と、撮影に使用される各種パラメ
ータの設定値を示す１以上のアイコンとが、表示部４３に表示されている。
【０１３８】
　撮像装置４の表示部４３は、スライド式のパネルとされている。図１２Ｂにおいて矢印
Ｆ１により示すように、表示部４３は、例えば、本体部４ｂの筺体４０に配置されたレー
ルｇ１およびｇ２により支持され、本体部４ｂの筺体４０に対して下方に向けてスライド
自在とされている。
【０１３９】
　図１２Ｃでは、表示部４３が本体部４ｂの筺体４０に対して下方に向けてスライドされ
ることにより、表示部４３の表示面がユーザに向けられた状態を示している。図１２Ｃに
示すように、表示部４３は、例えば、撮像装置４の背面側にあるメイン画面に加えて、撮
像装置４の正面側にサブ画面４３ｄを備えている。
【０１４０】
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　例えば、磁場センサ４７ａおよび磁石４７ｂの組により構成される検出部４７により、
表示部４３と撮像部４５とがあらかじめ定められた関係となったことが検出されたとする
。すると、サブ画面４３ｄには、例えば、セルフポートレート撮影に使用されるパラメー
タの設定値を示す１以上のアイコンが表示される。すなわち、検出部４７は、本体部４ｂ
の筺体４０に対して表示部４３が移動されて、表示部４３および撮像部４５が、サブ画面
４３ｄがユーザに対向するような配置となっているか否かを検出する。
【０１４１】
　また、例えば、表示部が、本体部の筺体に対してスライド自在とされるとともに、回転
自在とされていてもよい。
【０１４２】
　図１３Ａおよび図１３Ｂは、本開示の実施形態にかかる表示制御装置の適用された撮像
装置５の背面を示す図である。図１３Ｃは、図１３Ａおよび図１３Ｂに示す撮像装置５の
正面を示す図である。
【０１４３】
　図１３Ａでは、本体部５ｂの筺体５０と表示部５３とを連結するヒンジ部ｈ２が、例え
ば、本体部５ｂの筺体５０に配置されたレールｇ３およびｇ４によりスライド自在に支持
され、表示部５３が、ヒンジ部ｈ２に対して回転自在とされた例を示している。すなわち
、図１３Ａにおいて矢印Ｆ２により示すように、ユーザは、表示部５３およびヒンジ部ｈ
２を本体部５ｂの筺体５０に対して下方に向けてスライドさせることができる。また、図
１３Ｂにおいて矢印Ｆ３により示すように、ユーザは、図１３Ｂにおいて破線で示す軸Ｌ
を回転軸として、表示部５３をヒンジ部ｈ２に対して回転させることができる。
【０１４４】
　図１３Ｃでは、表示部５３が本体部５ｂの筺体５０に対して下方に向けてスライドされ
るとともに、ヒンジ部ｈ２に対して回転されることにより、表示部５３の表示面がユーザ
に向けられた状態を示している。例えば、磁場センサ５７ａおよび磁石５７ｂの組により
構成される検出部５７により、表示部５３と撮像部５５とがあらかじめ定められた関係と
なったことが検出されたとする。すると、この場合も、表示部５３に、例えば、セルフポ
ートレート撮影に使用されるパラメータの設定値を示す１以上のアイコンが表示される。
【０１４５】
　上述した実施例では、表示部の表示面が被写体の側に向けられた状態において、本体部
の上側または下側に表示部が現れる例を示したが、表示部が本体部の側面側に現れるよう
にしてもよい。
【０１４６】
　本開示では、撮像部と表示部との間の接続の態様に特に制限はなく、検出部は、撮像部
および表示部の一方に対する他方の最終的な状態を検出できればよい。このように、表示
部と撮像部とがあらかじめ定められた関係にあるか否かを検出することで、ユーザは、手
を煩わせられることなく自動撮像などを行うことができる。
【０１４７】
　また、上述した実施形態では、表示部と撮像部とがあらかじめ定められた関係となった
ときに、撮影に使用されるパラメータの設定値を示す１以上のアイコンが表示される例を
示したが、被写体に人物が含まれるか否かをさらに判定するようにしてもよい。例えば、
被写体に人物が含まれるか否かをさらに判定し、表示部と撮像部とがあらかじめ定められ
た関係となり、かつ被写体に人物が含まれる場合に、セルフポートレート撮影に使用され
るパラメータの設定値を示す１以上のアイコンを表示部に表示されるようにしてもよい。
【０１４８】
　ユーザが被写体として風景を撮影しようとしているのか、または人物を撮影しようとし
ているのかに応じて、表示部に設定値を表示させるパラメータの種類を変更することで、
本開示の表示制御装置の適用された撮像装置の操作性をさらに向上させることができる。
【０１４９】
　本開示は、静止画の撮影のみならず、動画の撮影にも適用することができる。
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【０１５０】
　上述した実施形態では、表示制御装置を備える撮像装置の例を示したが、表示制御装置
の応用は、この例に限られない。本開示の表示制御装置は、撮像部を備える筺体に対して
可動自在とされた表示部を備えるものであれば、あらゆる電子機器に適用が可能である。
例えば、携帯電話やスマートフォン、電子書籍、オーディオプレーヤ、パーソナルコンピ
ュータ（タブレット型、ラップトップ型、デスクトップ型）、携帯情報端末（personal d
igital assistance（ＰＤＡ））、電子手帳、ウェブカメラ、ビデオゲーム機などにも本
開示を適用することができる。
【０１５１】
　なお、上述の実施形態において挙げた構成、方法、形状および数値などはあくまでも例
に過ぎず、必要に応じてこれと異なる構成、方法、形状および数値などを用いてもよい。
上述の実施形態の構成、方法、形状および数値などは、本開示の主旨を逸脱しない限り、
互いに組み合わせることが可能である。
【０１５２】
　例えば、本開示は以下のような構成もとることができる。
（１）
　表示部と撮像部とがあらかじめ定められた関係にあるか否かを検出する検出部を備え、
　前記検出部の検出結果に応じて、前記撮像部により得られる被写体画像の自動記録に関
する情報を前記表示部に表示させる表示制御装置。
（２）
　前記自動記録が、セルフタイマによる自動記録である（１）に記載の表示制御装置。
（３）
　前記自動記録が、被写体が笑顔であるか否かの判定結果に応じて画像の記録が実行され
る自動記録である（１）に記載の表示制御装置。
（４）
　前記あらかじめ定められた関係が、被写体が前記表示部の表示内容の確認できる関係で
ある（１）ないし（３）のいずれか１項に記載の表示制御装置。
（５）
　前記表示部が、前記表示部の表示方向と、被写体に対する前記撮像部の向きとが略平行
または略反平行となるように、前記撮像部に対して回転自在とされる（１）ないし（４）
のいずれか１項に記載の表示制御装置。
（６）
　前記表示部が、タッチパネルとして構成される（１）ないし（５）のいずれか１項に記
載の表示制御装置。
（７）
　前記情報を示す画像への接触が検出されたときに、前記表示部に表示される画面を、前
記自動記録に対応した設定値を変更するための画面に遷移させる（６）に記載の表示制御
装置。
（８）
　前記情報を示す画像への接触が検出されるごとに、前記自動記録に対応した設定値を順
次切り替える（６）に記載の表示制御装置。
（９）
　前記情報が、前記表示部の中心および前記撮像部の中心を通る直線により分けられる２
つの領域を想定したときに、前記表示部の表示面のうち、レリーズボタンを含まない側の
領域にある部分に表示される（１）ないし（８）のいずれか１項に記載の表示制御装置。
（１０）
　１以上のボタンをさらに備え、
　前記検出部の検出結果に応じて、前記１以上のボタンのそれぞれに、前記自動記録に対
応する設定を変更するための機能が割り当てられる（１）ないし（９）のいずれか１項に
記載の表示制御装置。
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　表示部と撮像部とがあらかじめ定められた関係にあるか否かを検出する検出部を備え、
　前記検出部の検出結果に応じて、前記撮像部により得られる被写体画像の補正に関する
情報を前記表示部に表示させる表示制御装置。
（１２）
　前記補正が、肌の色に対する補正である（１１）に記載の表示制御装置。
（１３）
　表示部と撮像部とがあらかじめ定められた関係にあるか否かを検出することと、
　検出部の検出結果に応じて、前記撮像部により得られる被写体画像の自動記録に関する
情報を前記表示部に表示させることと
を含む表示制御方法。
（１４）
　表示部と撮像部とがあらかじめ定められた関係にあるか否かを検出することと、
　検出部の検出結果に応じて、前記撮像部により得られる被写体画像の補正に関する情報
を前記表示部に表示させることと
を含む表示制御方法。
【符号の説明】
【０１５３】
１，２，３，４，５・・・撮像装置
１０，２０，３０，４０，５０・・・筺体
１１，２１，３１・・・表示制御装置
１３，３３，４３，５３・・・表示部
２３・・・表示部（タッチパネル）
１５，２５，３５，４５，５５・・・撮像部
１７，２７，３７，４７，５７・・・検出部
１９・・・表示制御部
３４ａ，３４ｂ，３４ｃ・・・機能ボタン
６５・・・制御部
７１・・・記憶装置
Ｒ・・・レリーズボタン
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