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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の操作手段と、
　タッチ操作を受け付け可能な第２の操作手段と、
　前記第２の操作手段に対するタッチ操作がない状態で前記第１の操作手段に対する操作
があると、第１の種別のパラメータを変更し、
　前記第２の操作手段に対するタッチ操作がある状態で前記第１の操作手段に対する操作
があると、少なくとも第２の種別と第３の種別とを含む複数の種別のうち、前記タッチ操
作に応じた種別のパラメータを変更するように制御する制御手段と、
　前記複数の種別のうち前回、パラメータが変更された種別の操作情報を記録する記録手
段と、を有し、
　前記制御手段は、前記第２の操作手段に対するタッチダウンで開始されたタッチが継続
されたまま移動されるムーブの前に、前記第１の操作手段に対する操作があると、前記記
録手段により記録された操作情報に基づいて前回、パラメータが変更された種別のパラメ
ータを変更することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第２の操作手段の特定の領域に対するタッチがある状態で前記第
１の操作手段に対する操作があると、前記複数の種別のうち、前記タッチ操作に応じた種
別のパラメータを変更するように制御することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
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　前記特定の領域は、前記第２の操作手段のうち当該電子機器のグリップ側に最も近い辺
に隣接した領域であることを特徴とする請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記制御手段は、タッチダウンで開始されたタッチが継続された状態でタッチ位置が前
記特定の領域を外れた場合でも、前記複数の種別のうち、前記タッチ操作に応じた種別の
パラメータを変更することを特徴とする請求項２に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記複数の種別のうち、前記第２の操作手段に対するタッチダウンで
開始されたタッチが継続されたまま移動されるムーブに応じた種別のパラメータを変更す
るように制御することを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記タッチ操作が第１の方向のムーブである場合には、変更するパラ
メータを前記第２の種別に切替え、前記タッチ操作が前記第１の方向と反対の方向である
第２の方向のムーブである場合には、変更するパラメータを前記第３の種別に切替えるこ
とを特徴とする請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記第１の方向および前記第２の方向は、上下方向であることを特徴とする請求項６に
記載の電子機器。
【請求項８】
　第１の操作手段と、
　タッチ操作を受け付け可能な第２の操作手段と、
　前記第２の操作手段に対するタッチ操作がない状態で前記第１の操作手段に対する操作
があると、第１の種別のパラメータを変更し、
　前記第２の操作手段に対するタッチ操作がある状態で前記第１の操作手段に対する操作
があると、少なくとも第２の種別と第３の種別とを含む複数の種別のうち、前記タッチ操
作に応じた種別のパラメータを変更するように制御する制御手段と、
　前記第２の操作手段と重ね合わせて配置された表示部の表示を制御する表示制御手段と
、を有し、
　前記表示制御手段は、前記第２の操作手段に対するタッチ操作がない状態では、前記タ
ッチ操作をガイドする表示アイテムを引き出して表示させるための引き出しを表示し、
　前記引き出しが表示された領域を含む所定領域がタッチされることで、前記表示アイテ
ムを表示し、
　前記制御手段は、前記表示アイテムに対するタッチから継続するタッチ操作がある状態
で前記第１の操作手段に対する操作があると、前記複数の種別のうち、前記タッチ操作に
応じた種別のパラメータを変更することを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　該電子機器は、撮像装置であって、
　前記所定領域は、タッチした被写体にＡＦが可能な領域であるタッチＡＦ可能領域と重
なり合わない領域であることを特徴とする請求項８に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記表示アイテムに対するタッチから継続するタッチが離されて
から所定時間が経過するまで前記表示アイテムを表示し、
　前記所定時間が経過した後、前記表示アイテムを消去して前記引き出しを表示し、
　前記制御手段は、前記表示アイテムに対するタッチから継続するタッチが離されてから
所定時間が経過するまでに前記第１の操作手段に対する操作があると、前記第１の種別の
パラメータを変更することを特徴とする請求項８または９に記載の電子機器。
【請求項１１】
　該電子機器は、撮像手段を有する撮像装置であって、
　前記所定領域は、前記撮像手段により撮像された画像を前記表示部に表示する領域と重
なり合わない領域であることを特徴とする請求項８乃至１０の何れか１項に記載の電子機
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器。
【請求項１２】
　前記第１の操作手段は、第一の方向と、前記第一の方向とは異なる第二の方向とに操作
可能な操作部材であることを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１項に記載の電子機器
。
【請求項１３】
　前記操作部材は、回転操作部材であることを特徴とする請求項１２に記載の電子機器。
【請求項１４】
　該電子機器は、鏡筒を有する撮像装置であって、
　前記回転操作部材は、前記鏡筒の周りを回転する操作部材であることを特徴とする請求
項１３に記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記第１の種別、前記第２の種別および前記第３の種別は、撮像手段による撮像に関す
るパラメータである、露出補正、ＩＳＯ感度、絞り値およびシャッター速度の何れかであ
ることを特徴とする請求項１乃至１４の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記第１の種別は、撮像手段による撮像に関するパラメータである、ズーム操作、ＷＢ
補正、コントラスト補正、アスペクト切替えおよびフォーカス操作の何れか一つであり、
　前記第２の種別および前記第３の種別は、撮像手段による撮像に関するパラメータであ
る、露出補正、ＩＳＯ感度、絞り値およびシャッター速度の何れかであることを特徴とす
る請求項１乃至１５の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項１７】
　前記第１の種別は、撮像手段による撮像に関するパラメータである、フィルターの種類
であり、前記第２の種別および前記第３の種別は、前記フィルターの効果であることを特
徴とする請求項１乃至１５の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項１８】
　第１の操作手段と、
　タッチ操作を受け付け可能な第２の操作手段と、
　前記第２の操作手段に対するタッチ操作がない状態で前記第１の操作手段に対する操作
があると、第１の種別のパラメータを変更し、
　前記第２の操作手段のうちグリップ側に最も近い辺に隣接した特定の領域に対するタッ
チ操作がある状態で前記第１の操作手段に対する操作があると、前記第１の種別とは異な
る他の種別のパラメータを変更するように制御する制御手段と、
　前記第２の操作手段と重ね合わせて配置された表示部の表示を制御する表示制御手段と
、を有し、
　前記表示制御手段は、前記第２の操作手段に対するタッチ操作がない状態では、前記タ
ッチ操作をガイドする表示アイテムを引き出して表示させるための引き出しを表示し、
　前記引き出しが表示された領域を含む所定領域がタッチされることで、前記表示アイテ
ムを表示し、
　前記制御手段は、前記表示アイテムに対するタッチから継続するタッチ操作がある状態
で前記第１の操作手段に対する操作があると、前記他の種別のパラメータを変更すること
を特徴とする電子機器。
【請求項１９】
　前記制御手段は、タッチダウンで開始されたタッチが継続された状態でタッチ位置が前
記特定の領域を外れた場合でも、前記他の種別のパラメータを変更することを特徴とする
請求項１８に記載の電子機器。
【請求項２０】
　該電子機器は、撮像装置であって、
　前記所定領域は、タッチした被写体にＡＦが可能な領域であるタッチＡＦ可能領域と重
なり合わない領域であることを特徴とする請求項１８または１９に記載の電子機器。
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【請求項２１】
　前記表示制御手段は、前記表示アイテムに対するタッチから継続するタッチが離されて
から所定時間が経過するまで前記表示アイテムを表示し、
　前記所定時間が経過した後、前記表示アイテムを消去して前記引き出しを表示し、前記
制御手段は、前記表示アイテムに対するタッチから継続するタッチが離されてから所定時
間が経過するまでに前記第１の操作手段に対する操作があると、前記第１の種別のパラメ
ータを変更することを特徴とする請求項１８乃至２０の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項２２】
　該電子機器は、撮像手段を有する撮像装置であって、
　前記所定領域は、前記撮像手段により撮像された画像を前記表示部に表示する領域と重
なり合わない領域であることを特徴とする請求項１８乃至２１の何れか１項に記載の電子
機器。
【請求項２３】
　前記第１の操作手段は、第一の方向と、前記第一の方向とは異なる第二の方向とに操作
可能な操作部材であることを特徴とする請求項１８乃至２２の何れか１項に記載の電子機
器。
【請求項２４】
　前記操作部材は、回転操作部材であることを特徴とする請求項２３に記載の電子機器。
【請求項２５】
　該電子機器は、鏡筒を有する撮像装置であって、
　前記回転操作部材は、前記鏡筒の周りを回転する操作部材であることを特徴とする請求
項２４に記載の電子機器。
【請求項２６】
　前記第１の種別および前記他の種別は、撮像手段による撮像に関するパラメータである
、露出補正、ＩＳＯ感度、絞り値およびシャッター速度の何れかであることを特徴とする
請求項１８乃至２５の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項２７】
　前記第１の種別は、撮像手段による撮像に関するパラメータである、ズーム操作、ＷＢ
補正、コントラスト補正、アスペクト切替えおよびフォーカス操作の何れか一つであり、
　前記他の種別は、撮像手段による撮像に関するパラメータである、露出補正、ＩＳＯ感
度、絞り値およびシャッター速度の何れかであることを特徴とする請求項１８乃至２６の
何れか１項に記載の電子機器。
【請求項２８】
　前記第１の種別は、撮像手段による撮像に関するパラメータである、フィルターの種類
であり、
　前記他の種別は、前記フィルターの効果であることを特徴とする請求項１８乃至２７の
何れか１項に記載の電子機器。
【請求項２９】
　コンピュータを、請求項１乃至２８の何れか１項に記載された電子機器の各手段として
機能させるためのプログラム。
【請求項３０】
　コンピュータを、請求項１乃至２８の何れか１項に記載された電子機器の各手段として
機能させるためのプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器、プログラムおよび記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子ダイヤル等の回転操作部材が用いられた電子機器が知られている。回転操作
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部材を複数のパラメータ設定に併用することで、少ない操作部材で多くのパラメータ制御
を行うことができる。特許文献１には、ボタンを押しながらダイヤルを左右に回すことで
レンズ位置制御信号を撮像部に供給し、ボタンを押さずにダイヤルを回すと圧縮率制御信
号を圧縮符号化部へ供給する撮像装置が開示されている。
【０００３】
　また、タッチパネルを備えた電子機器も普及している。特許文献２には、タッチパネル
上に表示されたキーボードのうち、シフトキーと、文字Ａキーを同時にタッチすることで
、キーボードと同様のシフト動作検出（多重入力検出）が可能であることが開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１３４４６２号公報
【特許文献２】特開平３－７７１１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１、２では、２種類の操作を切替えることができるに過ぎず、
ある回転操作部材のようなパラメータを設定する操作手段を用いて多くの種別のパラメー
タを素早く切替えて変更することができない。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑み、パラメータを設定する操作手段を用いて、複数の種別のパ
ラメータを素早く切替えて変更することができる電子機器等を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電子機器は、第１の操作手段と、タッチ操作を受け付け可能な第２の操作手段
と、前記第２の操作手段に対するタッチ操作がない状態で前記第１の操作手段に対する操
作があると、第１の種別のパラメータを変更し、前記第２の操作手段に対するタッチ操作
がある状態で前記第１の操作手段に対する操作があると、少なくとも第２の種別と第３の
種別とを含む複数の種別のうち、前記タッチ操作に応じた種別のパラメータを変更するよ
うに制御する制御手段と、前記複数の種別のうち前回、パラメータが変更された種別の操
作情報を記録する記録手段と、を有し、前記制御手段は、前記第２の操作手段に対するタ
ッチダウンで開始されたタッチが継続されたまま移動されるムーブの前に、前記第１の操
作手段に対する操作があると、前記記録手段により記録された操作情報に基づいて前回、
パラメータが変更された種別のパラメータを変更することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、パラメータを設定する操作手段を用いて、複数の種別のパラメータを
素早く切替えて変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態のデジタルカメラの外観図である。
【図２】本実施形態のデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態の操作に応じて遷移する設定画面を示す図である。
【図４】本実施形態のデジタルカメラの撮影モードでの処理を示すフローチャートである
。
【図５】本実施形態のデジタルカメラのタッチリング設定の処理を示すフローチャートで
ある。
【図６】本実施形態の引き出しの表示領域が配置される位置を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。なお、以下に
説明する実施形態では、本発明に係る電子機器が、静止画像と動画との撮影が可能なデジ
タルカメラである撮像装置に適用した場合を例にして説明する。
【００１１】
　［デジタルカメラの構成］
　図１は、実施形態に係るデジタルカメラ１００の外観図である。図１（ａ）はデジタル
カメラ１００の背面側の外観斜視図であり、図１（ｂ）はデジタルカメラ１００のレンズ
側の外観斜視図である。
【００１２】
　表示部１０１は、画像や各種情報を表示する。電源スイッチ１０２は、電源オン、電源
オフを切替えるためのスイッチである。シャッターボタン１０３は、ユーザが撮影指示を
行うためのボタンである。モード切替スイッチ１０４は、ユーザがデジタルカメラ１００
の各種モードを切替えるためのスイッチである。具体的には、静止画記録モード、動画記
録モード、再生モード等のモードへの切替えが可能である。デジタルカメラ１００は、接
続ケーブル１０５を介して外部機器と接続することができる。接続ケーブル１０５は、デ
ジタルカメラ１００のコネクタ１０６に差し込まれることで、デジタルカメラ１００と接
続できる。
　操作部１０７は、ユーザからの各種操作を受け付ける。操作部１０７には、図示の各種
ボタンや、表示部１０１の画面上に配置されたタッチパネル１０８等の操作部材が含まれ
ている。具体的には、操作部１０７の各種ボタンとは、例えば消去ボタン、メニューボタ
ン、ＳＥＴボタン、ディスプレイボタン、ズーム操作部、十字に配置された４方向ボタン
（上下右左ボタン）、ホイール１０９、コントローラリング１１０（図１（ｂ）参照）等
である。コントローラリング１１０は、鏡筒の周りに配置される回転操作部材であり、シ
ャッター速度、絞り、ズーム、フォーカス等の設定が可能である。コントローラリング１
１０は、図１（ｂ）に示す第一の方向Ｒと、第一の方向Ｒと異なる第二の方向Ｌに回転可
能である。コントローラリング１１０は、第１の操作手段の一例に対応する。
【００１３】
　デジタルカメラ１００は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体１１１を装着す
ることができる。記録媒体スロット１１２は、記録媒体１１１を格納する。記録媒体スロ
ット１１２に格納された記録媒体１１１は、デジタルカメラ１００との間で通信が可能で
ある。記録媒体スロット１１２は、蓋１１３によって閉塞される。
　光学ファインダ１１４は、ユーザが被写体の確認および画角確認を行うためのものであ
る。光学ファインダ１１４の画角は後述する撮影レンズのズーム位置に連動して変更され
る。
【００１４】
　図２は、デジタルカメラ１００の構成を示すブロック図である。なお、図１と同一の構
成は、同一符号を付して適宜、その説明を省略する。
　撮影レンズ２００は、ズームレンズ、フォーカスレンズを含むレンズ群である。シャッ
ター２０１は、絞り機能を備える。撮像部２０２は、光学像を電気信号に変換するＣＣＤ
やＣＭＯＳ素子等で構成される撮像素子である。Ａ／Ｄ変換器２０３は、撮像部２０２か
ら出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換する。また、Ａ／Ｄ変換器２０３は、音
声制御部２０４から出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換する。バリア２０５は
、デジタルカメラ１００の撮影レンズ２００を覆うことにより、撮影レンズ２００、シャ
ッター２０１、撮像部２０２を含む撮像系の汚れや破損を防止する。
【００１５】
　タイミング発生部２０６は、撮像部２０２、Ａ／Ｄ変換器２０３、音声制御部２０４、
Ｄ／Ａ変換器２０７にクロック信号や制御信号を供給する。タイミング発生部２０６は、
メモリ制御部２０８およびシステム制御部２０９により制御される。画像処理部２１０は
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、Ａ／Ｄ変換器２０３からの画像データまたはメモリ制御部２０８からの画像データに対
し所定の画素補間、縮小といったリサイズ処理や色変換処理を行う。また、画像処理部２
１０では、撮像した画像データを用いて所定の演算処理が行われ、得られた演算結果に基
づいてシステム制御部２０９が露光制御、測距制御を行う。この処理により、ＴＴＬ（ス
ルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ
（フラッシュプリ発光）処理が行われる。更に、画像処理部２１０では、撮像した画像デ
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ＡＷＢ（
オートホワイトバランス）処理も行っている。
【００１６】
　Ａ／Ｄ変換器２０３からの画像データは、画像処理部２１０およびメモリ制御部２０８
を介してまたはメモリ制御部２０８を介してメモリ２１１に直接書き込まれる。メモリ２
１１は、撮像部２０２によって得られＡ／Ｄ変換器２０３によりデジタルデータに変換さ
れた画像データや表示部１０１に表示するための画像データを格納する。メモリ２１１は
、マイク２１２において録音された音声データ、静止画像、動画像および画像ファイルを
構成する場合のファイルヘッダを格納する場合にも用いられる。したがって、メモリ２１
１は、所定枚数の静止画像や所定時間の動画像および音声を格納するのに十分な記憶容量
を備えている。また、メモリ２１１は、画像表示用のメモリ（ビデオメモリ）を兼ねてい
る。
【００１７】
　圧縮／伸張部２１３は、適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データを圧縮
、伸張する。圧縮／伸張部２１３は、シャッター２０１をトリガにしてメモリ２１１に格
納された画像データを読み込んで圧縮処理を行い、処理を終えた画像データをメモリ２１
１に書き込む。また、圧縮／伸張部２１３は、記録媒体１１１の記録部２３３等からメモ
リ２１１に読み込まれた圧縮画像に対して伸張処理を行い、処理を終えた画像データをメ
モリ２１１に書き込む。圧縮／伸張部２１３によりメモリ２１１に書き込まれた画像デー
タは、システム制御部２０９のファイル部においてファイル化され、インタフェース２１
４を介して記録媒体１１１に記録される。
【００１８】
　Ｄ／Ａ変換器２０７は、メモリ２１１に格納されている表示用の画像データをアナログ
信号に変換して表示部１０１に供給する。したがって、メモリ２１１に書き込まれた表示
用の画像データは、Ｄ／Ａ変換器２０７を介して表示部１０１により表示される。
【００１９】
　マイク２１２から出力された音声信号は、アンプ等で構成される音声制御部２０４を介
してＡ／Ｄ変換器２０３に供給され、Ａ／Ｄ変換器２０３においてデジタル信号に変換さ
れた後、メモリ制御部２０８によってメモリ２１１に格納される。一方、記録媒体１１１
に記録されている音声データは、メモリ２１１に読み込まれた後、Ｄ／Ａ変換器２０７に
よりアナログ信号に変換される。音声制御部２０４は、このアナログ信号によりスピーカ
２１５を駆動し、音声出力する。
【００２０】
　表示部１０１は、ＬＣＤ等の表示器上にＤ／Ａ変換器２０７からのアナログ信号に応じ
た表示を行う。
　不揮発性メモリ２１６は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯ
Ｍ等が用いられる。不揮発性メモリ２１６には、システム制御部２０９の動作用の定数、
プログラム等が記録される。このプログラムは、本実施形態の後述する各種フローチャー
トを実行するためのプログラムである。
　システム制御部２０９は、デジタルカメラ１００全体を制御する。システム制御部２０
９は、制御手段および表示制御手段の一例に対応する。システム制御部２０９が不揮発性
メモリ２１６に記録されたプログラムを実行することで、後述する本実施形態の各処理を
実現する。システムメモリ２１７は、例えばＲＡＭが用いられる。システムメモリ２１７
には、システム制御部２０９の動作用の定数、変数、不揮発性メモリ２１６から読み出し
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たプログラム等を展開する。
【００２１】
　操作部１０７、モード切替スイッチ１０４、第１シャッタースイッチ２１８、第２シャ
ッタースイッチ２１９、電源スイッチ１０２は、システム制御部２０９に各種の動作指示
を入力するための操作手段である。
　モード切替スイッチ１０４は、システム制御部２０９の動作モードを静止画記録モード
、動画記録モード、再生モード等の何れかのモードに切替えることができる。
　第１シャッタースイッチ２１８は、デジタルカメラ１００のシャッターボタン１０３の
操作途中、いわゆる半押し（撮影準備指示）でオンとなり第１シャッタースイッチ信号Ｓ
Ｗ１を発生させる。システム制御部２０９は、第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１により
、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動作を開始する。
　第２シャッタースイッチ２１９は、デジタルカメラ１００のシャッターボタン１０３の
操作完了、いわゆる全押し（撮影指示）でオンとなり第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２
を発生させる。システム制御部２０９は、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２により、撮
像部２０２からの信号読み出しから記録媒体１１１に画像データを書き込むまでの一連の
撮影処理の動作を開始する。
【００２２】
　操作部１０７の各操作部材は、表示部１０１に表示される種々の機能アイコンを選択操
作すること等により、場面等に適宜機能が割り当てられ、各種機能ボタンとして作用する
。機能ボタンとして例えば、終了ボタン、戻るボタン、画像送りボタン、ジャンプボタン
、絞込みボタン、属性変更ボタン等がある。例えば、メニューボタンが押されると各種設
定が可能なメニュー画面が表示部１０１に表示される。ユーザは表示部１０１に表示され
たメニュー画面と、４方向ボタンやＳＥＴボタンとを用いて直感的に各種設定を行うこと
ができる。
【００２３】
　電源制御部２２０は、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切替
えるスイッチ回路等により構成され、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量の検出を
行う。また、電源制御部２２０は、その検出結果およびシステム制御部２０９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１１１を含む
各部へ供給する。電源部２２１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電池等の二次電池、ＡＣアダプター等からなる。コネクタ２２
２およびコネクタ２２３、電源制御部２２０と電源部２２１とを接続する。
【００２４】
　ＲＴＣ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）２２４は、日付および時刻を計時する。Ｒ
ＴＣ２２４は、電源制御部２２０とは別に内部に電源部を保持し、電源部２２１がオフさ
れた状態であっても、計時状態を継続する。システム制御部２０９は、起動時にＲＴＣ２
２４より取得した日時を用いてシステムタイマを設定し、タイマ制御を実行する。
　インタフェース２１４は、記録媒体１１１とのインタフェースである。コネクタ２３１
、２３２は、記録媒体１１１とインタフェース２１４とを接続するためのものである。記
録媒体着脱検知部２２５は、コネクタ２３１に記録媒体１１１が装着されているか否かを
検知する。
【００２５】
　記録媒体１１１は、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２３３、デジ
タルカメラ１００とのインタフェース２３４およびデジタルカメラ１００と接続するため
のコネクタ２３２を備えている。
　通信部２２６は、ＲＳ２３２ＣやＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、Ｐ１２８４、ＳＣＳＩ、
モデム、ＬＡＮ、無線通信等の各種通信処理を行う。コネクタ（無線通信の場合はアンテ
ナ）２２７は、通信部２２６を介してデジタルカメラ１００を他の機器と接続する。
【００２６】
　上述したように、デジタルカメラ１００は、操作部１０７の一つとして、表示部１０１
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に対するタッチ操作を検知できるタッチパネル１０８を有する。タッチパネル１０８は、
第２の操作手段の一例に対応する。
　タッチパネル１０８と表示部１０１とは一体的に構成することができる。例えば、光の
透過率が表示部１０１の表示を妨げないように、タッチパネル１０８を表示部１０１の表
示面の上層に取り付ける。そして、タッチパネル１０８における入力座標と、表示部１０
１上の表示座標とを対応付けることで、あたかもユーザが表示部１０１上に表示された画
面を直接的に操作可能であるかのようなＧＵＩを構成することができる。
　タッチパネル１０８には抵抗膜方式や静電容量方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電
磁誘導方式、画像認識方式、光センサ方式等の様々な方式のうち何れかを用いることがで
きる。
【００２７】
　システム制御部２０９はユーザによるタッチパネル１０８に対する以下の操作を検出で
きる。タッチパネル１０８を指やペンで触れたこと（タッチダウン）。タッチパネル１０
８を指やペンで触れている状態であること（タッチオン）。タッチパネル１０８を指やペ
ンで触れたまま、すなわちタッチが継続されたまま移動していること（ムーブ）。タッチ
パネル１０８へ触れていた指やペンを離したこと（タッチアップ）。タッチパネル１０８
に何も触れていない状態（タッチオフ）。
【００２８】
　上述した操作やタッチパネル１０８上に指やペンが触れている位置座標は内部バス２２
８を通じてシステム制御部２０９に通知される。システム制御部２０９は通知された情報
に基づいてタッチパネル１０８上でどのような操作が行なわれたかを判定する。ムーブに
ついては、システム制御部２０９はタッチパネル１０８上で移動する指やペンの移動方向
を位置座標の変化に基づいて、タッチパネル１０８上の垂直成分・水平成分毎に判定でき
る。また、タッチパネル１０８上をタッチダウンから一定のムーブを経てタッチアップを
したとき、ストロークを描いたことになる。素早くストロークを描く操作をフリックと呼
ぶ。フリックは、タッチパネル１０８上に指を触れたままある程度の距離だけ素早く動か
して、そのまま離すといった操作であり、言い換えればタッチパネル１０８上を指ではじ
くように素早くなぞる操作である。システム制御部２０９は所定距離以上を所定速度以上
でムーブされたことを検出し、そのままタッチアップを検出するとフリックが行なわれた
と判定する。また、システム制御部２０９は所定距離以上を所定速度未満でムーブしたこ
とが検出された場合はドラッグが行なわれたと判定する。
【００２９】
　［タッチ＆リング操作（タッチパネル＆コントローラリング操作）の画面遷移］
　本実施形態では、タッチパネル１０８とコントローラリング１１０とを組み合わせて操
作することによって、コントローラリング１１０の回転操作で３種類以上の種別のパラメ
ータを変更可能である。以下に、タッチ＆リング操作の図面遷移について図３を参照して
説明する。
　ここでは、撮影モードをシャッター速度優先モード（以下、Ｔｖモード）とした場合の
表示部１０１の表示例を図３（ａ）に示す。図３（ａ）は、タッチパネル１０８にタッチ
していない状態（タッチオフ）でＴｖモードを起動した際の初期表示例である。図３（ａ
）に示すように、スルー画像に重畳して、引き出し３０１とガイダンス３０２が表示され
る。引き出し３０１は、この領域あるいは周辺をタッチすることで、回転操作部材を模し
た表示アイテムであるタッチリング３０３が引き出されて表示されることを示す表示アイ
テムである。本実施形態の引き出し３０１は、タッチリング３０３を縮小表示したもので
ある。ガイダンス３０２は、引き出し３０１の表示領域をタッチすることで、様々な種別
のパラメータ設定をコントローラリング１１０で行えることを示すガイダンスである。ガ
イダンス３０２は、Ｔｖモードを開始してから所定時間（数秒程度）が経過すると自動的
に非表示となり、スルー画像の視認を妨げないようにする。
【００３０】
　図３（ｂ）は、Ｔｖモードを起動して、タッチすることなく所定時間が経過した場合の
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表示例である。図３（ｂ）では、ガイダンス３０２が消えている。また、現在設定されて
いるＴｖ値（シャッター速度）である１／１０００の数値に隣接して操作ガイド３０４が
表示されている。操作ガイド３０４は、この状態で（すなわちタッチすることなく）コン
トローラリング１１０を回転させるとＴｖ値を変更できることを示している。更に、この
状態で、タッチＡＦ可能領域３０５を示す枠の内側にタッチダウンすることで、タッチダ
ウンされた位置の被写体を主被写体に指定した撮影を行うことができる。タッチＡＦ可能
領域３０５は、タッチダウンした被写体にＡＦを行うことが可能な領域である。例えば、
タッチダウン位置に人物の顔があればその顔を主被写体として顔ＡＦの対象や追尾ＡＦの
対象とする。タッチダウン位置に人物の顔がなければ、その位置をフォーカス調整位置に
設定したり、その位置の被写体のコントラストや色等を用いてタッチダウン位置にあった
被写体を追尾する。なお、タッチＡＦ可能領域３０５の枠は便宜上図示したものであって
、表示されなくてもよい。
【００３１】
　図３（ｃ）は、Ｔｖモードで、タッチパネル１０８にタッチすることなくコントローラ
リング１１０を回転操作させた場合の表示例である。コントローラリング１１０の回転方
向と回転量とに応じてＴｖ値の設定を変更することができる。また、コントローラリング
１１０が回転されたことに応じて、何れの方向に回転させると、どのようなＴｖ値に設定
できるのかを示すスケールを含むＴｖ値設定ダイアログ３０６が表示される。Ｔｖ値設定
ダイアログ３０６は、他の操作（タッチパネル１０８へのタッチダウンや操作部１０７に
含まれる他の操作部材の操作）があるか、コントローラリング１１０の操作終了から所定
時間（数秒程度）が経過すると消去される（非表示となる）。
【００３２】
　図３（ｄ）は、Ｔｖモードで、引き出し３０１の表示領域あるいはその近傍にタッチし
た場合の表示例である。図３（ａ）～（ｃ）の状態から、引き出し３０１をタッチすると
図３（ｄ）に示すように、引き出し３０１の表示領域が拡大表示され、タッチリング３０
３として表示される。タッチリング３０３は指３２０でのタッチオン状態が続いている限
り表示される。タッチリング３０３が表示されタッチオンとなっている状態でコントロー
ラリング１１０を回転させることで、タッチオフ時のＴｖ値（主機能）とは異なる、副機
能１と副機能２との２種類の種別のパラメータ変更を行うことができる。ここで、主機能
が第１の種別に対応し、副機能１と副機能２とがそれぞれ第２の種別と第３の種別とに対
応する。
　副機能１と副機能２は、タッチリング３０３を表示した状態でのムーブによって切替え
ることができる。具体的には、タッチリング３０３を表示した状態で下方向Ｄ（第１の方
向）へのムーブを行うと設定可能なパラメータが副機能１に切替えられる。一方、タッチ
リング３０３を表示した状態で上方向Ｕ（第２の方向）へのムーブを行うと設定可能なパ
ラメータが副機能２に切替えられる。タッチリング３０３の表示開始時点（引き出し３０
１にタッチダウンしてからムーブを行っていない場合）は、前回最後に設定可能となって
いた副機能が設定可能であるものとする。前回最後の記録がない場合には、デフォルトの
副機能として副機能１のパラメータが設定可能な状態となる。
【００３３】
　図３（ｄ）では、露出補正（副機能１）のパラメータが変更可能な状態である。現在パ
ラメータ設定が可能な副機能が何れであるかを示す副機能一覧３０７が表示されている。
ここでは、副機能１としての露出補正と、副機能２としてのＩＳＯ感度とのうち、現在パ
ラメータ設定が可能な露出補正に選択カーソル３０８が表示されている。また、コントロ
ーラリング１１０を何れの方向に回転させると、どのような露出補正値に設定できるかを
示すスケールを含む露出補正値設定ダイアログ３０９が表示されている。露出補正値設定
ダイアログ３０９には、露出補正値に関するカーソルが表示されている。更に、現在設定
されている露出補正値である＋１／３の数値に隣接して操作ガイド３１０が表示されてい
る。操作ガイド３１０は、この状態で（すなわちタッチオンのまま）コントローラリング
１１０を回転させると露出補正値を変更できることを示している。副機能一覧３０７はコ
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ントローラリング１１０の回転が始まると消去され、コントローラリング１１０の回転操
作後タッチしたまま、もしくはムーブ操作することで再表示される。
【００３４】
　図３（ｅ）は、現在パラメータ設定可能な機能を図３（ｄ）の副機能１から副機能２に
切替えた場合の表示例である。図３（ｄ）のようにタッチリング３０３が表示され、副機
能１（露出補正）が設定可能なパラメータとして選択されていた場合に、指３２０を上方
向にムーブすることで、設定可能なパラメータが副機能２（ＩＳＯ感度）に変更される。
設定可能なパラメータが副機能２（ＩＳＯ感度）に変更されると、副機能一覧３０７には
現在パラメータ設定が可能な副機能２（ＩＳＯ感度）に選択カーソル３０８が表示される
。また、コントローラリング１１０を何れの方向に回転させると、どのようなＩＳＯ感度
に設定できるかを示すスケールを含むＩＳＯ感度設定ダイアログ３１１が表示されている
。ＩＳＯ感度設定ダイアログ３１１には、ＩＳＯ感度に関するカーソルが表示されている
。更に、現在設定されているＩＳＯ感度であるＩＳＯ８００の数値に隣接して操作ガイド
３１２が表示される。操作ガイド３１２は、この状態で（すなわちタッチオンのまま）コ
ントローラリング１１０を回転させるとＩＳＯ感度を変更できることを示している。副機
能一覧３０７はコントローラリング１１０の回転が始まると消去され、コントローラリン
グ１１０の回転操作後タッチしたまま、もしくはムーブ操作することで再表示される。
【００３５】
　なお、図３（ｆ）に示すようにスルー画像が表示されている領域３１３とスルー画像が
表示されてない領域３１４を設定し、タッチリング３０３を領域３１４に配置することで
スルー画像を隠すことなくタッチ＆リング操作を可能にする実施形態も可能である。
【００３６】
　このようにタッチ操作の状態に応じて、同じコントローラリング１１０への操作でも、
３種類の機能に関するパラメータを設定することができる。しかも、タッチパネル１０８
へタッチしているか否か、タッチしてムーブしたか否か等によってどの機能のパラメータ
を設定するかを素早く切替えられる。すなわち、メニュー画面等でコントローラリング１
１０の機能を切替えるといった煩わしい操作が不要となる。したがって、３種類の種別の
パラメータを素早く調整することができる。これは、シャッターチャンスを逃さないよう
に素早く撮影設定を変更しなければならない撮像装置での撮影待機中等で特に必要となる
効果である。
【００３７】
　［タッチ＆リング操作の処理についてのフローチャート］
　次に、上述したタッチ＆リング操作を実現するための処理について詳述する。図４は、
撮影モードでの処理を示すフローチャートである。タッチ＆リング操作によるタッチリン
グ設定は、この撮影モードの処理における撮影待機中の処理として後述する。撮影モード
の各処理は、システム制御部２０９が不揮発性メモリ２１６等に格納されたプログラムを
システムメモリ２１７に展開して実行することにより実現される。撮影モードの処理は、
モード切替スイッチ１０４により他のモードへの切替えが行われた場合や電源スイッチ１
０２がオフされた場合に、割り込み処理等により終了するものとする。
【００３８】
　システム制御部２０９は、デジタルカメラ１００を起動してモード切替スイッチ１０４
により撮影モードが切替えられることで、撮影モードの処理を開始する。
　ステップＳ４０１では、システム制御部２０９は、撮影モードを確定する。撮影モード
の確定は、システム制御部２０９が不揮発性メモリ２１６により前回の撮影モード終了時
におけるモードを取得してシステムメモリ２１７に格納することで行われる。ここでいう
撮影モードは、静止画を撮影するための撮影モードである。本実施形態のデジタルカメラ
１００は例えば以下のような撮影モードを有する。
【００３９】
　・オートモード：デジタルカメラ１００の各種パラメータが、計測された露出値に基づ
いてデジタルカメラ１００に組み込まれたプログラムにより自動的に決定されるモードで
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ある。
　・マニュアルモード：デジタルカメラ１００の各種パラメータをユーザが自由に変更可
能なモードである。
　・Ａｖモード（絞り優先モード）：ユーザが絞り値（Ｆ値、Ａｖ値）を任意に設定し、
設定された絞り値とプログラム線図に基づいてデジタルカメラ１００がＴｖ値を自動的に
設定するモードである。
　・Ｔｖモード（シャッター速度優先モード）：ユーザがシャッター速度（シャッタース
ピード、Ｔｖ値）を任意に設定し、設定されたシャッター速度とプログラム線図に基づい
てデジタルカメラ１００がＡｖ値を自動的に設定するモードである。
　・Ｐモード（プログラムＡＥモード）：被写体の明るさに応じてデジタルカメラ１００
がシャッター速度と絞り値とを自動的に設定するモードである。ただし、オートモードと
異なり、自動的にセットされたシャッター速度と絞り値との組み合わせ（プログラム）を
、同じ露出のままで自由に変えることができる。
　・シーンモード：撮影シーン別に用意された撮影モードであり、撮影シーンに応じた適
切な設定にデジタルカメラ１００が自動的に設定するモードである。シーンモードには、
ポートレートモード、風景モード、スポーツモード、水中モード等がある。
【００４０】
　ステップＳ４０２では、システム制御部２０９は、現在の撮影モードがタッチ＆リング
操作が可能（有効）な撮影モードであるか否かを判定する。本実施形態では、上述の複数
の静止画撮影モードのうち、マニュアルモード、Ａｖモード、Ｔｖモード、Ｐモードがタ
ッチ＆リング操作が可能な撮影モード、すなわち有効な撮影モードであるものとする。タ
ッチ＆リング操作が有効な撮影モードである場合にはステップＳ４０４に進み、そうでな
い場合にはステップＳ４０３に進む。
【００４１】
　ステップＳ４０３では、システム制御部２０９は、撮像部２０２からの画像データを表
示部１０１に表示するスルー表示を行う。スルー表示は、撮像部２０２で撮像されている
画像を記録媒体１１１に記録することなく、ほぼリアルタイムの動画で表示部１０１に表
示するものである。ユーザはスルー表示を見て画角の確認や撮影のタイミングを計ること
ができる。なお、ステップＳ４０３ではタッチ＆リング操作は受け付けないので、システ
ム制御部２０９は、表示部１０１に上述した引き出し３０１を表示しない。
　一方、ステップＳ４０４では、システム制御部２０９は、表示部１０１に引き出し３０
１と共にスルー画像を表示するタッチ＆リング操作用のスルー表示を行う。具体的には、
図３（ａ）の表示例に示す、タッチ＆リング操作を受け付けることができるスルー表示を
行う。なお、システム制御部２０９は、所定時間が経過した後は、図３（ｂ）の表示例に
示すスルー表示を行う。
【００４２】
　ステップＳ４０５では、システム制御部２０９は、タッチリング設定を行う。タッチリ
ング設定は、図５に示すフローチャートを参照して後述する。このタッチリング設定によ
って、上述した図３（ａ）～（ｆ）で説明したようなタッチ＆リング操作を受け付ける。
　ステップＳ４０６では、システム制御部２０９は、現在の撮影モードを他の撮影モード
に変更する操作があったか否かを判定する。モード切替スイッチ１０４の操作等による撮
影モードを変更する操作があった場合にはステップＳ４０７に進み、撮影モードを変更す
る操作がない場合にはステップＳ４０８に進む。
【００４３】
　ステップＳ４０７では、システム制御部２０９は、撮影モードを変更する操作に応じて
現在の撮影モードを変更し、変更された撮影モードに設定する。このとき、システム制御
部２０９は、引き出し３０１にタッチダウンされたときに最初に選択する副機能（前回の
タッチ＆リング操作のときに最後に選択していた副機能）として、システムメモリ２１７
に記録されている前回の操作情報を消去（クリア）する。撮影モードを変更すると、主機
能、副機能１、副機能２にそれぞれ割り当てられる機能が変わる可能性がある。したがっ
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て、システム制御部２０９は、撮影モードを変更したとき、前回までの操作情報を消去す
ることで、前回までの操作情報とは無関係に新たに設定された撮影モードでの設定操作を
行えるようにしている。
【００４４】
　ステップＳ４０８では、システム制御部２０９は、その他の操作があったか否かを判定
する。その他の操作には例えば、メニュー画面を開いての各種撮影設定の変更、ストロボ
ボタン押下によるストロボ設定の変更、タッチＡＦ可能領域３０５をタッチしてのタッチ
ＡＦ、コントローラリング１１０を操作しての撮影設定変更等がある。その他の操作があ
った場合にはステップＳ４０９に進み、その他の操作がない場合にはステップＳ４１０に
進む。
【００４５】
　ステップＳ４０９では、システム制御部２０９は、その他の操作に応じた処理を行う。
　一方、ステップＳ４１０では、システム制御部２０９は、第１シャッタースイッチ信号
ＳＷ１がオンであるか否かを判定する（撮影準備指示受付）。第１シャッタースイッチ信
号ＳＷ１がオフの場合にはステップＳ４０２に戻り、第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１
がオンの場合にはステップＳ４１１に進む。
【００４６】
　ステップＳ４１１では、システム制御部２０９は、撮影準備動作を行う。具体的には、
システム制御部２０９は、測距処理を行って撮影レンズ２００の焦点を被写体に合わせる
（ＡＦ処理）と共に、測光処理を行って絞り値およびシャッタースピードを決定する（露
出決定処理）。なお、システム制御部２０９は、測光処理において、必要であればフラッ
シュの設定も行う。このとき、システム制御部２０９は、スルー画像から顔を検出してい
れば、検出した顔の範囲で測距を行う顔ＡＦを行うことも可能である。また、このとき、
システム制御部２０９は、ステップＳ４０５のタッチ＆リング操作で設定された各種撮影
パラメータも反映する。
【００４７】
　ステップＳ４１２では、システム制御部２０９は、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２
がオンであるか否かを判定する。第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２がオフの場合にはス
テップＳ４１３に進み、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２がオンの場合にはステップＳ
４１４に進む。
　ステップＳＳ４１３では、システム制御部２０９は、第１シャッタースイッチ信号ＳＷ
１がオンであるか否かを判定する。第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１がオンの場合には
ステップＳ４１２に戻る。一方、第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１がオフの場合（第２
シャッタースイッチ信号ＳＷ２がオンされず、更に第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１も
解除された場合）にはステップＳ４０２に戻る。
【００４８】
　ステップＳ４１４では、システム制御部２０９は、撮像部２０２での露光、撮像を行う
（本撮影処理）。このとき、システム制御部２０９は、Ｔｖ値、Ａｖ値、ＩＳＯ感度等を
上述したステップＳ４０５およびステップＳ４０９において決定された値に基づいて撮像
する。このとき、システム制御部２０９は、撮像した画像を数秒間、ユーザが確認できる
ように表示部１０１に表示するレックレビューを行ってもよい。
　ステップＳ４１５では、システム制御部２０９は、本撮影によって撮像された画像を
画像ファイルとして記録媒体１１１に記録する。
【００４９】
　ステップＳ４１６では、システム制御部２０９は、第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１
がオンであるか否かを判定する。すなわち、システム制御部２０９は、ステップＳ４１４
において本撮影でシャッターボタン１０３が全押しされたまま、離されることなく半押し
状態になっているか否かを判定する。第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１がオンの場合に
はステップＳ４１２に戻り、第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１がオフの場合にはステッ
プＳ４０２に戻り、再び処理を繰り返す。
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【００５０】
　［タッチリング設定のフローチャート］
　図５は、図４のステップＳ４０５のタッチリング設定の処理の詳細を示すフローチャー
トである。この処理は、システム制御部２０９が不揮発性メモリ２１６に記録されたプロ
グラムをシステムメモリ２１７に展開して実行することで実現する。
　ステップＳ５０１では、システム制御部２０９は、コントローラリング１１０が操作さ
れたか否かを判定する。コントローラリング１１０が操作された場合にはステップＳ５０
２に進み、コントローラリング１１０が操作されていない場合にはステップＳ５０３に進
む。なお、ステップＳ５０１では、タッチパネル１０８に対するタッチがない状態（タッ
チオフ）において、コントローラリング１１０が操作されたか否かが判定される。
【００５１】
　ステップＳ５０２では、システム制御部２０９は、コントローラリング１１０が操作さ
れた回転方向と回転量とに応じて、主機能のパラメータを変更する。主機能がシャッター
速度である場合、システム制御部２０９は、表示部１０１に図３（ｃ）に示すようなＴｖ
値設定ダイアログ３０６を含む表示を行う。システム制御部２０９は、主機能のパラメー
タを変更するとタッチリング設定を終了し、図４のステップＳ４０６に進む。例えば、ス
テップ４０６に進んだ後、システム制御部２０９が引き出し３０１に対するタッチダウン
を検知した場合を想定する。この場合、ステップＳ４０６をＮｏに進み、ステップＳ４０
８をＮｏに進み、ステップＳ４１０をオフに進み、ステップＳ４０２をＹｅｓに進み、ス
テップＳ４０４から再びステップＳ４０５のタッチリング設定に進み、ステップＳ５０３
でＹｅｓと判定される。
【００５２】
　ステップＳ５０３では、システム制御部２０９は、タッチパネル１０８のうち引き出し
３０１に対するタッチ有効領域へのタッチダウンがあったか否かを判定する。なお、引き
出しに対するタッチ有効領域は、タッチＡＦ可能領域３０５と重なり合わない範囲で、引
き出し３０１の表示領域を含む、該表示領域よりもやや大きめに設定されている。したが
って、システム制御部２０９は、引き出し３０１から多少外れてタッチされたとしてもタ
ッチ有効領域内であれば、引き出し３０１がタッチされたものとして判定する。このよう
に処理することで、引き出し３０１が閉じられた表示形態（縮小された表示形態）であっ
ても、引き出し３０１に対するタッチを容易に行うことができる。引き出し３０１に対す
るタッチ有効領域へのタッチダウンがあった場合にはステップＳ５０４に進み、タッチダ
ウンがない場合にはタッチリング設定を終了して図４のステップＳ４０６に進む。
【００５３】
　ステップＳ５０４では、システム制御部２０９は、タッチダウンがされた位置の座標（
タッチダウン位置）を取得し、初期のタッチ位置（Ｘ０，Ｙ０）としてシステムメモリ２
１７に記録する。
　ステップＳ５０５では、システム制御部２０９は、システムメモリ２１７に記録されて
いる前回の操作情報を取得する。システム制御部２０９は、前回の操作情報から前回のタ
ッチ＆リング操作時に最後に選択していた副機能の情報を取得し、その副機能をパラメー
タ変更可能な副機能として選択カーソル３０８で選択した状態で表示部１０１に設定画面
を表示する。このように処理することで、ユーザは良く使う副機能を素早く呼び出すこと
ができる。なお、前回の操作情報が記録されていない場合には、デフォルトとして副機能
１の設定画面を表示する。したがって、表示部１０１には、図３（ｄ）のような設定画面
（副機能１の場合）、あるいは図３（ｅ）のような設定画面（副機能２の場合）が表示さ
れる。
【００５４】
　ステップＳ５０６では、システム制御部２０９は、現在表示している副機能が副機能１
の設定画面であるか否かを判定する。副機能１の設定画面が表示されている場合にはステ
ップＳ５１１に進み、副機能１の設定画面が表示されていない場合にはステップＳ５２１
に進む。
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　ステップＳ５１１では、システム制御部２０９は、現在の撮影モードにおいて、副機能
２に有効な機能が割り当てられているか否かを判定する。副機能２に有効な機能が割り当
てられている場合にはステップＳ５１２に進み、副機能２に有効な機能が割り当てられて
いない場合にはステップＳ５１４に進む。
【００５５】
　ステップＳ５１２では、システム制御部２０９は、ステップＳ５０３においてタッチダ
ウンされた状態から上方向へのムーブが行われたか否かを判定する。具体的には、システ
ム制御部２０９は、システムメモリ２１７に記録した初期のタッチ位置（Ｘ０、Ｙ０）と
、現在のタッチ位置とをＹ座標について比較する。システム制御部２０９は、比較の結果
、所定値以上の差があり、且つ変化した方向が上方向である場合には上方向へのムーブが
行われたと判定する。このとき、Ｘ成分（表示部１０１の横方向の成分）の変化量につい
ては考慮しないものとする。上方向へのムーブが行われたと判定された場合にはステップ
Ｓ５１３に進み、上方向へのムーブが行われていないと判定された場合にはステップＳ５
１４に進む。
【００５６】
　ステップＳ５１３では、システム制御部２０９は、パラメータ変更可能な機能を副機能
１から副機能２に切替え、表示部１０１に副機能２の設定画面を表示する。したがって、
表示部１０１は、図３（ｄ）のような設定画面から図３（ｅ）のような設定画面に変化す
る。システム制御部２０９は、副機能２の設定画面を表示すると、ステップＳ５２４に進
む。
　ステップＳ５１４では、システム制御部２０９は、コントローラリング１１０が操作さ
れたか否かを判定する。コントローラリング１１０が操作された場合にはステップＳ５１
５に進み、コントローラリング１１０が操作されていない場合にはステップＳ５３１に進
む。なお、ステップＳ５１４では、タッチパネル１０８に対してタッチされた状態（タッ
チオン）において、コントローラリング１１０が操作されたか否かが判定される。
　ステップＳ５１５では、システム制御部２０９は、コントローラリング１１０の操作さ
れた回転方向と回転量とに応じて、副機能１のパラメータを変更する。また、システム制
御部２０９は、副機能の情報および変更したパラメータの情報を操作情報としてシステム
メモリ２１７に記録する。
【００５７】
　一方、ステップＳ５０６において、副機能１の設定画面が表示されていない場合にはス
テップＳ５２１に進む。ステップＳ５２１では、システム制御部２０９は、現在の撮影モ
ードにおいて、副機能１に有効な機能が割り当てられているか否かを判定する。副機能１
に有効な機能が割り当てられている場合にはステップＳ５２２に進み、副機能１に有効な
機能が割り当てられていない場合にはステップＳ５２４に進む。
【００５８】
　ステップＳ５２２では、システム制御部２０９は、ステップＳ５０３においてタッチダ
ウンされた状態から下方向へのムーブが行われたか否かを判定する。具体的には、システ
ム制御部２０９は、システムメモリ２１７に記録した初期のタッチ位置（Ｘ０、Ｙ０）と
、現在のタッチ位置とをＹ座標について比較する。システム制御部２０９は、比較の結果
、所定値以上の差があり、且つ変化した方向が下方向である場合には下方向へのムーブが
行われたと判定する。このとき、Ｘ成分（表示部１０１の横方向の成分）の変化量につい
ては考慮しないものとする。下方向へのムーブが行われたと判定された場合にはステップ
Ｓ５２３に進み、下方向へのムーブが行われていないと判定された場合にはステップＳ５
２４に進む。
【００５９】
　ステップＳ５２３では、システム制御部２０９は、パラメータ変更可能な機能を副機能
２から副機能１に切替え、表示部１０１に副機能１の設定画面を表示する。したがって、
表示部１０１は、図３（ｅ）のような設定画面から図３（ｄ）のような設定画面に変化す
る。システム制御部２０９は、副機能１の設定画面を表示すると、ステップＳ５１４に進
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む。
　ステップＳ５２４では、システム制御部２０９は、コントローラリング１１０が操作さ
れたか否かを判定する。コントローラリング１１０が操作された場合にはステップＳ５２
５に進み、コントローラリング１１０が操作されていない場合にはステップＳ５３１に進
む。なお、ステップＳ５２４では、タッチパネル１０８に対してタッチされた状態（タッ
チオン）において、コントローラリング１１０が操作されたか否かが判定される。
　ステップＳ５２５では、システム制御部２０９は、コントローラリング１１０の操作さ
れた回転方向と回転量とに応じて、副機能２のパラメータを変更する。また、システム制
御部２０９は、副機能２の情報および変更したパラメータの情報を操作情報としてシステ
ムメモリ２１７に記録する。
【００６０】
　ステップＳ５３１では、システム制御部２０９は、タッチアップが行われたか否かを判
定する。タッチアップが行われていないと判定された場合、すなわちステップＳ５０３か
らタッチオンが継続されている場合にはステップＳ５０６に戻る。タッチアップが行われ
たと判定された場合にはステップＳ５３２に進む。なお、ここまでの処理で分かるとおり
、引き出し３０１に対するタッチダウンで始まったタッチオン状態中は、Ｙ方向のムーブ
を副機能の切替えに用いるのみで、その他に関してはタッチ位置に応じた制御が行われな
い。すなわち、システム制御部２０９は、タッチ位置がタッチリング３０３の表示領域か
ら外れても副機能のパラメータ変更が可能な状態を継続すると共に、タッチＡＦ可能領域
３０５にムーブしたとしてもタッチＡＦを行われない。このように処理することで、デジ
タルカメラ１００を把持した手の指で引き出し３０１をタッチした後、コントローラリン
グ１１０を反対の手で回転操作している途中でタッチしていた指が意図せずにずれてしま
ったときでも、意図しない動作が発生しない。すなわち、コントローラリング１１０を回
転操作している際には、デジタルカメラ１００を把持する手の支える力も大きくなってし
まい、意図せずにタッチした指の位置がずれてしまうことが起こり易い。このような場合
でも、上述したように処理することで、誤操作の発生を効果的に防止することができる。
【００６１】
　ステップＳ５３２では、システム制御部２０９は、縮小表示タイマー（１～２秒程度）
のカウントを開始する。
　ステップＳ５３３では、システム制御部２０９は、タッチパネル１０８のうち引き出し
３０１に対するタッチ有効領域へのタッチダウンが行われたか否かを判定する。引き出し
３０１に対するタッチ有効領域へのタッチダウンがあった場合にはステップＳ５０４に進
み、タッチダウンがない場合にはステップＳ５３４に進む。
【００６２】
　ステップＳ５３４では、システム制御部２０９は、コントローラリング１１０が操作さ
れたか否かを判定する。コントローラリング１１０が操作された場合にはステップＳ５３
５に進み、コントローラリング１１０が操作されていない場合にはステップＳ５３６に進
む。
　ステップＳ５３５では、システム制御部２０９は、コントローラリング１１０の操作さ
れた回転方向と回転量とに応じて、主機能のパラメータを変更する。
【００６３】
　一方、ステップＳ５３６では、システム制御部２０９は、ステップＳ５３２において開
始した縮小表示タイマーが完了したか否かを判定する。すなわち、この処理では、タッチ
アップから所定時間が経過したか否かが判定される。タイマーが完了している場合にはス
テップＳ５３７に進み、タイマーが完了していない場合にはステップＳ５３３に戻る。
　ステップＳ５３７では、システム制御部２０９は、タッチリング３０３を縮小表示して
、図３（ｂ）のようなタッチされていないときの表示状態にし、タッチリング設定を終了
して図４のステップＳ４０６に進む。
【００６４】
　上述したステップＳ５３２～ステップＳ５３７までの処理によって、タッチオン中にタ
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ステム制御部２０９は、副機能用のタッチリング３０３の表示をすぐに縮小表示しない。
このように処理することで、タッチオン中に操作対象となっていたパラメータと、操作結
果とをユーザに十分に確認させることができる。
　一方、タッチアップ直後にコントローラリング１１０の操作があった場合には、システ
ム制御部２０９は、主機能のパラメータを変更すると共にその時点でタッチリング３０３
の表示を終了する。このように処理することで、タッチアップに応じて即座に変更するパ
ラメータを切替えることができるので、素早く複数の機能のパラメータを変更できる。
【００６５】
　なお、タッチアップ後、縮小表示タイマーが完了する前にコントローラリング１１０が
回転された場合には、システム制御部２０９は、主機能ではなく、最後に選択していた副
機能のパラメータを変更するようにしてもよい。このように処理することで、副機能から
主機能への素早い変更が多少犠牲になるが、コントローラリング１１０の回転の途中で間
違えてタッチアップしてしまった場合に、意図せずに主機能のパラメータが変更されてし
まうという誤操作を防止することができる。
【００６６】
　本実施形態では、図６に示すように、引き出し３０１の表示領域をタッチパネル１０８
の四辺のうちグリップ側（シャッターボタン１０３が配置された側）の辺の周辺領域６０
１に配置している。この位置に引き出し３０１の表示領域を配置すると、デジタルカメラ
１００を把持する右手の親指で引き出し３０１にタッチすることができる。したがって、
右手親指で副機能を切替えながら、反対の左手でコントローラリング１１０を操作してパ
ラメータを変更するという操作ができる。このように、左右両方の手を効果的に使って、
複数の機能に関するパラメータを素早く変更することを可能としている。
【００６７】
　次に、主機能と各副機能とには、撮影モードに応じてそれぞれ異なる機能を割り当てる
ことができる。効果的な割り当てのパターンを以下に例示する。
【００６８】
【表１】

【００６９】
　表１は、撮影モードに応じた機能割り当ての一例を示す表である。絞り値、シャッター
速度、ＩＳＯ感度、露出補正という、何れも露出に関連する４種類の撮影設定のうち、主
機能に各撮影モードで最も使用頻度が高いと思われる撮影設定項目を割り当て、副機能１
、２にその他の撮影設定項目を割り当てている。
　このような割り当てにすることで、タッチすることなくコントローラリング１１０のみ
を操作した場合に、当該撮影モードで一番利用するパラメータが変更可能となり、操作性
が向上する。また、タッチ操作に応じて簡単に素早く他の露出に関連したパラメータを変
更することができる。すなわち、コントローラリング１１０とタッチパネル１０８との２
種類の操作部材のみを用いて、露出決定に必要な４種類のパラメータを素早く調整できる
ため、シャッターチャンスを逃すことなく思い通りの露出に設定して撮影ができる。
【００７０】
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【表２】

【００７１】
　表２は、効果的と考えられる機能割り当ての他の一例を示す表である。この例では、主
機能にズーム操作を割り当てている。
　このような割り当てにすることで、全ての撮影モードでコントローラリング１１０のみ
を操作した場合に、ズーム操作（ズームレンズを駆動する光学ズーム、あるいは電子ズー
ム）が可能となる。タッチしながらコントローラリング１１０を操作することで、露出パ
ラメータを変更することができる。このように、副機能に露出関連の機能、主機能にその
他の良く使う機能を割り当てることで、タッチ操作しながらコントローラリング１１０を
回転させると露出を調整できるため、ユーザにとって直観的で分かりやすい操作感を提供
することができる。主機能には、ズーム操作以外にもマニュアルフォーカス、ダイナミッ
クレンジ補正、暗部補正、ＷＢ補正、コントラスト補正、アスペクト切替え、フォーカス
操作などの撮影設定を割り当てることが可能である。
【００７２】
　なお、表２では、副機能として副機能１および副機能２の他に副機能３が割り当てられ
ている。すなわち、副機能は２種類に限られず、３種類以上にすることも可能である。タ
ッチした指のＹ方向のムーブの度合いに応じて３種類以上の副機能を切替えることができ
る。例えば、副機能１を選択した状態でＹ方向に閾値１を超えて下方向にムーブしたら副
機能２に切替え、閾値１より大きい閾値２を超えて下方向にムーブしたら副機能３に切替
える等の処理により３種類以上の副機能を切替えることができる。
【００７３】

【表３】

【００７４】
　表３は、クリエーティブフィルター選択時の割り当ての一例を示す表である。主機能を
美肌・ソフトフォーカス等のフィルターの種類を設定する機能とし、副機能１、２をフィ
ルターの効果を選択する機能にすることで、ユーザは簡単にフィルターとその効果を切替
えることができる。
【００７５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、コントローラリング（物理的な回転操作部
材）１１０とタッチパネル１０８とを組み合わせることで、ユーザが良く使う３種類以上
の機能を素早く、且つ容易に選択することができる。また、コントローラリング１１０を
用いることで、ユーザは選択された機能の設定値を操作性良く変更することができる。
　なお、本実施形態ではコントローラリング１１０とタッチパネル１０８とを組み合わせ
る場合について説明したが、コントローラリング１１０と、２種類以上の操作が可能な操
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と、上下方向に傾動させることが可能なジョイスティックや十字キー等の操作部材とを組
み合わせても、実現することができる。操作部材にジョイスティックを用いた場合、ジョ
イスティックを上方向に傾倒させる操作を上方向へのムーブ、下方向に傾倒させる操作を
下方向へのムーブとして対応付けることで、上述したタッチリング設定を実現することが
できる。
【００７６】
　なお、システム制御部２０９の制御は１つのハードウェアが行ってもよいし、複数のハ
ードウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行ってもよい。
　また、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明は上述した特定
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本
発明に含まれる。
【００７７】
　また、上述した実施形態においては、本発明をデジタルカメラ１００に適用した場合を
例にして説明したが、この場合に限られず、複数の種別のパラメータを切替える電子機器
であれば適用可能である。すなわち、本発明はパーソナルコンピュータやＰＤＡ、携帯電
話端末や携帯型の画像ビューワ、ディスプレイを備えるプリンタ装置、デジタルフォトフ
レーム、音楽プレーヤー、ゲーム機、電子ブックリーダー等に適用可能である。
【００７８】
　（他の実施形態）
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。すなわち、上述した実施
形態の機能を実現するプログラムをネットワークまたは各種記録媒体を介してシステムあ
るいは電子機器に供給し、そのシステムあるいは電子機器のコンピュータ（またはＣＰＵ
やＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラム
およびプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は本発明を構成するこ
とになる。
【符号の説明】
【００７９】
　１００：デジタルカメラ（電子機器）　１０１：表示部　１０３：シャッターボタン　
１０７：操作部　１０８：タッチパネル　１１０：コントローラリング　２０２：撮像部
　２０９：システム制御部
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