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(57)【要約】
【課題】一眼レフカメラをしっかりと固定して撮影動作
を行う場合であっても、タッチパネルからの操作入力に
より撮影に関連する動作を可能にする。
【解決手段】カメラは、被写体像を撮像して取得した画
像を表示する表示器１２０と、表示器１２０に設けられ
たタッチパネル１２６と、撮影準備動作を検出する検出
手段１２４と、撮影に関連する動作に必要な所定の操作
をタッチパネル１２６に割り当てる割当手段１１１と、
検出手段１２４により撮影準備動作が検出された場合は
、割り当てられた所定の操作を受け付けた時、受け付け
た所定の操作に対応して撮影に関連する動作を制御する
制御手段１１１とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を撮像して取得した画像を表示する表示器と、
　前記表示器に設けられたタッチパネルと、
　撮影準備動作を検出する検出手段と、
　撮影に関連する動作に必要な所定の操作を前記タッチパネルに割り当てる割当手段と、
　前記検出手段により前記撮影準備動作が検出された場合は、前記割り当てられた所定の
操作を受け付けた時、前記受け付けた所定の操作に対応して前記撮影に関連する動作を制
御する制御手段とを備えることを特徴とするカメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載のカメラにおいて、
　前記所定の操作は、前記タッチパネルのうち所定領域内で行われる操作であることを特
徴とするカメラ。
【請求項３】
　請求項２に記載のカメラにおいて、
　前記所定領域は、前記タッチパネルの左側下部領域であることを特徴とするカメラ。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のカメラにおいて、
　ユーザが接眼光学系を覗いているときに、前記検出手段は、前記撮影準備動作を検出す
ることを特徴とするカメラ。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のカメラにおいて、
　ユーザがレリーズボタンを半押ししたときに、前記検出手段は、前記撮影準備動作を検
出することを特徴とするカメラ。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のカメラにおいて、
　前記撮影に関連する動作は、光学系のズーミング動作、焦点調節動作、焦点検出領域の
選択、撮像感度の変更、露光時間の変更、および絞り値の変更の少なくとも１つを含むこ
とを特徴とするカメラ。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載のカメラにおいて、
　前記撮影に関連する動作と前記所定の操作とを対応付けた登録情報を登録する登録手段
をさらに備えることを特徴とするカメラ。
【請求項８】
　請求項７に記載のカメラにおいて、
　前記登録手段で登録した前記登録情報を読み出す読出手段をさらに備え、
　前記割当手段は、前記読出手段で読み出した前記登録情報に基づいて、前記撮影に関連
する動作に必要な所定の操作を前記タッチパネルに割り当てることを特徴とするカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示器上にタッチパネルを備えるカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、タッチパネルをなぞる速度や方向に基づいた処理を行うカメラが知られてい
る（たとえば特許文献１）。
【特許文献１】特開２００４－１０４５９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　しかしながら、タッチパネルからの操作は動画再生処理に対応したものであり、ユーザ
が一眼レフカメラを保持して撮影動作を行う場合に、タッチパネルを操作して撮影に関連
する動作ができないという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　請求項１に記載の発明によるカメラは、被写体像を撮像して取得した画像を表示する表
示器と、表示器に設けられたタッチパネルと、撮影準備動作を検出する検出手段と、撮影
に関連する動作に必要な所定の操作をタッチパネルに割り当てる割当手段と、検出手段に
より撮影準備動作が検出された場合は、割り当てられた所定の操作を受け付けた時、受け
付けた所定の操作に対応して撮影に関連する動作を制御する制御手段とを備えることを特
徴とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のカメラにおいて、所定の操作は、タッチパ
ネルのうち所定領域内で行われる操作であることを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のカメラにおいて、所定領域は、タッチパネ
ルの左側下部領域であることを特徴とする。
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれか一項に記載のカメラにおいて、ユ
ーザが接眼光学系を覗いているときに、検出手段は、撮影準備動作を検出することを特徴
とする。
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれか一項に記載のカメラにおいて、ユ
ーザがレリーズボタンを半押ししたときに、検出手段は、撮影準備動作を検出することを
特徴とする。
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５のいずれか一項に記載のカメラにおいて、撮
影に関連する動作は、光学系のズーミング動作、焦点調節動作、焦点検出領域の選択、撮
像感度の変更、露光時間の変更、および絞り値の変更の少なくとも１つを含むことを特徴
とする。
　請求項７に記載の発明は、請求項１乃至６のいずれか一項に記載のカメラにおいて、撮
影に関連する動作と所定の操作とを対応付けた登録情報を登録する登録手段をさらに備え
ることを特徴とする。
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載のカメラにおいて、登録手段で登録した登録
情報を読み出す読出手段をさらに備え、割当手段は、読出手段で読み出した登録情報に基
づいて、撮影に関連する動作に必要な所定の操作をタッチパネルに割り当てることを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、カメラを保持して撮影動作をする場合でも、タッチパネルを操作して
撮影に関連する動作が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　図面を参照して、本発明による実施の形態におけるカメラを説明する。図１の電子カメ
ラ１００の要部構成図に示すように、電子カメラ１００のボディには、ズームレンズや焦
点調節レンズを含んで構成される撮影レンズＬ１と絞り２０１とを備える交換レンズ２０
０が着脱可能に装着されている。カメラ１００のボディ側には、クイックリターンミラー
１０１、焦点板１０２、ペンタプリズム１０３、測光センサ１０４、接眼レンズ１０５、
シャッタ１０６、撮像素子１０７、および焦点検出用センサ１０８が設けられている。
【０００７】
　図２は電子カメラ１００の制御系のブロック図である。図２において、図１に示した構
成要素には同一の符号を付して説明する。電子カメラ１００の制御系は、撮像素子１０７
、焦点検出用センサ１０８、制御回路１１１、一時記録メモリ１１２、内蔵メモリ１１３
、ＬＣＤ駆動回路１１９、液晶表示器１２０、操作部１２１、メモリカードインタフェー
ス１２２、メモリカード１２３、視線検知装置１２４、姿勢センサ１２５、およびタッチ
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パネル１２６を備えている。
【０００８】
　図１を参照して説明すると、交換レンズ２００を通過して電子カメラ１００に入射した
被写体光は、シャッタレリーズ前は図１において実線で示すように位置するクイックリタ
ーンミラー１０１で上方へ導かれて焦点板１０２に結像する。被写体光はさらにペンタプ
リズム１０３へ入射される。ペンタプリズム１０３は、入射された被写体光を接眼レンズ
１０５へ導く一方、測光センサ１０４に被写体光を入射させる。測光センサ１０４は、交
換レンズ２００に対して撮像素子１０７と光学的に等価な位置に配設され、撮像面上に結
像されている被写体像を撮像し、被写体像の明るさに応じた光電変換信号を測光信号とし
て制御回路１１１へ出力する。
【０００９】
　被写体光の一部はクイックリターンミラー１０１の半透過領域を透過し、サブミラー１
０１ａにて下方に反射され、焦点検出用センサ１０８へ入射される。焦点検出用センサ１
０８は、たとえば、焦点検出光束を一対の焦点検出用光像に分割して結像する焦点検出光
学系と、分割された一対の光像が入射し、それに応じた焦点検出信号を出力する一対のＣ
ＣＤラインセンサとを備える。ＣＣＤラインセンサから出力される焦点検出信号は制御回
路１１１に入力される。
【００１０】
　レリーズ後はクイックリターンミラー１０１が図１の破線で示される位置へ回動し、被
写体光がシャッタ１０６を介して撮像素子１０７へ導かれ、その撮像面上に被写体像が結
像する。撮像素子１０７は、受光した被写体光をその強度に応じた画像信号に変換するＣ
ＣＤやＣＭＯＳなどの光電変換素子である。
【００１１】
　図２を参照して制御系について詳細に説明する。
　撮像素子１０７は、制御回路１１１が出力するタイミング信号に応じて、画像信号を出
力する。制御回路１１１は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ等を備え、電子カメ
ラ１００の各構成要素を制御したり、各種のデータ処理を実行する演算回路である。制御
回路１１１は、撮像素子１０７の出力する画像信号にアナログ的な処理を施してからデジ
タルの画像データに変換する回路である。また、制御回路１１１は、前述の測光センサ１
０４から出力された測光信号に基づいて被写体の輝度を算出し、シャッタ速度と絞り値を
演算する。さらに、制御回路１１１は、前述した焦点検出用センサ１０８から出力された
焦点検出信号に基づいて、デフォーカス量などの焦点調節状態の演算を行う。
【００１２】
　制御回路１１１は、画像処理部１１４および画像圧縮部１１５を備える。画像処理部１
１４は、画像データに対して、ホワイトバランス処理、ガンマ補正処理、色補間処理、輪
郭強調、ビネット補正などの画像処理を実行する。画像圧縮部１１５は、画像処理部１１
４で画像処理の施された本画像データに対してＪＰＥＧ圧縮処理を実行する回路である。
【００１３】
　一時記録メモリ１１２は、画像処理、画像圧縮処理および表示データ作成処理の途中や
処理後のデータを一時的に格納するために使用される揮発性メモリである。内蔵メモリ１
１３は、上述した画像処理などが施された画像データを記録するための不揮発性メモリで
ある。また、内蔵メモリ１１３には、後述する撮影関連操作と撮影関連動作とが対応付け
された登録情報が登録される。
【００１４】
　メモリカードインタフェース１２２は、メモリカード１２３が着脱可能なインタフェー
スであり、メモリカード１２３の着脱を検出すると検出信号を制御回路１１１へ出力する
。メモリカードインタフェース１２２は、制御回路１１１の制御に基づいて、一時記録メ
モリ１１２に一時的に格納された画像データをメモリカード１２３に書き込んだり、メモ
リカード１２３に記録されている画像データを読み出す。メモリカード１２３はコンパク
トフラッシュ（登録商標）やＳＤカードなどの半導体メモリカードである。
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【００１５】
　視線検知装置１２４は、接眼レンズ１０５を覗く目の位置に赤外線を照射する投光部と
、角膜で反射された光と眼球全体の像を受光する受光部とを有する。受光部の出力信号は
制御回路１１１へ出力される。制御回路１１１は、この出力信号の有無に基づいて、ユー
ザが接眼レンズ１０５を覗いているか否かを判断する。姿勢センサ１２５は、カメラ１０
０の重力方向に対する向きを検出するためのセンサであり、検出信号は制御装置１１１へ
出力される。
【００１６】
　操作部１２１は、ユーザの操作を受け付けるスイッチである。操作部１２１には、電源
スイッチ、レリーズスイッチ、電子カメラ１００の動作を撮影モードと再生モードとの間
で切替えるモードセレクタ、その他の設定メニューの表示切換スイッチ、設定メニュー決
定ボタンなどが含まれる。
【００１７】
　ＬＣＤ駆動回路１１９は、制御回路１１１の命令に基づいて液晶表示器１２０を駆動す
る回路である。液晶表示器１２０は、再生モードにおいて、内蔵メモリ１１３もしくはメ
モリカード１２３に記録されている画像データに基づいて制御回路１１１で作成された表
示データの表示を行う。また、液晶表示器１２０には、電子カメラ１００の各種動作を設
定するためのメニュー画面が表示される。
【００１８】
　液晶表示器１２０にはタッチパネル１２６が設けられており、使用者が液晶表示器１２
０の表面を指で押圧することによって電子カメラ１００を操作するための操作信号を入力
することができる。タッチパネル１２６は、表示範囲上に格子状に区切られた微細な入力
領域を有しており、使用者がこのタッチパネル１２６上を指やタッチペンで押圧すると押
圧位置にある入力領域がオンされる。タッチパネル１２６は、オンされた入力領域のタッ
チパネル１２６上における位置を特定する情報、例えば座標値をタッチパネル１２６の操
作信号として制御装置１１１へ出力する。
【００１９】
　ユーザが撮影準備動作をしている場合、制御回路１１１は、後述するように、所定時間
ごとにタッチパネル１２６から入力する座標値に基づいて、ユーザによるタッチパネル１
２６の操作態様（撮影関連操作）を判定し、判定した撮影関連操作に対応する撮影関連動
作を行うように各部を制御する。撮影関連操作と対応付けされた撮影関連動作とは、後述
するようにユーザごとに登録される。
【００２０】
　制御回路１１１は、撮影モードが設定されると、タッチパネル１２６の全領域のうち所
定領域を、ユーザの撮影関連操作を受け付ける操作領域１２６Ｒとして設定する。図３の
電子カメラ１００の背面図に示すように、操作領域１２６Ｒは、電子カメラ１００を構え
たときに左手の親指による押圧操作が可能な範囲（たとえば、電子カメラ１００を横位置
に構えたときの左側下部）として設定される。姿勢センサ１２５からの検出信号により電
子カメラ１００が横位置に構えられていることが判定されると、制御回路１１１は、図３
に示すように、タッチパネル１２６に対してＸ軸およびＹ軸を設定する。以下の説明では
、電子カメラ１００が横位置に構えられているものとする。
【００２１】
　制御回路１１１は、タッチパネル１２６から入力した操作信号で示される座標値が操作
領域１２６Ｒで規定される範囲に含まれるか否かを判定する。座標値が操作領域１２６Ｒ
に含まれる場合は、制御回路１１１は、視線検知装置１２４からの出力信号を入力したか
、すなわちユーザが接眼レンズ１０５を覗いて、撮影準備動作を行っているか否かを判定
する。視線検知装置１２４からの出力信号を入力している場合は、制御回路１１１は、タ
ッチパネル１２６に登録情報に登録されている撮影関連操作を割り当て、タッチパネル１
２６から入力する操作信号に応じて、電子カメラ１００の撮影に関する各種の動作をする
。本実施の形態の電子カメラ１００においては、撮影に関する各種の動作として、たとえ
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ば以下の３つの動作が可能である。
１．交換レンズ２００のズーム駆動
２．手動による焦点状態の調節
３．焦点検出領域の選択
【００２２】
　上記１～３の撮影関連動作とタッチパネル１２６上での撮影関連操作とは、それぞれ対
応付けされた登録情報として内蔵メモリ１１３に登録されている。なお、登録情報の登録
処理については、後に詳説する。制御回路１１１は、タッチパネル１２６が出力する座標
値を所定時間Δｔごとに取得して、ユーザによるこすり操作の軌跡と移動方向を判定する
。さらに、制御回路１１１は、所定時間Δｔの間で取得した座標値から距離を算出し、算
出した距離を所定時間Δｔで除することで速度を算出する。そして、制御回路１１１は、
こすり操作の軌跡および移動方向に基づいて、ユーザによる撮影関連操作を判定し、算出
した速度に基づいて撮影関連操作が行われていると判断している間は、判定した撮影関連
操作に対応する撮影関連動作を行うように各部を制御する。
【００２３】
１．交換レンズ２００のズーム駆動
　図４（ａ）に示すように、たとえばタッチパネル１２６の操作領域１２６Ｒ上における
上から下（－Ｙ方向）へのこすり操作と、交換レンズ２００のTele側からWide側へのズー
ム駆動とが、後述する登録処理により対応付けされて登録されているものとする。さらに
、図４（ｂ）に示すように、タッチパネル１２６の操作領域１２６Ｒ上における下から上
（Ｙ方向）へのこすり操作と、交換レンズ２００のWide側からTele側へのズーム駆動が対
応付けされて登録されているものとする。
【００２４】
　制御回路１１１は、上述したように、操作領域１２６Ｒにおけるユーザによるこすり操
作の軌跡と速度とを算出する。こすり操作が－Ｙ方向に行われていると判定すると、制御
回路１１１は、図示しないズームモータに指令して、ズームレンズをTele側からWide側へ
駆動させる。また、こすり操作がＹ方向に行われていると判定すると、制御回路１１１は
、ズームモータに指令して、ズームレンズをWide側からTele側へ駆動させる。
【００２５】
　ユーザの指がタッチパネル１２６から離れると、タッチパネル１２６は操作信号の出力
を停止する。制御回路１１１は、操作信号の入力が無くなると、ズームモータに指令して
ズームレンズの駆動を停止させる。この結果、ユーザがタッチパネル１２６をこすり操作
している間は、ズームレンズの駆動が連続して行われる。
【００２６】
２．手動による焦点状態の調節
　図５（ａ）に示すように、たとえばタッチパネル１２６の操作領域１２６Ｒ上における
左から右（Ｘ方向）へのこすり操作と、合焦位置を無限遠側から至近端側へ移動させるた
めの焦点調節レンズの駆動とが対応付けされて登録されているものとする。さらに、図５
（ｂ）に示すように、タッチパネル１２６操作領域１２６Ｒ上における右から左（－Ｘ方
向）へのこすり操作と、合焦位置を至近端側から無限遠側へ移動させるための焦点調節レ
ンズの駆動とが対応付けされて登録されているものとする。
【００２７】
　制御回路１１１は、上述したように、操作領域１２６Ｒにおけるユーザによるこすり操
作の軌跡と速度とを算出し、こすり操作がＸ方向へ行われていると判定すると、図示しな
いフォーカスモータに指令して、合焦位置が無限遠側から至近端側へ移動するように焦点
調節レンズを駆動させる。また、こすり操作が－Ｘ方向へ行われていると判定すると、制
御回路１１１は、フォーカスモータに指令して、合焦位置が至近端側から無限遠側へ移動
するように焦点調節レンズを駆動させる。タッチパネル１２６から操作信号が入力されな
くなると、制御回路１１１は、交換レンズ２００をズーム駆動させた場合と同様に、フォ
ーカスモータに指令して焦点調節レンズの駆動を停止させる。この結果、ユーザがタッチ
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パネル１２６をこすり操作している間は、フォーカスレンズの駆動が連続して行われる。
【００２８】
３．焦点検出領域の選択
　本実施の形態の電子カメラ１００においては、撮影画面において、図６に示すように焦
点検出領域１０９（１０９ａ～１０９ｅ）が配置されているものとする。図７に示すよう
に、たとえばタッチパネル１２６の操作領域１２６Ｒ上において親指を回転させるこすり
操作と、焦点検出領域１０９を選択させる動作とが対応付けされて登録されているものと
する。すなわち、図７（ａ）に示すように、タッチパネル１２６上でユーザが親指を右回
り（時計回り）に回転操作している間は、制御回路１１１は、焦点検出領域１０９を１０
９ａ→１０９ｂ→１０９ｃ→１０９ｄ→１０９ｅの順序（第１の順序）で選択するものと
する。また、図７（ｂ）に示すように、ユーザが親指を左回り（反時計回り）に回転操作
している間は、制御回路１１１は、焦点検出領域１０９を１０９ｅ→１０９ｄ→１０９ｃ
→１０９ｂ→１０９ａの順序（第２の順序）で選択するものとする。
【００２９】
　タッチパネル１２６から操作信号を入力している間は、制御回路１１１は、焦点検出領
域１０９ａ～１０９ｅの選択を、たとえば１秒ごとに切替える。そして、焦点検出領域１
０９の選択が切り替るごとに、制御回路１１１は、図示しないスーパーインポーズ装置に
指令して、選択中の焦点検出領域１０９を点灯させる。その結果、ユーザは、接眼レンズ
１０５を介して、選択中の焦点検出領域１０９を確認できる。ユーザがタッチパネル１２
６から親指を離し、タッチパネル１２６から操作信号が入力されなくなった時に、たとえ
ば焦点検出領域１０９ｃが選択されていたとすると、制御回路１１１は焦点検出領域１０
９ｃを焦点状態の調節に用いる領域として設定する。
【００３０】
　上記の説明においては、電子カメラ１００が横位置に構えられた場合について説明した
。しかし、傾斜センサ１２５の検出信号により電子カメラ１００が縦位置に構えられてい
ると判定された場合は、制御回路１１１は、図８に示すようにＸ軸、Ｙ軸を設定する。
【００３１】
－撮影関連操作と対応付けされた撮影関連動作の登録－
　ユーザ登録画面において、ユーザが実際に撮影関連操作を行うことにより、撮影関連動
作と対応付けされた登録される。図９に示す電源オンの直後に液晶表示器１２０に表示さ
れるユーザ選択画面において、「新規ユーザ」に対応する位置をタッチパネル１２６上で
押圧することにより、ユーザ登録画面に移行する。
【００３２】
　ユーザ登録画面に移行すると、図１０に示すように、制御回路１１１は、液晶表示器１
２０の上部１２０Ｕに、ズームレンズのTele側からWide側への操作の入力を促すメッセー
ジと、「ＯＫ」、「キャンセル」および「エンド」のボタンを表示させる。この状態で、
ユーザが、液晶表示器１２０の下部１２０Ｂでこすり操作を行うと、タッチパネル１２６
は操作信号を制御回路１１１へ出力する。制御回路１１１は、所定時間Δｔごとに入力し
た操作信号に基づいて、たとえばこすり操作が上から下へ行われた場合は、こすり操作を
－Ｙ方向と判定する。
【００３３】
　ユーザが「ＯＫ」ボタンに対応する位置をタッチパネル１２６上で押圧すると、制御回
路１１１は、－Ｙ方向へのこすり操作を撮影関連操作として、ズームレンズのTele側から
Wide側への撮影関連動作と対応付けして記録する。記録が終了すると、制御回路１１１は
、液晶表示器１２０の上部１２０Ｕに、ズームレンズのWide側からTele側への操作の入力
を促すメッセージを表示させる。そして、上述したように、ユーザが液晶表示器１２０の
下部１２０Ｂでこすり操作を行い、「ＯＫ」ボタンを押圧すると、制御回路１１１は、今
回のこすり操作とズームレンズのWide側からTele側への撮影関連動作とを対応付けて登録
する。手動による焦点状態の調節、および焦点検出領域１０９の選択の撮影関連動作につ
いても、同様にして、制御回路１１１は、ユーザが行ったこすり操作と関連付けて記録す
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る。なお、液晶表示器１２０の上部１２０Ｕに表示された「キャンセル」ボタンが押圧さ
れた場合は、制御回路１１１は、撮影関連操作を予め記録されているデフォルトの撮影関
連操作に設定する。また、「エンド」ボタンが押圧された場合は、制御回路１１１は、ユ
ーザ登録を終了する。
【００３４】
　そして、制御回路１１１は、上述した処理で記録した撮影関連操作および撮影関連動作
に、ユーザによって指定された登録番号を付加して、内蔵メモリ１１３内に設けた登録領
域に登録する。これによって、制御回路１１１は、撮影関連操作および撮影関連動作を同
一の登録番号により、対応付けて登録することができる。
【００３５】
　ユーザは、一度登録した登録情報を再度呼び出して使用することができる。なお、本実
施の形態では、ユーザごとに複数の登録情報を登録することができるため、ユーザは登録
されている登録情報の中から自分用に登録した登録情報を選択して読み出す必要がある。
【００３６】
　本実施の形態における電子カメラ１００では、例えば、図９に示すユーザ選択画面にお
いて、液晶表示器１２０に登録番号を、たとえば「１」、「２」、「３」のように表示す
る。ユーザは、自分の登録番号に対応する位置をタッチパネル１２６上で押圧することに
より、読み出したい登録番号を指定することができる。すなわち、制御回路１１１は、電
子カメラ１００のユーザ選択画面におけるタッチパネル１２６上の押圧位置を検出し、ユ
ーザによってどの登録番号に応じた位置が押圧されているかを判定することによって、ユ
ーザによって指定された登録番号を特定する。そして、制御回路１１１は、特定した登録
番号の登録情報を内蔵メモリ１１３から読み出し、読み出した登録情報に基づいて撮影関
連操作をタッチパネル１２６に割り当てる。
【００３７】
　なお、以上で説明した、タッチパネル１２６における撮影関連操作を行わないように設
定することもできる。液晶表示器１２０に表示されたメニュー画面において、ユーザが撮
影関連操作をＯＦＦに設定すると、制御回路１１１は、撮影準備時におけるタッチパネル
１２６の撮影関連操作を無効にする。撮影関連操作が無効に設定されると、制御回路１１
１は、電源オン直後に図９に示すユーザ選択画面の液晶表示器１２０への表示を行わない
。
【００３８】
　図１１～図１６に示すフローチャートを参照して、実施の形態の電子カメラ１００の動
作について説明する。図１１～図１６の処理は制御回路１１１でプログラムを実行して行
われる。このプログラムは、メモリ（不図示）に格納されており、操作部１２１の電源ス
イッチからオン信号が入力されると起動される。
【００３９】
　ステップＳ１０１においては、撮影関連操作が無効に設定されているか否かを判定する
。撮影関連操作が無効に設定されている場合は、ステップＳ１０１が肯定判定されて、後
述するステップＳ１０８へ進む。撮影関連操作が有効に設定されている場合は、ステップ
Ｓ１０１が否定判定されてステップＳ１０２へ進む。ステップＳ１０２においては、液晶
表示器１２０に図８に示すようなユーザ選択画面を表示させてステップＳ１０３へ進む。
【００４０】
　ステップＳ１０３においては、ユーザ選択されたか否かを判定する。ユーザ選択された
場合、すなわちタッチパネル１２６からの操作信号に基づいて登録番号に対応する位置が
押圧されたと判定した場合は、ステップＳ１０３が肯定判定されてステップＳ１０４へ進
む。ステップＳ１０４では、ステップＳ１０３で押圧された登録番号と対応する撮影関連
操作および撮影関連動作を内蔵メモリ１１３から読み出し設定して、後述するステップＳ
１０８へ進む。
【００４１】
　ユーザ選択されない場合、すなわちタッチパネル１２６からの操作信号に基づいて登録
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番号に対応する位置が押圧されたと判定した場合は、ステップＳ１０３が否定判定されて
ステップＳ１０５へ進む。ステップＳ１０５においては、新規ユーザ登録が選択されたか
否かを判定する。新規ユーザ登録が選択された場合、すなわちタッチパネル１２６からの
操作信号に基づいて、「新規ユーザ」に対応する位置が押圧されたと判定した場合は、ス
テップＳ１０５が肯定判定されてステップＳ１０６へ進む。ステップＳ１０６においては
、新規ユーザ登録のための処理を行って、後述するステップＳ１０８へ進む。なお、新規
ユーザ登録のための処理については、後に詳説する。
【００４２】
　タッチパネル１２６からの操作信号に基づいて、「デフォルト」に対応する位置が押圧
されたと判定した場合は、ステップＳ１０５が否定判定されてステップＳ１０７へ進む。
ステップＳ１０７においては、撮影関連操作をデフォルトに設定してステップＳ１０８へ
進む。ステップＳ１０８においては、撮影モードにおける処理を行ってステップＳ１０９
へ進む。なお、撮影モードにおける処理については、後に説明する。
【００４３】
　ステップＳ１０９においては、電源がオフされたか否かを判定する。電源スイッチから
オフ信号を入力した場合は、ステップＳ１０９が肯定判定されて処理を終了する。電源ス
イッチからオフ信号を入力しない場合は、ステップＳ１０９が否定判定されてステップＳ
１０８へ戻る。
【００４４】
　図１２～図１４のフローチャートを用いて、ステップＳ１０６における新規ユーザ登録
のための処理について説明する。
　ステップＳ２０１においては、液晶表示器１２０の上部１２０Ｕに、Tele側からWide側
へのズーム駆動に対応する撮影関連操作の入力を促すメッセージを表示させてステップＳ
２０２へ進む。ステップＳ２０２においては、液晶表示器１２０の下部１２０Ｂにおいて
撮影関連操作が行われたか否かを判定する。撮影関連操作が行われ、タッチパネル１２６
から操作信号を入力した場合は、ステップＳ２０２が肯定判定されてステップＳ２０３へ
進む。撮影関連操作が行われない場合は、ステップＳ２０２が否定判定されて後述するス
テップＳ２０５へ進む。
【００４５】
　ステップＳ２０３においては、「ＯＫ」ボタンが押圧されたか否かを判定する。タッチ
パネル１２６から「ＯＫ」ボタンに対応する位置が押圧されたことを示す操作信号を入力
した場合は、ステップＳ２０３が肯定判定されてステップＳ２０４へ進む。「ＯＫ」ボタ
ンが押圧されない場合は、ステップＳ２０３が否定判定されて当該判定処理を繰り返す。
ステップＳ２０４では、入力された撮影関連操作とTele側からWide側へのズーム駆動とを
対応付けて記録し、後述するステップＳ２０８へ進む。
【００４６】
　撮影関連操作が入力されない場合に進んだステップＳ２０５では、「キャンセル」ボタ
ンが押圧されたか否かを判定する。タッチパネル１２６からの操作信号に基づいて、「キ
ャンセル」ボタンに対応する位置が押圧されたと判定した場合は、ステップＳ２０５が肯
定判定されてステップＳ２０６へ進む。ステップＳ２０６では、デフォルトの撮影関連操
作とTele側からWide側へのズーム駆動とを対応付けて記録し、後述するステップＳ２０８
へ進む。
【００４７】
　「キャンセル」ボタンが押圧されない場合は、ステップＳ２０５が否定判定されてステ
ップＳ２０７へ進む。ステップＳ２０７においては、「エンド」ボタンが押圧されたか否
かを判定する。タッチパネル１２６からの操作信号に基づいて、「エンド」ボタンに対応
する位置が押圧されたと判定した場合は、ステップＳ２０７が肯定判定されて新規ユーザ
登録のための処理を終了する。「エンド」ボタンが押圧されない場合は、ステップＳ２０
７が否定判定されてステップＳ２０２へ戻る。
【００４８】
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　ステップＳ２０８においては、液晶表示器１２０の上部１２０Ｕに、Wide側からTele側
へのズーム駆動に対応する撮影関連操作の入力を促すメッセージを表示させてステップＳ
２０９へ進む。ステップＳ２０９（撮影関連操作の入力判定）からステップＳ２１４（「
エンド」ボタンの押圧判定）までの各処理は、ステップＳ２０２（撮影関連操作の入力判
定）からステップＳ２０７（「エンド」ボタンの押圧判定）までの各処理と同様である。
なお、ステップＳ２１１、およびステップＳ２１３においては、撮影関連操作とWide側か
らTele側へのズーム駆動とを対応付けて記録する。また、ステップＳ２１４が否定判定さ
れた場合は、ステップＳ２０９へ戻る。
【００４９】
　図１３のステップＳ２１５においては、液晶表示器１２０の上部１２０Ｕに、無限遠側
から至近端側への焦点調節動作に対応する撮影関連操作の入力を促すメッセージを表示さ
せてステップＳ２１６へ進む。ステップＳ２１６（撮影関連操作の入力判定）からステッ
プＳ２２１（「エンド」ボタンの押圧判定）までの各処理は、ステップＳ２０２（撮影関
連操作の入力判定）からステップＳ２０７（「エンド」ボタンの押圧判定）までの各処理
と同様である。なお、ステップＳ２１８、およびステップＳ２２０においては、撮影関連
操作と無限遠側から至近端側への焦点調節動作とを対応付けて記録する。また、ステップ
Ｓ２２１が否定判定された場合は、ステップＳ２１６へ戻る。
【００５０】
　ステップＳ２２２においては、液晶表示器１２０の上部１２０Ｕに、至近端側から無限
遠側への焦点調節動作に対応する撮影関連操作の入力を促すメッセージを表示させてステ
ップＳ２２３へ進む。ステップＳ２２３（撮影関連操作の入力判定）からステップＳ２２
８（「エンド」ボタンの押圧判定）までの各処理は、ステップＳ２０２（撮影関連操作の
入力判定）からステップＳ２０７（「エンド」ボタンの押圧判定）までの各処理と同様で
ある。なお、ステップＳ２２５、およびステップＳ２２７においては、撮影関連操作と至
近端側から無限遠側への焦点調節動作とを対応付けて記録する。また、ステップＳ２２８
が否定判定された場合は、ステップＳ２２５へ戻る。
【００５１】
　図１４のステップＳ２２９においては、液晶表示器１２０の上部１２０Ｕに、焦点検出
領域１０９ａ～１０９ｅの第１の順序での選択動作に対応する撮影関連操作の入力を促す
メッセージを表示させてステップＳ２３０へ進む。ステップＳ２３０（撮影関連操作の入
力判定）からステップＳ２３５（「エンド」ボタンの押圧判定）までの各処理は、ステッ
プＳ２０２（撮影関連操作の入力判定）からステップＳ２０７（「エンド」ボタンの押圧
判定）までの各処理と同様である。なお、ステップＳ２３２、およびステップＳ２３４に
おいては、撮影関連操作と焦点検出領域１０９ａ～１０９ｅの第１の順序での選択動作と
を対応付けて記録する。また、ステップＳ２３５が否定判定された場合は、ステップＳ２
３０へ戻る。
【００５２】
　ステップＳ２３６においては、液晶表示器１２０の上部１２０Ｕに、焦点検出領域１０
９ａ～１０９ｅの第２の順序での選択動作に対応する撮影関連操作の入力を促すメッセー
ジを表示させてステップＳ２３７へ進む。ステップＳ２３７（撮影関連操作の入力判定）
からステップＳ２４２（「エンド」ボタンの押圧判定）までの各処理は、ステップＳ２０
２（撮影関連操作の入力判定）からステップＳ２０７（「エンド」ボタンの押圧判定）ま
での各処理と同様である。なお、ステップＳ２３９、およびステップＳ２４１においては
、撮影関連操作と焦点検出領域１０９ａ～１０９ｅの第２の順序での選択動作とを対応付
けて記録する。また、ステップＳ２４２が否定判定された場合は、ステップＳ２３７へ戻
る。
【００５３】
　ステップＳ２４３では、登録番号が選択されたか否かを判定する。登録番号が選択され
た場合は、ステップＳ２４３が肯定判定されてステップＳ２４４へ進む。登録番号が選択
されない場合は、ステップＳ２４３が否定判定されて当該判定処理を繰り返す。ステップ
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Ｓ２４４においては、撮影関連操作、撮影関連動作および登録番号を対応付けて内蔵メモ
リ１１３に登録して新規ユーザ登録のための処理を終了する。
【００５４】
　図１５および図１６のフローチャートを用いて、ステップＳ１０８における撮影モード
における処理について説明する。
　ステップＳ３０１では、タッチパネル１２６から操作信号を入力したか否かを判定する
。操作信号を入力した場合は、ステップＳ３０１が肯定判定されてステップＳ３０２へ進
む。操作信号を入力しない場合は、ステップＳ３０１が否定判定されて後述するステップ
Ｓ３２８へ進む。
【００５５】
　ステップＳ３０２においては、操作信号が示す座標値が操作領域１２６Ｒの範囲内か否
かを判定する。操作領域１２６Ｒの範囲内の場合は、ステップＳ３０２が肯定判定されて
ステップＳ３０３へ進む。操作領域１２６Ｒの範囲外の場合は、ステップＳ３０２が否定
判定されて後述するステップＳ３３５へ進む。ステップＳ３０３においては、ユーザが接
眼レンズ１０５を覗いて、撮影準備中か否かを判定する。撮影準備中、すなわち視線検知
装置１２４から出力信号を入力した場合は、ステップＳ３０３が肯定判定されてステップ
Ｓ３０４へ進む。撮影準備中ではない場合、すなわち視線検知装置１２４から出力信号を
入力しない場合は、ステップＳ３０３が否定判定されて、後述するステップＳ３３５へ進
む。
【００５６】
　ステップＳ３０４では、タッチパネル１２６から入力した操作信号を用いて算出した軌
跡と速度に基づいて、こすり操作が－Ｙ方向に行われているか否かを判定する。こすり操
作が－Ｙ方向に行われている場合は、ステップＳ３０４が肯定判定されてステップＳ３０
５へ進む。こすり操作が－Ｙ方向に行われていない場合は、ステップＳ３０４が否定判定
されて後述するステップＳ３０８へ進む。
【００５７】
　ステップＳ３０５においては、ズームモータに対してズームレンズをTele側からWide側
へ駆動させてステップＳ３０６へ進む。ステップＳ３０６においては、こすり操作が終了
したか否かを判定する。こすり操作が終了した場合、すなわちタッチパネル１２６から操
作信号を入力しなくなった場合は、ステップＳ３０６が肯定判定されてステップＳ３０７
へ進む。こすり操作が終了していない場合、すなわちタッチパネル１２６から操作信号を
入力している場合は、ステップＳ３０６が否定判定されてステップＳ３０５へ戻る。ステ
ップＳ３０７では、ズームモータに対してズームレンズの駆動を停止させて、後述するス
テップＳ３２８へ進む。
【００５８】
　こすり操作が－Ｙ方向ではない場合にはステップＳ３０８へ進み、こすり操作がＹ方向
に行われているか否かを判定する。こすり操作がＹ方向に行われている場合は、ステップ
Ｓ３０８が肯定判定されてステップＳ３０９へ進む。こすり操作がＹ方向に行われていな
い場合は、ステップＳ３０８が否定判定されて後述するステップＳ３１２へ進む。ステッ
プＳ３０９では、ズームモータに対してズームレンズをWide側からTele側へ駆動させてス
テップＳ３１０へ進む。ステップＳ３１０（こすり操作の終了判定）およびステップＳ３
１１（ズームレンズの駆動停止）の各処理は、ステップＳ３０６（こすり操作の終了判定
）およびステップＳ３０７（ズームレンズの駆動停止）の各処理と同様である。なお、ス
テップＳ３１０が否定判定された場合は、ステップＳ３０９へ戻る。
【００５９】
　ステップＳ３１２においては、こすり操作がＸ方向に行われているか否かを判定する。
こすり操作がＸ方向に行われている場合は、ステップＳ３１２が肯定判定されてステップ
Ｓ３１３へ進む。こすり操作がＸ方向に行われていない場合は、ステップＳ３１２が否定
判定されて後述するステップＳ３１６へ進む。
【００６０】
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　ステップＳ３１３では、フォーカスモータに対して、合焦位置が無限遠側から至近端側
へ移動するように焦点調節レンズを駆動させてステップＳ３１４へ進む。ステップＳ３１
４においては、こすり操作が終了したか否かを判定する。こすり操作が終了した場合、す
なわちタッチパネル１２６から操作信号を入力しなくなった場合は、ステップＳ３１４が
肯定判定されてステップＳ３１５へ進む。こすり操作が終了していない場合、すなわちタ
ッチパネル１２６から操作信号を入力している場合は、ステップＳ３１４が否定判定され
てステップＳ３１３へ戻る。ステップＳ３１５では、フォーカスモータに対して焦点調節
レンズの駆動を停止させて、後述するステップＳ３２８へ進む。
【００６１】
　こすり操作がＸ方向ではない場合にはステップＳ３１６へ進み、こすり操作が－Ｘ方向
に行われているか否かを判定する。こすり操作が－Ｘ方向に行われている場合は、ステッ
プＳ３１６が肯定判定されてステップＳ３１７へ進む。こすり操作が－Ｘ方向に行われて
いない場合は、ステップＳ３１６が否定判定されて後述するステップＳ３２０へ進む。ス
テップＳ３１７では、フォーカスモータに対して、合焦位置が至近端側から無限遠側へ移
動するように焦点調節レンズを駆動させてステップＳ３１８へ進む。ステップＳ３１８（
こすり操作の終了判定）およびステップＳ３１８（焦点調節レンズの駆動停止）の各処理
は、ステップＳ３１４（こすり操作の終了判定）およびステップＳ３１５（焦点調節レン
ズの駆動停止）の各処理と同様である。なお、ステップＳ３１８が否定判定された場合は
、ステップＳ３１７へ戻る。
【００６２】
　こすり操作が－Ｘ方向ではない場合に進んだステップＳ３２０では、こすり操作が右回
り（時計回り）の回転操作か否かを判定する。こすり操作が右回りの回転操作の場合は、
ステップＳ３２０が肯定判定されてステップＳ３２１へ進む。こすり操作が右回りの回転
操作ではない場合は、ステップＳ３２０が否定判定されて後述するステップＳ３２４へ進
む。
【００６３】
　ステップＳ３２１では、焦点検出領域１０９ａ～１０９ｅを第１の順序で選択してステ
ップＳ３２２へ進む。ステップＳ３２２においては、こすり操作が終了したか否かを判定
する。こすり操作が終了した場合、すなわちタッチパネル１２６から操作信号を入力しな
くなった場合は、ステップＳ３２２が肯定判定されてステップＳ３２３へ進む。こすり操
作が終了していない場合、すなわちタッチパネル１２６から操作信号を入力している場合
は、ステップＳ３２２が否定判定されてステップＳ３２１へ戻る。ステップＳ３２３にお
いては、こすり操作が終了された時点で選択していた焦点検出領域１０９を焦点状態の調
節に用いる領域として設定して、後述するステップＳ３２８へ進む。
【００６４】
　こすり操作が右回りの回転操作ではない場合に進んだステップＳ３２４においては、こ
すり操作が左回り（反時計回り）の回転操作であるか否かを判定する。こすり操作が左回
りの回転操作の場合、ステップＳ３２４が肯定判定されてステップＳ３２５へ進む。こす
り操作が左回りの回転操作ではない場合は、ステップＳ３２４が否定判定されて後述する
ステップＳ３２８へ進む。
【００６５】
　ステップＳ３２５では、焦点検出領域１０９ａ～１０９ｅを第２の順序で選択してステ
ップＳ３２６へ進む。ステップＳ３２６（こすり操作の終了判定）およびステップＳ３２
７（焦点検出領域の設定）の各処理は、ステップＳ３２２（こすり操作の終了判定）およ
びステップＳ３２３（焦点検出領域の設定）の各処理と同様である。なお、ステップＳ３
２６が否定判定された場合は、ステップＳ３２５へ戻る。
【００６６】
　ステップＳ３２８では、レリーズが半押しされたか否かを判定する。レリーズスイッチ
から半押し信号を入力した場合は、ステップＳ３２８が肯定判定されてステップＳ３２９
へ進む。レリーズスイッチから半押し信号を入力しない場合は、ステップＳ３２８が否定
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判定されてステップＳ３０１へ戻る。ステップＳ３２９においては、焦点検出用センサ１
０８から出力された焦点検出信号を用いて算出されたデフォーカス量などの焦点調節状態
に基づいて、焦点調節レンズを駆動させて焦点調節を行って、ステップＳ３３０へ進む。
【００６７】
　ステップＳ３３０においては、レリーズが全押しされたか否かを判定する。レリーズス
イッチから全押し信号を入力した場合は、ステップＳ３３０が肯定判定されてステップＳ
３３１へ進む。ステップＳ３３１においては、撮像素子１０７により画像データを取得さ
せてステップＳ３３２へ進む。ステップＳ３３２においては、ステップＳ３３１で取得し
た画像データに対して画像処理および画像圧縮処理を施してステップＳ３３３へ進む。ス
テップＳ３３３においては、画像データをメモリカード１２３に記録して、撮影モードに
おける処理を終了する。
【００６８】
　ステップＳ３３０においてレリーズスイッチから全押し信号を入力しない場合にはステ
ップＳ３３４に進み、レリーズが半押しされているか否かを判定する。レリーズスイッチ
から半押し信号を入力している場合は、ステップＳ３３４が肯定判定されてステップＳ３
３０へ戻る。レリーズスイッチから半押し信号を入力していない場合は、ステップＳ３３
４が否定判定されてステップＳ３０１へ戻る。
【００６９】
　ステップＳ３０２もしくはステップＳ３０３が否定判定されるとステップＳ３３５へ進
み、撮影関連操作以外のタッチパネル１２６の操作を行ってステップＳ３２８へ進む。
【００７０】
　以上で説明した実施の形態における電子カメラによれば、以下の作用効果が得られる。
（１）制御回路１１１は、登録されている撮影関連操作をタッチパネル１２６に割り当て
、撮影モードにおいて視線検知装置１２４から出力信号を入力すると、タッチパネル１２
６上での撮影関連操作に対応する撮影関連動作を行うように各部の動作を制御するように
した。したがって、一眼レフカメラのように電子カメラ本体をしっかりと保持しながら撮
影に関連する操作をタッチパネル１２６から行うことができるので、操作性が向上する。
【００７１】
（２）制御回路１１１は、タッチパネル１２６の操作領域１２６Ｒで行われた撮影関連操
作を入力して、対応する撮影関連動作を行うようにした。したがって、ユーザが接眼レン
ズ１０５を覗きながら鼻等がタッチパネル１２６を押圧した場合であっても、撮影関連操
作とみなさないので、誤動作の発生を防止できる。また、操作領域１２６Ｒを、電子カメ
ラ１００を横位置に構えた場合に左手の親指で操作可能な範囲としたので、操作性が良い
。
【００７２】
（３）撮影関連動作と撮影関連操作とを対応付けて登録情報として登録するようにし、次
回電子カメラ１００の電源投入時には、登録した登録情報を呼び出して撮影関連操作をタ
ッチパネル１２６に割り当てるようにした。これによって、一度撮影関連操作を決定して
登録情報を登録しておけば、次回以降は登録済みの撮影関連操作を行うことで撮影関連動
作を行うことができ、再度撮影関連操作を決定するための処理を行わずに済む。
【００７３】
（４）姿勢センサ１２５からの出力に基づいて電子カメラ１００の姿勢が変化したことを
検出した場合には、制御回路１１１は、変化後の電子カメラ１００の姿勢に応じてタッチ
パネル１２６に設定する座標系を変更するようにした。これによって、ユーザが電子カメ
ラ１００の向きを変えて構えた場合でも、撮影関連操作を誤って認識することがなくなり
、誤動作の発生を防げる。
【００７４】
　以上で説明した実施の形態による電子カメラを、以下のように変形できる。
（１）登録情報に登録される撮影関連動作は、ズーム駆動、焦点状態の調節および焦点検
出領域の選択に限定されない。ユーザが接眼光学系を覗きながら行う動作として、シャッ
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タ速度の選択、絞り値の選択、撮像感度の設定等も撮影関連動作に含まれる。
【００７５】
（２）タッチパネル１２６から操作信号の入力が無くなると、制御回路１１１が撮影関連
操作の終了を判定するものに代えて、ユーザのこすり操作が停止した時点で撮影関連操作
の終了を判定してもよい。この場合、制御回路１１１は、すなわちユーザの指がタッチパ
ネル１２６を押圧していてもこすり操作が停止して、入力した操作信号（座標値）から算
出した速度が０になると、たとえばズームモータ等の駆動を停止させる。
【００７６】
（３）ユーザがタッチパネル１２６を押圧している間は、制御回路１１１は、こすり操作
の軌跡、移動方向に変化がなくなり、速度が０になって撮影関連動作を継続させてもよい
。この場合、こすり操作の速度が０になる前に、たとえばこすり操作が－Ｙ方向に行われ
、交換レンズ２００のTele側からWide側へのズーム駆動している時は、制御回路１１１は
、タッチパネル１２６から操作信号を入力している間は、交換レンズ２００のTele側から
Wide側へのズーム駆動を継続させる。
【００７７】
（４）制御回路１１１は、こすり操作の速度に比例して、撮影関連動作の速度を変更して
もよい。
（５）制御回路１１１は、ユーザによるこすり操作が行われている間に撮影関連動作を連
続して行うものに代えて、撮影関連動作を所定量ごとに行うようにしてもよい。この場合
、たとえば、こすり操作が－Ｙ方向に行われると、制御回路１１１は、焦点距離がたとえ
ば２８ｍｍから３５ｍｍになるようにズームモータを駆動させる。そして、一度ユーザが
タッチパネル１２６から指を離し、ふたたび－Ｙ方向へのこすり操作を行った場合に、制
御回路１１１は、焦点距離がたとえば３５ｍｍから５０ｍｍになるようにズームモータを
駆動させる。
【００７８】
（６）制御回路１１１は、視線検知装置１２４からの出力信号を入力したに代えて、レリ
ーズスイッチから半押し信号を入力した場合に撮影準備動作が行われたと判定して、登録
情報に登録されている撮影関連操作をタッチパネル１２６に割り当ててもよい。もしくは
、視線検知装置１２４からの出力信号を入力し、レリーズスイッチから半押し信号を入力
したときに、制御回路１１１は撮影準備動作が行われたと判定してもよい。
（７）ユーザ登録画面からユーザが撮影関連操作を入力して登録情報として登録するもの
に代えて、予め決められた撮影関連操作をユーザが選択して登録情報として登録してもよ
い。
【００７９】
（８）ユーザは、登録情報を読み出す際、電源投入時に登録番号に応じてタッチパネル１
２６を押圧する例について説明した。しかしながら、ユーザごとの登録情報にユーザの生
体認証に関する情報を付加して登録するようにしてもよい。例えば、電子カメラ１００に
ユーザの指紋を読み取るための指紋センサを搭載し、登録情報を登録する前にユーザの指
紋を読み込んで識別情報として、登録情報にこの識別情報を付加して登録しておくように
する。そして、電子カメラ１００の電源投入時には、ユーザは指紋センサに指をかざして
認証を行い、制御回路１１１は、認証した指紋情報に応じた登録情報を読み出すようにし
てもよい。なお、生体認証の方法としては指紋認証に限定されず、静脈認証などの他の認
証方法を用いてもよい。
【００８０】
　また、本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態に限定されるものでは
なく、本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の形態についても、本発明の範囲
内に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の実施の形態による電子カメラの要部構成図
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【図２】実施の形態の電子カメラの制御系のブロック図
【図３】実施の形態の電子カメラの背面図
【図４】撮影関連操作の一例を説明する図
【図５】撮影関連操作の一例を説明する図
【図６】焦点検出領域の配置の一例を説明する図
【図７】撮影関連操作の一例を説明する図
【図８】電子カメラを縦位置に構えた場合の座標系を説明する図
【図９】ユーザ選択画面の一例を説明する図
【図１０】ユーザ登録画面の一例を説明する図
【図１１】実施の形態の電子カメラの動作を説明するフローチャート
【図１２】新規ユーザ登録のための処理を説明するフローチャート
【図１３】新規ユーザ登録のための処理を説明するフローチャート
【図１４】新規ユーザ登録のための処理を説明するフローチャート
【図１５】撮影モードにおける処理を説明するフローチャート
【図１６】撮影モードにおける処理を説明するフローチャート
【符号の説明】
【００８２】
１１１・・・制御回路　１２０・・・液晶表示器　１２４・・・視線検知装置
１２６・・・タッチパネル

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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