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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  表示装置と、
　入力を促進するためのアイコンから成るメニューを前記表示装置に表示するメニュー表
示手段と、
　前記表示装置と組合わせて用いられるタッチパネルと、
　前記タッチパネルにおけるタッチ位置を演算するタッチ位置演算手段と、
　前記タッチパネルがタッチされ前記タッチ位置演算手段により演算されるタッチ位置を
第１のタッチ位置とし、この第１のタッチ位置からタッチ状態が維持されたまま移動し前
記タッチ位置演算手段に演算されるタッチ位置を第２のタッチ位置とし、前記第１のタッ
チ位置から前記第２のタッチ位置への移動方向を検出する移動方向検出手段と、
　前記メニューのうち前記移動方向の延長上に位置するアイコンを選択状態とする制御手
段とを備え、
　前記制御手段は、前記第１のタッチ位置と前記第２のタッチ位置の間の直線距離が所定
の閾値を超えているとき、前記移動方向の延長上のアイコンを選択されたアイコンと判断
し、
　前記第２のタッチ位置からタッチ状態が維持されたまま移動し前記タッチ位置演算手段
に演算されるタッチ位置を第３のタッチ位置とし、
　前記第３のタッチ位置が前記第１のタッチ位置の近傍にあるとき、前記選択されたアイ
コンの選択が決定されたと判断することを特徴とするタッチパネル付き入力装置。
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【請求項２】
　前記移動方向の延長上のアイコンが選択されたことを示す第１の報知手段を備えること
を特徴とする請求項１に記載のタッチパネル付き入力装置。
【請求項３】
　前記第１の報知手段は、前記第１のタッチ位置から前記第２のタッチ位置への移動方向
を示すキャラクタを前記表示装置に表示することを特徴とする請求項２に記載のタッチパ
ネル付き入力装置。
【請求項４】
　前記第１の報知手段による報知内容を変更し、前記アイコンの選択が決定されたことを
示す第２の報知手段を備えることを特徴とする請求項２に記載のタッチパネル付き入力装
置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記タッチパネルからの応答がないとき、前記移動方向検出手段の処
理をキャンセルすることを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル付き入力装置。
【請求項６】
　アイコンが選択状態になった後、前記タッチパネルに対するタッチを一定時間無効にす
る誤操作防止手段を備えることを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル付き入力装置
。
【請求項７】
　前記メニューは前記表示手段の表示領域の周縁部に表示されることを特徴とする請求項
１に記載のタッチパネル付き入力装置。
【請求項８】
　前記メニューは、前記周縁部において使用者の手が位置する部分の近傍の縁部を除いて
表示されることを特徴とする請求項７に記載のタッチパネル付き入力装置。
【請求項９】
　表示装置と、入力を促進するためのアイコンから成るメニューを前記表示装置に表示す
るメニュー表示手段と、前記表示装置と組合わせて用いられるタッチパネルとを備える入
力装置において、
　前記タッチパネルがタッチされていない状態において前記タッチパネルからの応答があ
ったら、そのタッチ位置を第１のタッチ位置とし、
　前記第１のタッチ位置からタッチ状態が維持されたまま所定の閾値を超えた距離だけ移
動したタッチ位置を第２のタッチ位置とし、
　前記第１のタッチ位置から前記第２のタッチ位置への移動方向を演算し、
　前記メニューのうち前記移動方向の延長上にあるアイコンを使用者により選択されたア
イコンと特定し、
　前記第２のタッチ位置からタッチ状態が維持されたまま移動したタッチ位置を第３のタ
ッチ位置とし、
　前記第３のタッチ位置が前記第１のタッチ位置の近傍にあるとき、前記メニューのうち
、前記移動方向の延長上にあるアイコンの選択が使用者により決定されたと判断すること
を特徴とする入力装置の制御方法。
【請求項１０】
　アイコンが選択状態になった後、前記タッチパネルに対するタッチを一定時間無効にす
ることを特徴とする請求項９に記載の入力装置の制御方法。
【請求項１１】
　演算された前記移動方向が前記表示装置に表示されることを特徴とする請求項９または
１０に記載の入力装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は使用者が指等で触れて情報入力するタッチパネルを備えた入力装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、画像等を表示するディスプレイと、このディスプレイの上に積層したタッチパネ
ルとを組合わせて構成される情報入力装置が知られている。ディスプレイには入力を促す
各種アイコンが表示される。使用者がアイコンをタッチすると（実際にはアイコンに対応
するタッチパネルの領域をタッチすると）、そのアイコンを選択したとみなされ、対応す
る入力処理が行われる。
【特許文献１】特開平１１－２４８４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような入力装置は、使用者が指でディスプレイをタッチするだけでよいため、キー
ボード等に比べると簡易な入力装置である一方、以下の問題がある。ディスプレイが大型
になると、アイコンを選択するための手の動きが大きくなり操作性が悪い。また、携帯電
話のように片手で操作することが一般的な機器では、片手で携帯電話を保持しながらディ
スプレイ上のアイコンをタッチするのは困難である。
【０００４】
　本発明は、以上の問題を解決するものであり、タッチパネルによる入力装置の操作性を
向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係るタッチパネル付き入力装置は、表示装置と、入力を促進するためのアイコ
ンから成るメニューを表示装置に表示するメニュー表示手段と、表示装置と組合わせて用
いられるタッチパネルと、タッチパネルにおけるタッチ位置を演算するタッチ位置演算手
段と、タッチパネルがタッチされタッチ位置演算手段により演算されるタッチ位置を第１
のタッチ位置とし、この第１のタッチ位置からタッチ状態が維持されたまま移動しタッチ
位置演算手段に演算されるタッチ位置を第２のタッチ位置とし、第１のタッチ位置から第
２のタッチ位置への移動方向を検出する移動方向検出手段と、メニューのうち移動方向の
延長上に位置するアイコンを選択状態とする制御手段とを備えることを特徴とする。
【０００６】
　以上のように、本発明においては、タッチパネルをタッチする位置ではなく、タッチ位
置の移動方向に基づいてアイコンの選択決定が行われる。すなわち、表示装置上のどのア
イコンを選択するにしても、使用者は、当該アイコンの表示位置に合わせてタッチパネル
のタッチ位置を大きく変える必要がなく、タッチパネル上の指の動きのみで操作可能であ
る。
【０００７】
　好ましくは、制御手段は、第１のタッチ位置と第２のタッチ位置の間の直線距離が所定
の閾値を超えているとき移動方向の延長上のアイコンを選択されたアイコンと判断する。
【０００８】
　選択的に、制御手段は、第２のタッチ位置からタッチ状態が維持されたまま移動しタッ
チ位置演算手段に演算されるタッチ位置を第３のタッチ位置とし、第３のタッチ位置が第
１のタッチ位置の近傍にあるとき、選択されたアイコンの選択が決定されたと判断する。
【０００９】
　タッチパネル付き入力装置は、好ましくは、移動方向の延長上のアイコンが選択された
ことを示す第１の報知手段を備える。
【００１０】
　この第１の報知手段は、例えば、第１のタッチ位置から第２のタッチ位置への移動方向
を示すキャラクタを表示装置に表示する。
【００１１】
　タッチパネル付き入力装置は、より好ましくは、第１の報知手段による報知内容を変更
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し、アイコンの選択が決定されたことを示す第２の報知手段を備える。
【００１２】
　選択的に、制御手段は、タッチパネルからの応答がないとき、移動方向検出手段の処理
をキャンセルしてもよい。
【００１３】
　選択的に、制御手段は、第２のタッチ位置の演算後、タッチパネルからの応答が所定の
時間ないとき、移動方向の延長上のアイコンの選択が決定されたと判断してもよい。
【００１４】
　好ましくは、上述のメニューは表示手段の表示領域の周縁部に表示され、より好ましく
は、表示領域の周縁部において使用者の手が位置する部分の近傍の縁部を除いて表示され
る。
【００１５】
　本発明に係る入力装置の制御方法は、表示装置と、入力を促進するためのアイコンから
成るメニューを表示装置に表示するメニュー表示手段と、表示装置と組合わせて用いられ
るタッチパネルとを備える入力装置において、タッチパネルにおけるタッチ位置の移動に
基づいて、メニューのうち使用者により選択されたアイコンを特定し、この特定されたア
イコンが選択されたことを示す処理を実行する。
【００１６】
　選択的に、タッチパネルがタッチされていない状態においてタッチパネルからの応答が
あったら、そのタッチ位置を第１のタッチ位置とし、第１のタッチ位置からタッチ状態が
維持されたまま所定距離移動したタッチ位置を第２のタッチ位置とし、第１のタッチ位置
から第２のタッチ位置への移動方向を演算し、メニューのうち移動方向の延長上にあるア
イコンを使用者により選択されたアイコンと特定し、第２のタッチ位置からタッチ状態が
維持されたまま移動したタッチ位置を第３のタッチ位置とし、第３のタッチ位置が第１の
タッチ位置の近傍にあるとき、メニューのうち、移動方向の延長上にあるアイコンの選択
が使用者により決定されたと判断する。好ましくは、演算された移動方向が表示装置に表
示される。
【００１７】
　選択的に、タッチパネルがタッチされていない状態においてタッチパネルからの応答が
あったら、そのタッチ位置を第１のタッチ位置とし、第１のタッチ位置からタッチ状態が
維持されたまま移動したタッチ位置を第２のタッチ位置とし、第１のタッチ位置から第２
のタッチ位置への移動方向を演算し、メニューのうち移動方向の延長上にあるアイコンを
使用者により選択されたアイコンと特定し、第２のタッチ位置が確認された後、タッチパ
ネルからの応答が所定時間ない場合、メニューのうち移動方向の延長上にあるアイコンの
選択が使用者により決定されたと判断する。好ましくは、演算された移動方向が表示装置
に表示される。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、本発明によれば、タッチパネルのタッチ位置を移動するだけで、表示装
置に表示されたアイコンの選択・決定が行える。従って、タッチパネルの操作における使
用者の手や腕の運動量を抑えることができ、操作性が向上する。特に、表示装置が大型の
場合、操作に必要な運動量は著しく低減される。また、携帯電話に本発明の表示装置を適
用すれば、携帯電話を保持している手の指で表示装置のアイコンの操作が行えるため、よ
り効果的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１は、本願発明に係る第１実施形態が適用されるカメラ付き携帯電話のブロック図で
ある。図１において携帯電話の通信部は省略されている。ＣＰＵ１０は携帯電話全体をコ
ントロールする。ＣＰＵ１０には各種操作ボタンを有する操作部２０が接続されている。
使用者により操作ボタンが押されると入力信号が操作部２０からＣＰＵ１０へ入力され、
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対応する各種処理が実行される。
【００２０】
　撮像ユニット３０は、撮像光学系、ＣＣＤ等から構成される。撮像ユニット３０におい
て、撮像光学系により得られた被写体の光学像はＣＣＤで光電変換され、アナログ画像信
号が生成される。アナログ画像信号は、画像処理ユニット４０へ入力される。画像処理ユ
ニット４０では、アナログ画像信号がＡ／Ｄ変換され、デジタル化された画像信号に所定
の画像処理が施される。画像処理が施されたデジタル画像信号は、画像データとしてメモ
リ４１に格納される。
【００２１】
　メモリ４１には、画像処理ユニット４０で処理された画像データの他に、入力を促進す
るための各種アイコンの画像データが格納される。
【００２２】
　ＬＣＤ５０はＬＣＤコントローラ５１を介してＣＰＵ１０に接続される。ＣＰＵ１０か
ら制御信号が出力されると、ＬＣＤコントローラ５１の制御によりメモリ４１に格納され
た上述の画像データがＬＣＤ５０に表示される。
【００２３】
　タッチパネル６０はＬＣＤ５０に積層され、タッチパネルコントローラ６１を介してＣ
ＰＵ１０に接続される。携帯電話の使用者によりタッチパネル６０がタッチされると、タ
ッチ位置に応じた応答信号がタッチパネルコントローラ６１からＣＰＵ１０へ入力される
。ＣＰＵ１０では、入力された応答信号に基づいて、ＬＣＤ５０に設定された座標系にお
けるタッチ位置の座標値が演算され、この座標値に応じて後述する処理が実行される。
【００２４】
　次に、第１実施形態における、タッチパネル６０への入力に対する処理手順を説明する
。図２乃至図４は、被写体の撮影時、タッチパネル６０を操作して撮影条件の設定を行う
場合を例にした処理手順を示すフローチャートである。ステップＳ１００において、画像
表示のための初期処理が実行され、図５に示すように撮影対象の被写体がＬＣＤ５０に表
示される。
【００２５】
　次いでステップＳ１０２において、タッチパネル６０がタッチされたことを示す応答信
号がタッチパネルコントローラ６１から入力されたかチェックされる。応答信号の入力が
確認されたらステップＳ１０４へ進み、図６に示すように撮影条件を設定するためのメニ
ュー５２が表示される。
【００２６】
　第１実施形態において、メニュー５２はアイコン５２Ａ、５２Ｂ、５２Ｃ、５２Ｄ、５
２Ｅを有しており、これらのアイコンはＬＣＤ５０の周縁部に沿ってコの字型に配置され
るよう表示される。使用者が右手で携帯電話を把持することを想定し、右縁部にはアイコ
ンは表示されない。尚、アイコンの非表示領域は右縁部には限定されず、使用者の好みに
応じて、右縁部、左縁部のいずれかに設定可能である。アイコン５２Ａは記録サイズを選
択するためのアイコンであり、アイコン５２Ｂは画質を選択するためのアイコンであり、
アイコン５２Ｃは感度を選択するためのアイコンである。また、アイコン５２Ｄ及び５２
Ｅは、表示されているメニューを他のものに変更（スクロール）するためのアイコンであ
る。尚、図６において、符号１０１が付された破線の領域は使用者により最初にタッチさ
れたタッチ位置の領域を示し、１０１Ｐはその中心を示す。
【００２７】
　ステップＳ１０６において、現在のタッチ位置１０１の中心１０１Ｐの座標値Ａが演算
される。次いで、ステップＳ１０８において、中心１０１Ｐの座標値に基づいて、中心１
０１Ｐがアイコン５２Ａ～５２Ｅのいずれかの領域に位置しているかチェックされる。中
心１０１Ｐがアイコン５２Ａ～５２Ｅのいずれかの領域に位置していることが確認された
ら、ステップＳ１１０へ進み、そのアイコンに応じた処理が実行される。中心１０１Ｐが
アイコン５２Ａ～５２Ｅのいずれの領域にも位置していないことが確認されたら図３のス
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テップＳ１１２へ進む。
【００２８】
　ステップＳ１１２では、タッチパネルコントローラ６１からの応答信号が引き続き入力
されているかチェックされる。応答信号の入力がない場合とは、使用者がタッチパネル６
０に置いた指を離してしまった場合である。この場合、ステップＳ１００へ戻る。すなわ
ち、ステップＳ１０４で表示されたメニュー５２は消され、ＬＣＤ５０の表示は図５に示
す状態に戻る。
【００２９】
　使用者が指をタッチパネル６０から離しておらず、タッチパネルコントローラ６１から
の応答信号が引き続き入力されていることが確認されたらステップＳ１１４へ進む。ステ
ップＳ１１４では、タッチパネルコントローラ６１からの応答信号に基づいて、現時点で
使用者によりタッチされているタッチパネル６０のタッチ位置の中心位置の座標値が演算
される。図７に示すように、使用者が最初のタッチ位置１０１からタッチパネル６０上で
指をすべらせてタッチ位置１０３へ移動させさせたとき、タッチ位置１０３の中心位置１
０３Ｐの座標値Ｂが演算される。
【００３０】
　次いでステップＳ１１６へ進み、座標値Ａから座標値Ｂへの移動方向Ｄ１と移動量Ｘが
演算される。ステップＳ１１８において、移動量Ｘが所定量を超えているかチェックされ
る。移動量Ｘが所定の閾値を超えていることが確認されたらステップＳ１２０へ進む。次
いで、ステップＳ１２０では、移動方向Ｄ１の延長上にあるアイコンを選択状態にする処
理が実行される。図７に示すように、移動方向Ｄ１の延長上にはアイコン５２Ｂが存在す
る。従って、アイコン５２Ｂを反転させると共に、破線の矢印２０１、及び文字「セレク
ト」を表示する。これにより、アイコン５２Ｂが選択されたことが使用者に報知される。
【００３１】
　ステップＳ１１８において、移動量Ｘが所定の閾値を超えていないことが確認されたら
、ステップＳ１１２へ戻り、上述の移動方向Ｄ１、移動量Ｘの算出が繰り返される。すな
わち、タッチパネル６０上で使用者が指をすべらす長さが所定量を超えないと、アイコン
は選択されない。
【００３２】
　上述のステップＳ１２０が実行されると、次いで、図４のステップＳ１２２へ進む。ス
テップＳ１２２では図３のステップＳ１１２と同様、タッチパネルコントローラ６１から
の応答信号が引き続き入力されているかチェックされる。使用者がタッチパネル６０から
指を離しており、応答信号の入力がないとき、図２のステップＳ１００へ戻る。その結果
、メニュー５２及び矢印２０１は消され、ＬＣＤ５０の表示は図５に示す状態に戻る。
【００３３】
　使用者が指をタッチパネル６０から離しておらず、タッチパネルコントローラ６１から
の応答信号が引き続き入力されていることが確認されたらステップＳ１２４へ進む。ステ
ップＳ１２４では、タッチパネルコントローラ６１からの応答信号に基づいて、現時点で
使用者によりタッチされているタッチパネル６０のタッチ位置の中心位置の座標値が演算
される。図８に示すように、使用者がタッチ位置１０３からタッチパネル６０上で指をす
べらせてタッチ位置１０５へ移動させさせたとき、タッチ位置１０５の中心位置１０５Ｐ
の座標値Ｃが演算される。
【００３４】
　次いでステップＳ１２６において、座標値Ｃに基づいて、中心１０５Ｐがアイコン５２
Ａ～５２Ｅのいずれかの領域に位置しているかチェックされる。中心１０５Ｐがアイコン
５２Ａ～５２Ｅのいずれかの領域に位置していることが確認されたら、ステップＳ１２８
へ進み、そのアイコンに応じた処理ルーチンが実行される。中心１０５Ｐがアイコン５２
Ａ～５２Ｅのいずれの領域にも位置していないことが確認されたらステップＳ１３０へ進
む。
【００３５】
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　ステップＳ１３０では、座標値Ａと座標値Ｃが比較され、中心１０５Ｐが中心１０１Ｐ
の近傍に位置しているかチェックされる。中心１０５Ｐが中心１０１Ｐ（図６、７参照）
の近傍に位置していることが確認されたらステップＳ１３２へ進む。ステップＳ１３２で
は、図３のステップＳ１２０で選択状態にされたアイコン５２Ｂが決定状態にされる。す
なわち、図８に示すようにアイコン５２Ｂ以外の他のアイコンは消され、矢印２０１の上
に文字「決定」が表示される。
【００３６】
　次いで、ステップＳ１３４へ進み、アイコン５２Ｂが選択・決定されたことに応じて、
「画質」を決定するためのメニュー表示を行うルーチンが実行される。その結果、ＬＣＤ
５０の画面表示は図９に示すような状態となる。図９において、アイコン５２Ｆ、５２Ｇ
、５２Ｈは画質のレベルを選択するためのアイコンであり、星印の数が多いほど高精細で
あることを示す。
【００３７】
　尚、ステップＳ１３０において、中心１０５Ｐが中心１０１Ｐの近傍に位置していない
ことが確認されたらステップＳ１２２へ戻り、上述の処理が繰り返される。すなわち、ア
イコンが選択された後に使用者が指をすべらす位置が極端に中心１０１Ｐと離れていると
き、アイコンは決定状態にならない。
【００３８】
　以上のように、第１実施形態では、タッチパネル６０にタッチしたまま所定の直線に沿
って所定距離以上タッチ位置を往復させることにより、アイコンを選択決定することがで
きる。従って、携帯電話を保持してる手の指でタッチパネル６０を操作することができ、
操作性が向上する。
【００３９】
　また、一度動かしたタッチ位置を最初のタッチ位置近傍まで戻すと当該アイコンの選択
が決定される。すなわち、アイコンに応じた処理ルーチンが実行される前にアイコン選択
をやり直す機会が与えられている。従って、操作に不慣れな使用者にとってもアイコンの
選択決定が容易である。
【００４０】
　さらに、第１実施形態によれば、ＬＣＤ５０の周縁部に配置することが可能となる。換
言すれば、アイコンをＬＣＤ５０の中心部分に表示する必要がない。従って、図５乃至図
９に示すように、撮影対象の画像表示がアイコンにより妨げられることがなく、使用者は
常時、被写体の状態を確認することができる。
【００４１】
　次に、図１０及び図１１を参照しながら、本発明に係る第２実施形態が適用される携帯
電話におけるタッチパネルへの入力に対する処理手順を説明する。第２実施形態の携帯電
話は、図１を用いて説明したシステム構成と同一のシステム構成を有する。図１０、図１
１は、図２乃至図４と同様、被写体の撮影時、タッチパネル６０を操作して撮影条件の設
定を行う場合の処理手順を示すフローチャートである。
【００４２】
　図１０のステップＳ２００～Ｓ２１０では、図２のステップＳ１００～Ｓ１１０と同様
の処理が実行される。すなわち、図５の初期画面の表示（Ｓ２００）、タッチパネル６０
への最初のタッチの確認（Ｓ２０２）、図６に示すメニューの表示（Ｓ２０４）、最初の
タッチ位置の座標Ａの演算（Ｓ２０６）、アイコンがタッチされた場合の処理（Ｓ２０８
、Ｓ２１０）が実行される。
【００４３】
　次いで、図１１のステップＳ２１２へ進み、タッチパネルコントローラ６１からの応答
信号に基づいて現時点でのタッチ位置の座標値Ｂを演算する。次いでステップＳ２１４へ
進み、座標値Ａ（図１０のステップＳ２０６で取得）と座標値Ｂを結ぶ直線の延長上に矢
印を表示する（図７の符号２０１参照）。さらにステップＳ２１６へ進み、タッチパネル
コントローラ６１から応答信号が入力されているかチェックされ、入力がある場合はステ
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ップＳ２１２へ戻る。すなわち、使用者がタッチパネル６０にタッチしたまま指をすべら
せている間は、常時、カレントのタッチ位置の座標値Ｂが演算される。
【００４４】
　ステップＳ２１６において、タッチパネルコントローラ６１からの応答信号の入力がな
くなったことが確認されたらステップＳ２１８へ進む。ステップＳ２１８では、座標値Ｂ
がメニュー５２の上述のアイコンのいずれかの領域内に存在しているかチェックされ、使
用者がタッチパネル６０から指を離したのがアイコン上なのかチェックされる。使用者が
アイコン上で指を離したことが確認されたら、ステップＳ２２０へ進み、当該アイコンに
応じた処理ルーチンが実行される。
【００４５】
　一方、使用者がタッチパネル６０においてアイコン以外の位置で指を離したことが確認
されたら、ステップＳ２２２へ進む。ステップＳ２２２では、座標値Ａから座標値Ｂへの
移動方向Ｄ２が演算され、移動方向Ｄ２の延長上にあるアイコンを選択決定状態にする処
理が実行される。その結果、選択決定状態にされたアイコン以外の他のアイコンはＬＣＤ
５０から消される。
【００４６】
　次いでステップＳ２２４へ進み、タッチパネル６０に対する入力を一定時間無効とする
ためのタイマを起動する。これにより、１つのアイコンが選択決定された後の一定時間の
間は、使用者がタッチパネル６０をタッチしても、その入力は無効となる。従って、使用
者がアイコンを選択決定したにもかかわらず、不用意にタッチパネル６０にタッチしてし
まい、下層のメニューが使用者の意に反して決定されてしまう等の誤操作が防止される。
このタイマ起動処理の後、ステップＳ２２６において、選択決定されたアイコンに応じた
処理ルーチンが実行される。
【００４７】
　以上のように、第２実施形態によれば、使用者がタッチパネル６０上で指を一方向に移
動させればアイコンが選択決定されるので操作が簡易である。
【００４８】
　尚、第１及び第２実施形態を１つの携帯電話に適用し、使用者がどちらの態様で操作す
るか選択できる構成としてもよい。また、第１及び第２実施形態は携帯電話を例にとって
説明したがこれに限るものではなく、他の機器に適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明に係る第１実施形態が適用されるカメラ付き携帯電話のブロック図である
。
【図２】撮影条件の設定において、タッチパネルが最初にタッチされるまでの処理手順を
示すフローチャートである。
【図３】撮影条件の設定において、アイコンを選択するまでの処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図４】撮影条件の設定において、選択されたアイコンを決定するまでの処理手順を示す
フローチャートである。
【図５】ＬＣＤに表示される初期画面である。
【図６】初期画面表示後、使用者がタッチパネルに最初にタッチしたときのＬＣＤの表示
状態を示す図である。
【図７】使用者がタッチ位置を移動し、アイコンを選択したときのＬＣＤの表示画面を示
す図である。
【図８】使用者がタッチ位置を戻し、アイコンの選択が決定されたときのＬＣＤの表示画
面を示す図である。
【図９】選択が決定されたアイコンに応じた処理が実行されたＬＣＤの表示画面を示す図
である。
【図１０】本発明に係る第２実施形態が適用されるカメラ付き携帯電話において、撮影条
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件の設定の処理手順の前半を示すフローチャートである。
【図１１】第２実施形態の撮影条件の設定の処理手順の後半を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【００５０】
　１０　ＣＰＵ
　２０　操作部
　３０　撮像ユニット
　４０　画像処理ユニット
　４１　メモリ
　５０　ＬＣＤ
　５１　ＬＣＤコントローラ
　６０　タッチパネル
　６１　タッチパネルコントローラ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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