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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，
　上記撮像手段から出力された画像データによって表される被写体像を表示する表示装置
，
　ポートレート撮影のための構図を決定するための補助線または風景撮影のための構図を
決定するための補助線を，上記表示装置に表示されている被写体像上に重ねて表示するよ
うに上記表示装置を制御する第１の表示制御手段，
　上記補助線の表示位置の移動指令を入力する移動指令入力手段，
　上記移動指令入力手段から入力された移動指令に応答して，上記補助線を移動して上記
表示装置に表示されている被写体像上に重ねて表示するように上記表示装置を制御する表
示制御手段，
　ポートレート撮影のための上記補助線が表示されているときには，絞りが開放側となる
ようなＡＥプログラム線図にしたがって上記補助線によって特定される領域内の画像を表
す画像データにもとづいて，露光調整を行ない，風景撮影のための上記補助線が表示され
ているときには，絞りが絞られるようなＡＥプログラム線図にしたがって露光調整を行う
調整手段，ならびに
　シャッタ・レリーズ・ボタンの押し下げに応答して，上記撮像手段から出力され，上記
調整手段によって調整された被写体像を表わす画像データを記録媒体に記録する記録制御
手段，
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　を備えた構図補助機能付きディジタル・スチル・カメラ。
【請求項２】
　上記シャッタ・レリーズ・ボタンは，第１段階の押し下げおよび第２段階の押し下げが
可能であり，
　上記表示制御手段は，上記シャッタ・レリーズ・ボタンの第１段階の押し下げに応答し
て，上記表示装置に上記補助線の表示を行うものであり，
　上記記録制御手段は，上記シャッタ・レリーズ・ボタンの第２段階の押し下げに応答し
て，上記撮像手段から出力される画像データを上記記録媒体に記録するものである，
　請求項１に記載の構図補助機能付きディジタル・スチル・カメラ。
【請求項３】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段および上記撮像手段か
ら出力された画像データによって表される被写体像を表示する表示装置を備えたディジタ
ル・スチル・カメラにおいて，
　ポートレート撮影のための構図を決定するための補助線または風景撮影のための構図を
決定するための補助線を，上記表示装置に表示されている被写体像上に重ねて表示するよ
うに上記表示装置を制御し，
　上記補助線の表示位置の移動指令を入力し，
　入力された移動指令に応答して，上記補助線を移動して，上記表示装置に表示されてい
る被写体像上に重ねて表示するように上記表示装置を制御し，
　ポートレート撮影のための上記補助線が表示されているときには，絞りが開放側となる
ようなＡＥプログラム線図にしたがって上記補助線によって特定される領域内の画像を表
す画像データにもとづいて，露光調整を行ない，風景撮影のための上記補助線が表示され
ているときには，絞りが絞られるようなＡＥプログラム線図にしたがって露光調整を行い
，
　シャッタ・レリーズ・ボタンの押し下げに応答して，上記撮像手段から出力され，露光
調整および焦点調整の少なくとも一方が行なわれた被写体像を表わす画像データを記録媒
体に記録する，
　ディジタル・スチル・カメラの動作制御方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
この発明は，被写体像を表示する表示装置を備え，構図補助機能が付いたディジタル・ス
チル・カメラおよびその動作制御方法に関する。
【０００２】
【発明の背景】
初心者が撮像する場合，撮像領域の中央に被写体を配置してしまうことが多い。このため
に，撮像によって得られた画像はどれも平凡な構図となってしまう。
【０００３】
風景を背景として人物を撮像する場合においても，人物が小さくなってしまうことが多い
。
【０００４】
このようにカメラの撮影に不慣れな初心者は，撮影テクニックが未熟である。
【０００５】
【発明の開示】
この発明は，撮影が不慣れな初心者の撮影テクニックを向上させることを目的とする。
【０００６】
この発明による撮影構図補助機能付きディジタル・カメラは，被写体を撮像し，被写体像
を表す画像データを出力する撮像手段，上記撮像手段から出力された画像データによって
表される被写体像を表示する表示装置，被写体の撮像のための構図を決定するための補助
線を，上記表示装置に表示されている被写体像上に重ねて表示するように上記表示装置を
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制御する表示制御手段，およびシャッタ・レリーズ・ボタンの押し下げに応答して，上記
撮像手段から出力される画像データを記録媒体に記録する記録制御手段を備えていること
を特徴とする。
【０００７】
この発明は，上記カメラの動作制御方法も提供している。すなわち，この方法は，被写体
を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，上記撮像手段から出力された
画像データによって表される被写体像を表示する表示装置，およびシャッタ・レリーズ・
ボタンの押し下げに応答して，上記撮像手段から出力される画像データを記録媒体に記録
する記録制御手段を備えたディジタル・カメラにおいて，被写体の撮像のための構図を，
決定するための補助線を上記表示装置に表示されている被写体像上に重ねて表示するよう
に上記表示装置を制御するものである。
【０００８】
この発明によると，被写体像が上記表示装置に表示される。上記表示装置に表示されてい
る被写体像上に撮影の構図を決定するための上記補助線が重ねて表示される。
【０００９】
ユーザは，表示装置に表示されている上記補助線を見ながら，補助線にしたがった配置と
なるように被写体の構図を決定する。初心者であっても，様々な撮影テクニックを駆使し
て被写体を撮像することができるようになる。上記補助線を上記表示装置に表示しながら
，補助線にしたがった撮像を繰り返すことにより初心者であっても様々な撮像テクニック
が身に付くようになる。
【００１０】
上記補助線は，単なる線であっても良いし，被写体の配置位置を示す枠などであっても良
い。
【００１１】
上記補助線の表示指令を与える表示指令スイッチをさらに設けるとよい。この場合，上記
表示制御手段は，上記表示指令スイッチから与えられた表示指令に応答して上記表示装置
に上記補助線を表示する。
【００１２】
上記補助線が必要な場合に，上記表示装置に表示することができるようになる。撮像テク
ニックがすでに身に付いているユーザにとっては邪魔な補助線を表示しないようにできる
。
【００１３】
上記表示装置における表示を制御するための指令を与える表示制御指令スイッチをさらに
設けてもよい。この場合，上記表示制御手段は，上記表示制御指令スイッチからの第１回
目の指令に応答して，上記表示装置をオンして被写体像を表示し，上記表示制御指令スイ
ッチからの第２回目の指令に応答して，上記被写体像に重ねて上記補助線を表示し，上記
表示制御指令スイッチからの第３回目の指令に応答して，上記表示装置をオフする。
【００１４】
上記表示制御スイッチを用いて，上記表示装置の表示のオン，オフおよび上記補助線の表
示を制御することができるようになる。
【００１５】
上記補助線の表示位置の移動指令を入力する移動指令入力手段をさらに備えてもよい。こ
の場合，上記表示制御手段は，上記移動指令入力手段から入力された移動指令に応答して
，上記補助線を移動して上記表示装置に表示する。
【００１６】
必要に応じて，ユーザが補助線の表示位置を移動させることができる。
【００１７】
上記シャッタ・レリーズ・ボタンが，第１段階の押し下げおよび第２段階の押し下げが可
能なものである場合には，上記シャッタ・レリーズ・ボタンの第１段階の押し下げに応答
して，上記表示装置に上記補助線の表示を行い，上記シャッタ・レリーズ・ボタンの第２
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段階の押し下げに応答して，上記撮像手段から出力される画像データを上記記録媒体に記
録する。
【００１８】
シャッタ・レリーズ・ボタンの押し下げに応答して，上記補助線の表示を制御することが
できる。シャッタ・レリーズ・ボタンの第１段階の押し下げがあったときは構図を決定し
ようとするときである。このため，シャッタ・レリーズ・ボタンの第１段階の押し下げが
あったときには構図を決定するために，上記表示装置に上記補助線を表示する。補助線に
したがって，構図を決定すると，シャッタ・レリーズ・ボタンの第２段階の押し下げが行
われ，被写体像を表す画像データが記録媒体に記録される。
【００１９】
上記補助線によって特定される領域内の画像を表す画像データにもとづいて，露光調整お
よび焦点調整の少なくとも一方を行う調整手段をさらに備えてもよい。
【００２０】
上記補助線にしたがって撮像の構図が決定するので，上記補助線によって特定される領域
内に主被写体が存在すると考えられる。上記補助線によって特定される領域内の画像を表
す画像データにもとづいて，露光調整，焦点調整などの処理が行われるので，主被写体の
撮像に適した露光調整，焦点調整などを実現できる。
【００２１】
被写体に補助光を照射するためのストロボをさらに備えている場合であって，上記表示装
置に表示される補助線がポートレート撮影用の枠の場合には，このポートレート撮影用の
枠が，カメラ前面におけるストロボの配置位置関係と同じ関係で上記表示装置に表示され
ることが好ましい。
【００２２】
ポートレート撮影の場合，主被写体である人物の顔が上にくる。ディジタル・カメラを縦
方向または横方向にして撮影すると，ストロボが下に来てしまうことがある。ストロボが
下となると，ストロボ光が下から被写体を照射することとなるので，主被写体に影ができ
てしまう。
【００２３】
上記ポートレート撮影用枠が上記表示装置に表示されるときには，上記ポートレート撮影
用枠が，カメラ前面におけるストロボの配置位置関係と同じ関係となる。ポートレート撮
影用枠が表示装置の表示画面の上部に表示されるときには，ストロボもカメラ前面の上部
となる。ポートレート撮影用枠に主被写体である人物の顔が入るように構図を決めること
により，ストロボ光は，主被写体を上から照射することとなる。主被写体像に影ができる
のを未然に防止できる。
【００２４】
【実施例の説明】
図１および図２は，この発明の実施例を示すもので，ディジタル・スチル・カメラの外観
を示している。図１は，正面図であり，図２は，背面図てある。
【００２５】
図１を参照して，ディジタル・スチル・カメラ１の正面においてその右上には，光学的ビ
ュー・ファインダ３が形成されている。この光学的ビュー・ファインダ３の下方には，撮
像レンズ13が形成されている。
【００２６】
ディジタル・スチル・カメラ１の正面の左上には，ストロボ発光装置12が形成されている
。
【００２７】
ディジタル・スチル・カメラ１の上面において正面から見て左側には，シャッタ・レリー
ズ・ボタン２が設けられている。このシャッタ・レリーズ・ボタン２は，２段ストローク
・タイプのものである。
【００２８】
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図２を参照して，ディジタル・スチル・カメラ１の背面には，その右上部にモード設定ダ
イアル４が設けられている。このモード設定ダイアルの左側には，指標６が形成されてい
る。モード設定ダイアル４は回転自在である。モード設定ダイアル４に形成されている各
種モードのうち所望のモードを指標６に位置決めすることにより，モードが設定される。
【００２９】
モード設定ダイアル４の内部には，上下左右ボタン５が形成されている。上下左右ボタン
５には上矢印，下矢印，左矢印および右矢印が形成されている。これらの各矢印が押下可
能に形成されている。
【００３０】
ディジタル・スチル・カメラ１の背面の下方には，液晶表示装置９が設けられている。こ
の液晶表示装置９に撮像によって得られた被写体像が表示される。
【００３１】
液晶表示装置９の表示画面の上には，各種操作ボタン類が形成されている。これらの操作
ボタン類には，シフト・ボタン10，表示ボタン11，電源スイッチ８および実行ボタン７が
ある。
【００３２】
図１および図２に示す状態で撮像すると横長の撮像画像が得られる（横撮り）。これに対
し，図１に鎖線で示すように，横撮りの状態から時計方向にカメラ１を90度回転した状態
で撮像すると縦長の撮像画像が得られる（縦撮り）。
【００３３】
図３は，ディジタル・スチル・カメラ１の電気的構成を示すブロック図である。
【００３４】
ディジタル・スチル・カメラ１の全体の動作は，ＣＰＵ21によって統括される。
【００３５】
シャッタ・レリーズ・ボタン２からの第１段階の押し下げを示す信号Ｓ１および第２段階
の押し下げを示す信号Ｓ２は，ＣＰＵ21に入力する。また，シフト・ボタン10，表示ボタ
ン11，電源スイッチ８および実行ボタン７を含む操作ボタン類，モード設定ダイアル４，
上下左右ボタン５を含む操作ボタン20からの操作指令を示す信号もＣＰＵ21に入力する。
【００３６】
ディジタル・スチル・カメラ１は，自動焦点調整および自動露光調整が可能である。この
ためにＡＦおよびＡＥ回路19が設けられている。シャッタ・レリーズ・ボタン２の第１段
階の押し下げがあると，ＡＦおよびＡＥ回路19において自動焦点調整および自動露光調整
が行われる。ＡＦおよびＡＥ回路19からのＡＦ信号およびＡＥ信号がＣＰＵ21に入力する
。
【００３７】
撮像レンズ13によって被写体像が撮像素子14の受光面上に結像する。撮像素子14から被写
体像を表すアナログ映像信号が出力し，アナログ信号処理回路15に入力する。
【００３８】
アナログ映像信号処理回路15において，ガンマ補正，白バランス調整などのアナログ信号
処理が行われる。アナログ信号処理回路15から出力された映像信号は，アナログ／ディジ
タル変換回路16に入力し，ディジタル画像データに変換される。ディジタル画像データは
，ディジタル信号処理回路17に入力する。
【００３９】
ディジタル信号処理回路17に入力した画像データは，メモリ22に与えられ，一時的に記憶
される。画像データは，メモリ17から読み出され，ディジタル信号処理回路17において，
輝度データ，色差データ生成処理などのディジタル信号処理が行われる。
【００４０】
シャッタ・レリーズ・ボタン２の第２段階の押し下げがあると，ディジタル信号処理回路
17から出力される画像データが，メモリ・カード25に与えられ，記録される。ディジタル
信号処理回路17から出力される画像データは，液晶表示装置９にも与えられ，撮像によっ
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て得られた被写体像が表示される。
【００４１】
ディジタル・スチル・カメラ１には，ＲＯＭ18が含まれている。このＲＯＭ18には，被写
体の撮像の構図を補助するための補助枠（補助線）を表す画像データが記憶されている。
【００４２】
ＲＯＭ18に記憶されている補助枠を表す画像データが読み出され，ディジタル信号処理回
路17に与えられる。ディジタル信号処理回路17において，撮像によって得られた被写体像
上に補助枠が重ねて表示されるように画像合成処理が行われる。画像合成処理された画像
データが液晶表示装置９に与えられることにより，液晶表示そ内９の表示画面の被写体像
上に補助枠が重ねて表示される。
【００４３】
図４から図６は，補助枠の一例を示している。
【００４４】
図４は，風景撮影の補助枠の一例である。
【００４５】
この風景撮影の補助枠は，撮像領域を上下方向および左右方向にそれぞれ均等に三分割す
るための三分割補助枠31である。この三分割補助枠31によって分割される領域に前景と背
景とを分割して撮影するように構図を決定する。初心者であっても撮像領域の中心に常に
主被写体が存在するような構図や前景と背景とが二分割となるような二分割構図となって
しまうことを未然に防止でき，バランスのとれた撮像が可能となる。また，水平方向，垂
直方向を確認することができるので，安定した撮像が可能となる。
【００４６】
液晶表示装置９の表示画面上には，他の補助枠があることを示すアイコン41および43なら
びに風景撮影に適した補助枠であることを示すアイコン42も表示される。
【００４７】
図５は，風景バックの人物撮影の補助枠の一例である。
【００４８】
風景バックの人物撮影の補助枠は，水平方向および垂直方向にそれぞれ撮像領域に２／３
の程度の人物撮影用補助枠32である。この補助枠32に撮像すべき人物が入るように撮像す
ることにより，背景に比べて人物が小さく撮像されてしまうことを未然に防止することが
できる。この補助枠32は，後述するように鎖線32Ａに示すように左方向または鎖線32Ｂに
示すように右方向に移動させることができる。
【００４９】
人物撮影用補助枠32であることを示すアイコン44が液晶表示装置９の表示画面に表示され
る。
【００５０】
図６は，ポートレート撮影の補助枠の一例である。
【００５１】
ポートレート撮影の補助枠は，顔のアップとなるような補助枠37，バスト・ショットとな
るような補助枠36およびニーショットとなるような補助枠35がある。これらの補助枠は，
縦撮り用のものである。補助枠37は，顔をアップで撮影した場合に良好な構図となるよう
に枠の大きさおよび位置が決定されている。縦撮りにおいて，水平方向が撮影領域の２／
３，垂直方向が撮影領域の３／４の大きさとなるものである。補助枠36は，バスト・ショ
ットで撮影した場合に良好な構図となるように枠の大きさおよび位置が決定されている。
水平方向が撮影領域の１／３，垂直方向が撮影領域の３／８の大きさとなるものである。
補助枠35は，ニーショットに良好な構図となるように枠の大きさおよび位置が決定されて
いる。水平方向がおよび垂直方向がそれぞれ撮影領域の１／４の大きさとなるものである
。
【００５２】
ポートレート撮影においてもポートレート撮影であることを示すアイコン46が表示される
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。
【００５３】
ポートレート撮影を行なう場合は，縦撮りとなる。縦撮りのときには，ポートレート撮影
用補助枠36が，カメラ前面におけるストロボ12の配置位置関係と同じ関係となる。ポート
レート撮影用補助枠36が表示装置９の表示画面の上部に表示されるときには，ストロボ12
もカメラ１前面の上部となる。ポートレート撮影用補助枠36に主被写体である人物の顔が
入るように構図を決めることにより，ストロボ光は，主被写体を上から照射することとな
る。主被写体像に影ができるのを未然に防止できる。
【００５４】
図４から図６に示すような補助枠を表す画像データがＲＯＭ18に記憶されており，ＲＯＭ
18から読み出されることにより，液晶表示装置９に表示される被写体像上に重ねて補助枠
が表示される。
【００５５】
図７および図８は，ディジタル・スチル・カメラの液晶表示装置の表示画面の表示の処理
手順を示すフローチャートである。
【００５６】
図９から図13は，液晶表示装置９に表示される画像の一例を示している。これらの図にお
いて，どのような撮影に適しているかを示すアイコンおよび他の補助枠があることを示す
アイコンの図示は省略されている。
【００５７】
ディジタル・スチル・カメラの電源スイッチ８がオンとされたあとに，表示ボタン11がオ
ンされると（第１回目のオン）（ステップ51），液晶表示装置９がオンされ，撮像によっ
て得られた被写体像が液晶表示装置９の表示画面上に表示される（ステップ52）。
【００５８】
再び，表示ボタン11がオンされると（第２回目のオン）（ステップ53），図９に示すよう
に液晶表示装置９の表示画面上に，撮影画像上に三分割法の補助枠31が重ねて表示される
（ステップ54）。ユーザは，液晶表示装置９の表示画面に表示されている補助枠31を見な
がら，撮像の構図を決定する。比較的簡単に三分割法にしたがった撮像が可能となる。
【００５９】
上下左右ボタン５のうち左ボタンまたは右ボタンが押されると，三分割法の補助枠31の代
わりに他の補助枠が液晶表示装置９の表示画面上に表示される。
【００６０】
左ボタンが押されると，図11に示すようなポートレート撮影用の補助枠37が液晶表示装置
９の表示画面に表示される（ステップ60）。右ボタンが押されると，図10に示すような人
物撮影用の補助枠32が液晶表示装置９の表示画面上に表示される（ステップ56）。
【００６１】
図10に示すように人物撮影用の補助枠32が液晶表示装置９の表示画面上に表示されている
状態で，シフト・ボタン10を押しながら，左ボタンまたは右ボタンが押されると（ステッ
プ57），人物撮影用の補助枠32は，左ボタンまたは右ボタンに応じて左方向または右方向
に移動する（ステップ58）。人物を中央にして撮影するだけでなく，撮影領域中において
右側または左側に寄せて撮影する場合も適度な大きさの人物を撮影することができる（図
５補助枠32Ａ，32Ｂ参照）。
【００６２】
さらに，左ボタンが押されると，液晶表示装置９の表示画面には再び三分割法による補助
枠31が表示されることとなる。また，右ボタンが押されると，液晶表示装置９の表示画面
には，図11に示すようなポートレート撮影用補助枠37が撮影画像に重ねて表示される（ス
テップ60）。
【００６３】
ポートレート撮影用補助枠37が表示されている状態で，左ボタンが押されると，液晶表示
装置９の表示画面には，再び図10に示すような人物撮影用補助枠32が表示される。右ボタ
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ンが押されると，液晶表示装置９の表示画面には，図９に示すような三分割法による補助
枠31が表示される。
【００６４】
再び表示ボタン11がオンされると（第３回目のオン）（ステップ62），液晶表示装置９は
オフされる（ステップ63）。
【００６５】
上述した処理中において，シャッタ・レリーズ・ボタン２の第１段階の押し下げおよび第
２段階の押し下げがあったことにより被写体像を表す画像データがメモリ・カード25に記
録されるのはいうまでもない。
【００６６】
上述した実施例では図11に示すポートレート用補助枠37が表示されている状態でさらに右
ボタンが押されると，三分割法の補助枠31が表示されている。しかしながら，図11に表示
されているポートレート用補助枠37が表示されている状態でさらに，右ボタンが押される
ことにより図12に示すバスト・ショット用のポートレート補助枠36が液晶表示装置９の表
示画面上に表示されるようにしてもよい。さらに，図13に示すように全身撮影用のポート
レート補助枠35が液晶表示装置９の表示画面上に表示されるようにしてもよい。
【００６７】
補助枠を消去して構図を決定することもできるので，補助枠が邪魔となることもない。
【００６８】
また，補助枠の選択は，表示ボタン11の操作のみで済むので，余計なボタンが増えること
もない。
【００６９】
図10に示す人物撮影，図11に示すポートレート撮影などは，補助枠32または37内に主被写
体が存在していることが多い。補助枠32または37内の画像を表わす画像データにもとづい
て自動焦点調整処理，自動露光調整処理を行なうようにすることもできる。主被写体像に
合った焦点調整，露光調整を行なうことができる。具体的には，撮像によって得られた画
像データのうち，補助枠内の画像を表わす画像データをＣＰＵ21によってディジタル信号
処理回路17から抽出する。抽出した画像データを用いて，ＣＰＵ21において焦点調整，露
光調整が行われる。
【００７０】
図14および図15は，補助枠の他の例を示すもので，集団撮影用補助枠の一例を示している
。図16および図17は，集団撮影用補助枠を被写体像上に重ねて表示した例を示している。
【００７１】
図14に示す集団撮影用補助枠33は，中央に背の高い人物が位置する用に撮影するためのも
のである。背丈のバランスがとれた撮影画像が得られる（図16参照）。
【００７２】
図15に示す集団撮影用補助枠34は，背丈の高い人物と背丈の低い人物とを交互に位置決め
するためのものである。アクセントのついたリズム感のある撮影画像が得られる（図34参
照）。
【００７３】
図14および図15に示す補助枠33および34が液晶表示装置９の表示画面上に表示される場合
にも，集団撮影用の補助枠であることを示すアイコン45が表示される。
【００７４】
図18は，他の実施例を示すもので，ディジタル・スチル・カメラの処理手順を示すフロー
チャートである。
【００７５】
液晶表示装置９がオンとされている状態で，シャッタ・レリーズ・ボタン２の第１段階の
押し下げがあると，撮影画像上に所定の補助枠を重ねて液晶表示装置９の表示画面上に表
示する（ステップ72）。ユーザは，補助枠を参考にして被写体の構図を決定し，被写体像
を撮影する。
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【００７６】
構図が決定し，シャッタ・レリーズ・ボタン２の第２段階の押し下げがあると（ステップ
73），被写体像を表す画像データがメモリ・カード25に記録される（ステップ74）。
【００７７】
シャッタ・レリーズ・ボタン２の押し下げが解除されると（ステップ75），液晶表示装置
９の表示画面に表示されている補助枠が消去される（ステップ76）。
【００７８】
シャッタ・レリーズ・ボタン２の第１段階の押し下げがあり，被写体像を表す画像データ
を記録しようとするときに，補助枠が表示されるので，補助枠が邪魔になることもない。
【００７９】
液晶表示装置９に表示される補助枠はあらかじめセットアップ・モードなどにおいて，セ
ットしておくこととなろう。
【００８０】
また，ポートレート撮影の場合は，背景をぼかすように絞りを開放側で使用するようにＡ
Ｅプログラム線図と連動させるようにしてもよい。さらに，風景撮影または，人物撮影の
場合は，広い範囲でフォーカシングが合うように絞りを絞った側で使用するようにＡＥプ
ログラム線図と連動するようにしてもよい。
【００８１】
さらに，上述した補助枠だけでなく，ダイナミック・シンメトリ，三角形の構成，対比の
構成，縦横の直線の構成，曲線の構成，逆Ｔ字型の構成，トンネルの構成，対角線の構成
，Ｌ字型の構成など様々な構成方法にしたがった補助枠を液晶表示装置９の表示画面に表
示させるようにしてもよいのはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】ディジタル・スチル・カメラの正面図である。
【図２】ディジタル・スチル・カメラの背面図である。
【図３】ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図４】補助枠の一例を示している。
【図５】補助枠の一例を示している。
【図６】補助枠の一例を示している。
【図７】ディジタル・スチル・カメラの処理手順を示すフローチャートである。
【図８】ディジタル・スチル・カメラの処理手順を示すフローチャートである。
【図９】液晶表示装置の表示画面の一例を示している。
【図１０】液晶表示装置の表示画面の一例を示している。
【図１１】液晶表示装置の表示画面の一例を示している。
【図１２】液晶表示装置の表示画面の一例を示している。
【図１３】液晶表示装置の表示画面の一例を示している。
【図１４】補助枠の一例を示している。
【図１５】補助枠の一例を示している。
【図１６】液晶表示装置の表示画面の一例を示している。
【図１７】液晶表示装置の表示画面の一例を示している。
【図１８】ディジタル・スチル・カメラの処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　ディジタル・スチル・カメラ
２　シャッタ・レリーズ・ボタン
９　液晶表示装置
10　シフト・ボタン
11　表示ボタン
14　撮像素子
17　ディジタル信号処理回路
18　ＲＯＭ
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21　ＣＰＵ
22　メモリ
31，32，33，34，35，36，37　補助枠

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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