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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を出力する複数の端子と、
　前記複数の端子のうちの少なくとも１つの端子を介して当該電子機器と接続される複数
の他の電子機器の中から、一の電子機器を選択する接続機器選択部と、
　前記一の電子機器に基づいて、前記一の電子機器の端子と前記複数の端子のうち前記一
の電子機器に接続するために使用する端子との組み合わせを選択する端子選択部と、
　前記一の電子機器と前記選択された端子の組み合わせとに基づいて、前記一の電子機器
への前記選択された組み合わせに係る端子を介した情報出力に関する設定内容を決定する
決定部と
を具備する電子機器。
【請求項２】
　情報を出力する複数の端子と、
　前記複数の端子のうちの少なくとも１つの端子を介して当該電子機器と接続される複数
の他の電子機器の中から、一の電子機器を選択する接続機器選択部と、
　前記一の電子機器の端子と前記複数の端子のうち前記一の電子機器に接続するために使
用する端子との組み合わせと、前記一の電子機器とに基づいて、前記一の電子機器への前
記組み合わせに係る端子を介した情報出力に関する設定内容を決定する決定部と
を具備する電子機器。
【請求項３】
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　前記一の電子機器の端子と前記複数の端子のうち前記一の電子機器に接続するために使
用する端子との組み合わせを選択する端子選択部をさらに具備する請求項２記載の電子機
器。
【請求項４】
　各種画面を表示する表示部と、
　前記一の電子機器を選択させる接続機器選択画面を前記表示部に表示させるとともに前
記端子の組み合わせを選択させる端子選択画面を前記表示部に表示させる表示制御部とを
さらに具備し、
　前記接続機器選択部は、前記接続機器選択画面に表示される他の電子機器の中から前記
一の電子機器を選択し、
　前記端子選択部は、前記一の電子機器に基づいて前記端子選択画面に表示される前記端
子の組み合わせの中から、前記一の電子機器に接続するために使用する端子の組み合わせ
を選択する
請求項１または３記載の電子機器。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記選択された組み合わせに係る端子の外観とともにこれらの端子
を接続可能な通信手段の外観を表示してこれらの端子と当該通信手段との接続を促す接続
指示画面を前記表示部に表示させる請求項４記載の電子機器。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記接続指示画面に表示された端子と前記通信手段とを介して接続
された当該電子機器と前記一の電子機器との接続状態の確認を促す接続状態確認画面を前
記表示部に表示させる請求項５記載の電子機器。
【請求項７】
　前記接続指示画面には、当該電子機器の外観と前記一の電子機器の外観とが前記端子の
外観および前記通信手段の外観とともに表示される請求項５記載の電子機器。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記決定部により決定された設定内容を表示して当該設定内容を使
用者に確認させる設定内容表示画面を前記表示部に表示させる請求項４記載の電子機器。
【請求項９】
　前記表示部は、各種画面において所定の画面に誘導するための選択ボタンを表示するタ
ッチパネルである請求項４記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記タッチパネルに表示されている選択ボタンの押下に基づいて前
記タッチパネルに表示されている内容に関する情報であるヒント情報を表示するヒント画
面を表示させる請求項９記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、少なくとも操作の目的に関する選択ボタンを表示して前記接続機器
選択画面に誘導するための画面であるガイド画面を前記タッチパネルに表示させる請求項
９記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記タッチパネルの初期画面には、前記ガイド画面に進むための選択ボタンであるガイ
ドボタンが表示される請求項１１記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記端子選択画面には、当該電子機器が備える端子と前記一の電子機器が備える端子と
に関する説明が表示される請求項４記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記複数の端子から出力される情報は、映像情報または音声情報である請求項１または
２記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記複数の端子のうちの少なくとも１つの端子に通信手段が接続されたことを検出する
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検出部をさらに具備し、
　前記表示制御部は、前記検出部により通信手段の接続が検出された場合には前記接続機
器選択画面を前記表示部に表示させる請求項４記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記表示制御部は、特定の機能のみの設定が可能な操作モードであるシンプル操作モー
ドが設定されている場合において、前記端子選択画面に表示される前記端子の組み合わせ
の中から前記シンプル操作モードでは設定ができない端子の組み合わせが選択された場合
には前記シンプル操作モードの解除を促すシンプル解除通知画面を表示させる請求項４記
載の電子機器。
【請求項１７】
　情報を入力する複数の端子と、
　前記複数の端子のうちの少なくとも１つの端子を介して当該電子機器と接続される複数
の他の電子機器の中から、一の電子機器を選択する接続機器選択部と、
　前記一の電子機器に基づいて、前記一の電子機器の端子と前記複数の端子のうち前記一
の電子機器に接続するために使用する端子との組み合わせを選択する端子選択部と、
　前記一の電子機器と前記選択された端子の組み合わせとに基づいて、前記一の電子機器
からの前記選択された組み合わせに係る端子を介した情報入力に関する設定内容を決定す
る決定部と
を具備する電子機器。
【請求項１８】
　情報を出力する複数の端子と、
　前記複数の端子のうちの少なくとも１つの端子を介して当該撮像装置と接続される複数
の他の電子機器の中から、一の電子機器を選択する接続機器選択部と、
　前記一の電子機器に基づいて、前記一の電子機器の端子と前記複数の端子のうち前記一
の電子機器に接続するために使用する端子との組み合わせを選択する端子選択部と、
　前記一の電子機器と前記選択された端子の組み合わせとに基づいて、前記一の電子機器
への前記選択された組み合わせに係る端子を介した情報出力に関する設定内容を決定する
決定部と
を具備する撮像装置。
【請求項１９】
　複数の端子のうちの少なくとも１つの端子を介して当該電子機器と接続される複数の他
の電子機器の中から、一の電子機器を選択する接続機器選択手順と、
　前記一の電子機器に基づいて、前記一の電子機器の端子と前記複数の端子のうち前記一
の電子機器に接続するために使用する端子との組み合わせを選択する端子選択手順と、
　前記一の電子機器と前記選択された端子の組み合わせとに基づいて、前記一の電子機器
への前記選択された組み合わせに係る端子を介した情報出力に関する設定内容を決定する
決定手順と
を具備する電子機器の制御方法。
【請求項２０】
　複数の端子のうちの少なくとも１つの端子を介して当該電子機器と接続される複数の他
の電子機器の中から、一の電子機器を選択する接続機器選択手順と、
　前記一の電子機器に基づいて、前記一の電子機器の端子と前記複数の端子のうち前記一
の電子機器に接続するために使用する端子との組み合わせを選択する端子選択手順と、
　前記一の電子機器と前記選択された端子の組み合わせとに基づいて、前記一の電子機器
への前記選択された組み合わせに係る端子を介した情報出力に関する設定内容を決定する
決定手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、電子機器に関し、特に、複数の接続端子を備える電子機器、撮像装置および
これらにおける制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルビデオカメラ等の撮像装置については、撮影可能な解像度が高くなり高
画素化が進んでいる。また、テレビジョン放送において地上デジタル放送が開始されたこ
とに伴い、従来のテレビジョンの画質である標準画質（ＳＤ（Standard Definition））
の代わりに、地上デジタル放送の高精細な画質であるハイビジョン画質（ＨＤ（High Def
inition））が普及しつつある。
【０００３】
　また、従来、撮像装置で撮像した画像を大画面のディスプレイを備えるテレビジョンに
出力して鑑賞することが広く行われている。例えば、撮像装置で撮像した画像をテレビジ
ョンに出力して鑑賞する場合には、撮像装置の出力端子とテレビジョンの入力端子とをケ
ーブルで接続する必要がある。なお、従来のテレビジョンに備えられている入力端子とし
ては、コンポジット端子が広く普及していた。
【０００４】
　しかしながら、最近では、撮像装置やテレビジョンの高画質化が進んでおり、これらに
より高画質な画像を視聴することができるように、コンポーネント端子、ｉ．ＬＩＮＫ（
登録商標）端子、ＨＤＭＩ（登録商標）端子等の複数の種類の入力端子を備えるテレビジ
ョンが広く普及している。また、テレビジョン側の入力端子に対応するように、複数の出
力端子を備えた撮像装置等が提案されている。
【０００５】
　例えば、複数の映像信号の種類および複数のテレビジョン方式に対応する各種映像信号
を１つの映像出力端子にまとめて出力する映像出力装置が提案されている（例えば、特許
文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００５－１０９５５３号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の従来技術によれば、ＮＴＳＣ／ＰＡＬ方式のテレビジョンモニタやハイビジョン
方式のテレビジョンモニタに映像出力装置を接続する場合には、同一の映像出力端子に各
種テレビジョンモニタ用接続ケーブルを介して接続することができる。
【０００７】
　しかしながら、例えば、映像出力装置の接続対象となるテレビジョンの種類によっては
、映像出力装置側において出力形式や再生形式の設定を予め行う必要があるものが存在す
る。このため、例えば、デジタルビデオカメラ等の撮像装置とテレビジョンとを接続する
場合において、上述の設定をせずに、これらをケーブルで接続した場合には、テレビジョ
ンにおいて映像が正しく出力がされない場合や希望した画質で映像が出力されない場合が
ある。
【０００８】
　このように、例えば、ビデオカメラ等の撮像装置で撮影した映像をテレビジョンで観賞
する場合において、使用者は出力形式の設定項目等を理解した上で、所定の設定操作等を
行い、撮像装置とテレビジョンとを接続する必要がある。このため、撮像装置やテレビジ
ョンの操作に不慣れな使用者にとっては、接続に関する設定操作等をすることが困難であ
る場合が多い。このように、撮像装置等の電子機器とテレビジョン等の他の電子機器とを
接続する場合においては、これらの機器の操作に不慣れな使用者が、その接続操作を容易
に行えることが好ましい。
【０００９】
　そこで、本発明は、他の電子機器と接続する場合にその接続操作を容易にすることを目
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的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、情報を
出力する複数の端子と、上記複数の端子のうちの少なくとも１つの端子を介して当該電子
機器と接続される複数の他の電子機器の中から、一の電子機器を選択する接続機器選択部
と、上記一の電子機器に基づいて、上記一の電子機器の端子と上記複数の端子のうち上記
一の電子機器に接続するために使用する端子との組み合わせを選択する端子選択部と、上
記一の電子機器と上記選択された端子の組み合わせとに基づいて、上記一の電子機器への
上記選択された組み合わせに係る端子を介した情報出力に関する設定内容を決定する決定
部とを具備する電子機器およびその制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させ
るプログラムである。これにより、接続対象となる一の電子機器を選択し、自機が備える
端子とその一の電子機器が備える端子との組み合わせの中から接続に使用する端子の組み
合わせを選択し、その一の電子機器と端子の組み合わせとに応じて、その一の電子機器へ
の出力に関する設定内容を決定するという作用をもたらす。
　また、本発明の第２の側面は、情報を出力する複数の端子と、上記複数の端子のうちの
少なくとも１つの端子を介して当該電子機器と接続される複数の他の電子機器の中から、
一の電子機器を選択する接続機器選択部と、上記一の電子機器の端子と上記複数の端子の
うち上記一の電子機器に接続するために使用する端子との組み合わせと、上記一の電子機
器とに基づいて、上記一の電子機器への上記組み合わせに係る端子を介した情報出力に関
する設定内容を決定する決定部とを具備する電子機器およびその制御方法ならびに当該方
法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、接続対象となる一の電子
機器を選択し、その一の電子機器の端子と複数の端子のうちその一の電子機器に接続する
ために使用する端子との組み合わせと、その一の電子機器とに基づいて、その一の電子機
器へのその組み合わせに係る端子を介した情報出力に関する設定内容を決定するという作
用をもたらす。
　また、この第２の側面において、上記一の電子機器の端子と上記複数の端子のうち上記
一の電子機器に接続するために使用する端子との組み合わせを選択する端子選択部をさら
に具備することができる。
【００１１】
　また、この第１または第２の側面において、各種画面を表示する表示部と、上記一の電
子機器を選択させる接続機器選択画面を上記表示部に表示させるとともに上記端子の組み
合わせを選択させる端子選択画面を上記表示部に表示させる表示制御部とをさらに具備し
、上記接続機器選択部は、上記接続機器選択画面に表示される他の電子機器の中から上記
一の電子機器を選択し、上記端子選択部は、上記一の電子機器に基づいて上記端子選択画
面に表示される上記端子の組み合わせの中から、上記一の電子機器に接続するために使用
する端子の組み合わせを選択することができる。これにより、接続機器選択画面に表示さ
れている他の電子機器の中から接続対象となる一の電子機器を選択し、端子選択画面に表
示されている端子の組み合わせの中から接続に使用する端子の組み合わせを選択するとい
う作用をもたらす。
【００１２】
　また、この第１または第２の側面において、上記表示制御部は、上記選択された組み合
わせに係る端子の外観とともにこれらの端子を接続可能な通信手段の外観を表示してこれ
らの端子と当該通信手段との接続を促す接続指示画面を上記表示部に表示させることがで
きる。これにより、選択された組み合わせに係る端子の外観とともにこれらの端子を接続
可能な通信手段の外観を表示してこれらの端子と当該通信手段との接続を促す接続指示画
面を表示するという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１または第２の側面において、上記表示制御部は、上記接続指示画面に表
示された端子と上記通信手段とを介して接続された当該電子機器と上記一の電子機器との
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接続状態の確認を促す接続状態確認画面を上記表示部に表示させることができる。これに
より、接続指示画面に表示された端子と通信手段とを介して接続された自機と一の電子機
器との接続状態の確認を促す接続状態確認画面を表示するという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１または第２の側面において、上記接続指示画面には、当該電子機器の外
観と上記一の電子機器の外観とが上記端子の外観および上記通信手段の外観とともに表示
されることができる。これにより、上記接続指示画面に、自機の外観と一の電子機器の外
観とを端子の外観および通信手段の外観とともに表示するという作用をもたらす。
【００１５】
　また、この第１または第２の側面において、上記表示制御部は、上記決定部により決定
された設定内容を表示して当該設定内容を使用者に確認させる設定内容表示画面を上記表
示部に表示させることができる。これにより、決定された設定内容を表示して使用者に確
認させるという作用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１または第２の側面において、上記表示部を、各種画面において所定の画
面に誘導するための選択ボタンを表示するタッチパネルとすることができる。これにより
、各種画面において所定の画面に誘導するための選択ボタンをタッチパネルに表示すると
いう作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第１または第２の側面において、上記表示制御部は、上記タッチパネルに表
示されている選択ボタンの押下に基づいて上記タッチパネルに表示されている内容に関す
る情報であるヒント情報を表示するヒント画面を表示させることができる。これにより、
タッチパネルに表示されている選択ボタンの押下に基づいてタッチパネルに表示されてい
る内容に関するヒント情報を表示するという作用をもたらす。
【００１８】
　また、この第１または第２の側面において、上記表示制御部は、少なくとも操作の目的
に関する選択ボタンを表示して上記接続機器選択画面に誘導するための画面であるガイド
画面を上記タッチパネルに表示させることができる。これにより、少なくとも操作の目的
に関する選択ボタンを表示して接続機器選択画面に誘導するためのガイド画面をタッチパ
ネルに表示するという作用をもたらす。
【００１９】
　また、この第１または第２の側面において、上記タッチパネルの初期画面には、上記ガ
イド画面に進むための選択ボタンであるガイドボタンが表示されることができる。これに
より、タッチパネルの初期画面に、ガイド画面に進むためのガイドボタンを表示するとい
う作用をもたらす。
【００２０】
　また、この第１または第２の側面において、上記端子選択画面には、当該電子機器が備
える端子と上記一の電子機器が備える端子とに関する説明が表示されることができる。こ
れにより、接続端子選択画面に、自機が備える端子と一の電子機器が備える端子とに関す
る説明を表示するという作用をもたらす。
【００２１】
　また、この第１または第２の側面において、上記複数の端子から出力される情報を、映
像情報または音声情報とすることができる。これにより、出力される所定情報を映像情報
または音声情報とするという作用をもたらす。
【００２２】
　また、この第１または第２の側面において、上記複数の端子のうちの少なくとも１つの
端子に通信手段が接続されたことを検出する検出部をさらに具備し、上記表示制御部は、
上記検出部により通信手段の接続が検出された場合には上記接続機器選択画面を上記表示
部に表示させることができる。これにより、通信手段の接続が検出された場合には接続機
器選択画面を表示するという作用をもたらす。
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　また、この第１または第２の側面において、上記表示制御部は、特定の機能のみの設定
が可能な操作モードであるシンプル操作モードが設定されている場合において、上記端子
選択画面に表示される上記端子の組み合わせの中から上記シンプル操作モードでは設定が
できない端子の組み合わせが選択された場合には上記シンプル操作モードの解除を促すシ
ンプル解除通知画面を表示させることができる。これにより、シンプル操作モードが設定
されている場合において、端子選択画面に表示される端子の組み合わせの中から、シンプ
ル操作モードでは設定ができない端子の組み合わせが選択された場合には、シンプル操作
モードの解除を促すシンプル解除通知画面を表示させるという作用をもたらす。
【００２３】
　また、本発明の第３の側面は、情報を入力する複数の端子と、上記複数の端子のうちの
少なくとも１つの端子を介して当該電子機器と接続される複数の他の電子機器の中から、
一の電子機器を選択する接続機器選択部と、上記一の電子機器に基づいて、上記一の電子
機器の端子と上記複数の端子のうち上記一の電子機器に接続するために使用する端子との
組み合わせを選択する端子選択部と、上記一の電子機器と上記選択された端子の組み合わ
せとに基づいて、上記一の電子機器からの上記選択された組み合わせに係る端子を介した
情報入力に関する設定内容を決定する決定部とを具備する電子機器およびその制御方法な
らびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、接続対象と
なる一の電子機器を選択し、自機が備える端子とその一の電子機器が備える端子との組み
合わせの中から接続に使用する端子の組み合わせを選択し、その一の電子機器と端子の組
み合わせとに応じて、その一の電子機器からの入力に関する設定内容を決定するという作
用をもたらす。
【００２４】
　また、本発明の第４の側面は、情報を出力する複数の端子と、上記複数の端子のうちの
少なくとも１つの端子を介して当該撮像装置と接続される複数の他の電子機器の中から、
一の電子機器を選択する接続機器選択部と、上記一の電子機器に基づいて、上記一の電子
機器の端子と上記複数の端子のうち上記一の電子機器に接続するために使用する端子との
組み合わせを選択する端子選択部と、上記一の電子機器と上記選択された端子の組み合わ
せとに基づいて、上記一の電子機器への上記選択された組み合わせに係る端子を介した情
報出力に関する設定内容を決定する決定部とを具備する撮像装置およびその制御方法なら
びに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、接続対象とな
る一の電子機器を選択し、自機が備える端子とその一の電子機器が備える端子との組み合
わせの中から接続に使用する端子の組み合わせを選択し、その一の電子機器と端子の組み
合わせとに応じて、その一の電子機器への出力に関する設定内容を決定するという作用を
もたらす。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、他の電子機器と接続する場合にその接続操作を容易にすることができ
るという優れた効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　次に本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の実施の形態における撮像装置１００の機能構成例を示すブロック図で
ある。撮像装置１００は、映像情報または音声情報を入力または出力する複数の端子を備
えた電子機器の一例であり、使用者が望んだ出力方法を用いて、他の電子機器と接続する
ものである。なお、接続の対象となる他の電子機器としては、ハイビジョン対応のテレビ
ジョン等の受像装置や映像視聴装置、デジタルビデオレコーダやＨＤＤ（Hard Disk Driv
e）レコーダ等の記録装置や情報入力装置、パーソナルコンピュータ等の電子計算機等の
電子機器がある。また、本発明の実施の形態では、出力端子について説明するが、入力端
子についても同様に適用することができる。
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【００２８】
　撮像装置１００は、マイクロプロセッサ１１０と、ＯＳＤ（オンスクリーンディスプレ
イ）画像生成回路１２０と、重畳回路１３０と、タッチパネル１４０と、ビューファイン
ダ１５０と、レンズ１７０と、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）１８０と、カメラ信号
処理回路１９０と、記録回路２００と、キー入力回路２１０と、電源回路２２０と、電源
コントロール回路２３０と、バッテリ２４０と、ＡＣケーブル２５０と、第１の端子３１
０乃至第４の端子３４０とを備える。
【００２９】
　マイクロプロセッサ１１０は、メモリ（図示せず）に記憶されている制御プログラムに
基づいて、撮像装置１００の各部を制御するマイクロプロセッサである。また、マイクロ
プロセッサ１１０は、タッチパネル１４０やキー入力回路２１０から入力される入力電圧
をＡ／Ｄ変換して得られる変換値に基づいて、タッチパネル１４０やキー入力回路２１０
における押下状態を判断する。そして、判断結果に基づいて、例えば、タッチパネル１４
０にメニュー画面が表示されている場合には、タッチパネル１４０における押下状態に応
じたメニュー項目の選択やメニュー項目の決定等の処理を実行する。また、タッチパネル
１４０に設定画面が表示されている場合には、タッチパネル１４０における押下状態に応
じた設定項目の選択や設定項目の決定等の処理を実行する。これらの処理に基づいて、マ
イクロプロセッサ１１０がＯＳＤ画像生成回路１２０や記録回路２００等にコマンドを出
力する。
【００３０】
　ＯＳＤ画像生成回路１２０は、タッチパネル１４０に表示される各種画像を保持するＶ
ＲＡＭ（Video Random Access Memory）を備え、マイクロプロセッサ１１０が出力したコ
マンドを解釈し、解釈されたコマンドに基づいてＶＲＡＭ上に作成された画像データに対
応する表示信号を走査単位で重畳回路１３０に出力するものである。また、ＯＳＤ画像生
成回路１２０は、マイクロプロセッサ１１０が出力したビットマップデータをＶＲＡＭ上
に展開し、ＶＲＡＭ上に展開されたビットマップデータに対応する表示信号を走査単位で
重畳回路１３０に出力する。
【００３１】
　重畳回路１３０は、カメラ信号処理回路１９０が出力した映像信号と、ＯＳＤ画像生成
回路１２０が出力した表示信号とを重畳し、重畳された画像信号をタッチパネル１４０と
ビューファインダ１５０と第１の端子３１０乃至第４の端子３４０とに出力する重畳回路
である。
【００３２】
　タッチパネル１４０は、重畳回路１３０が出力した画像信号に対応する画像をＬＣＤ（
Liquid Crystal Display）パネルに表示するとともに、ＬＣＤパネルにおける接触を専用
の感知装置を用いて電気信号に変換し、変換された電気信号をマイクロプロセッサ１１０
に出力するタッチパネルである。また、タッチパネル１４０は、各種画面において所定の
画面に誘導する場合等に押下して選択する選択ボタンを表示するタッチパネルである。
【００３３】
　ビューファインダ１５０は、撮像装置１００において撮影されている画像や再生されて
いる画像を表示する表示装置であり、重畳回路１３０が出力した画像信号に対応する画像
を表示する表示装置である。
【００３４】
　第１の端子３１０は、重畳回路１３０が出力した画像信号を他の電子機器に出力する端
子（LINE OUT）である。第２の端子３２０は、重畳回路１３０が出力した画像信号を他の
電子機器に出力する端子（COMPONENT OUT）である。第３の端子３３０は、重畳回路１３
０が出力した画像信号を他の電子機器に出力する端子（i.LINK OUT）である。第４の端子
３４０は、重畳回路１３０が出力した画像信号を他の電子機器に出力する端子（HDMI OUT
）である。
【００３５】
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　なお、一般的な端子の中で、コンポーネント端子やマルチジャック端子については、ケ
ーブル等の通信手段の接続を検出することができる端子であるものの、接続先の電子機器
を検出することはできない。そこで、これらの端子を用いる場合において、接続先の電子
機器を検出する場合には、コントロール信号を別に設けて接続先の電子機器を検出する必
要がある。これに対して、ｉ．ＬＩＮＫ端子やＨＤＭＩ端子については、ケーブル等の通
信手段の接続を検出することができないものの、接続先の電子機器との間の制御信号のや
り取りによって接続先の電子機器を検出することができる。したがって、第１の端子３１
０および第２の端子３２０にケーブル等の通信手段が接続された場合には、その接続が検
出される。また、第３の端子３３０および第４の端子３４０を用いて電子機器と接続した
場合には、その接続先の電子機器が検出される。
【００３６】
　レンズ１７０は、外界の光を集光し、集光された光をＣＣＤ１８０に出力するものであ
る。なお、レンズ１７０は、マイクロプロセッサ１１０が出力したコントロール信号に従
って、絞り値を変更して撮影画像の拡大量を調節する。
【００３７】
　ＣＣＤ１８０は、レンズ１７０を経由して入力された光信号を電気信号に変換し、変換
された電気信号をカメラ信号処理回路１９０に出力する撮像素子である。
【００３８】
　カメラ信号処理回路１９０は、ＣＣＤ１８０が出力した電気信号に対して適正な信号処
理を施し、信号処理が施された電気信号を映像信号として記録回路２００および重畳回路
１３０に出力するものである。また、カメラ信号処理回路１９０は、マイクロプロセッサ
１１０が出力したコントロール信号に従って、映像効果を映像信号に加える処理を実行す
る。なお、映像効果として、ネガ、セピア、スローシャッター等の映像効果がある。
【００３９】
　記録回路２００は、マイクロプロセッサ１１０が出力したコントロール信号に従って、
カメラ信号処理回路１９０が出力した映像信号を記録メディアに記録する記録回路である
。
【００４０】
　キー入力回路２１０は、一または複数の外部操作部材を備え、外部操作部材の操作に応
じた入力電圧をマイクロプロセッサ１１０に出力する回路である。この外部操作部材の操
作によって、撮像装置１００に備えられる複数の機能を制御することができる。なお、外
部操作部材は、撮像装置１００に備えられるハードキーである。
【００４１】
　電源回路２２０は、マイクロプロセッサ１１０および他回路に電源供給を行う電源回路
である。なお、電源供給元は、バッテリ２４０またはＡＣケーブル２５０である。
【００４２】
　電源コントロール回路２３０は、マイクロプロセッサ１１０が出力したコントロール信
号に従って、他回路への電源供給の有無を操作するものである。
【００４３】
　バッテリ２４０は、電源回路２２０に電源供給を行うバッテリである。また、ＡＣケー
ブル２５０から供給される電気を元に電源回路２２０によってバッテリ２４０に充電が行
われる。
【００４４】
　ＡＣケーブル２５０は、電源回路２２０に電源供給を行うＡＣケーブルである。また、
ＡＣケーブル２５０は、バッテリ２４０を充電するための電源供給を行う。
【００４５】
　図２は、本発明の実施の形態における撮像装置１００の表示制御に関する機能構成例を
示すブロック図である。
【００４６】
　撮像装置１００は、選択受付部４１０と、接続機器選択部４２０と、接続端子選択部４
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３０と、設定内容決定部４４０と、表示制御部４５０と、表示部４６０と、接続検出部４
７０とを備える。
【００４７】
　選択受付部４１０は、ユーザによって入力された各種情報を受け付けると、この各種情
報を接続機器選択部４２０と接続端子選択部４３０と表示制御部４５０とに出力するもの
である。選択受付部４１０は、例えばタッチパネル１４０に対応する。
【００４８】
　接続機器選択部４２０は、表示部４６０に表示される接続機器選択画面に表示される他
の電子機器の中から接続対象となる種類の他の電子機器を、選択受付部４１０が出力した
選択情報に基づいて選択するものである。そして、選択された他の電子機器に関する情報
を、接続端子選択部４３０と設定内容決定部４４０と表示制御部４５０とに出力するもの
である。例えば、他の電子機器の種類として、ハイビジョン対応のテレビジョン、その他
のテレビジョン、レコーダ装置、パーソナルコンピュータ、プリンタ等の種類がある。
【００４９】
　接続端子選択部４３０は、表示部４６０に表示される接続端子選択画面に表示される撮
像装置１００が備える端子と接続機器選択部４２０から出力された他の電子機器が備える
端子との組み合わせの中から接続に使用する端子の組み合わせを、選択受付部４１０が出
力した選択情報に基づいて選択するものである。そして、選択された端子の組み合わせに
関する情報を、設定内容決定部４４０と表示制御部４５０とに出力するものである。
【００５０】
　設定内容決定部４４０は、接続機器選択部４２０から出力された他の電子機器に関する
情報と、接続端子選択部４３０から出力された端子の組み合わせに関する情報に応じて、
接続対象の他の電子機器への出力に関する設定内容を決定し、決定された設定内容を表示
制御部４５０に出力するものである。
【００５１】
　表示制御部４５０は、選択受付部４１０と接続端子選択部４３０と設定内容決定部４４
０と接続検出部４７０とが出力した各種情報に基づいて各種画像を表示部４６０に出力さ
せるものである。例えば、表示制御部４５０は、接続対象となる他の電子機器を選択させ
るための接続機器選択画面を表示部４６０に表示させる。また、表示制御部４５０は、撮
像装置１００が備える端子と接続機器選択部４２０から出力された他の電子機器が備える
端子との組み合わせの中から接続に使用する端子の組み合わせを選択させるための接続端
子選択画面を表示部４６０に表示させる。さらに、表示制御部４５０は、設定内容決定部
４４０から出力された設定内容を使用者に確認させるための設定内容表示画面を表示部４
６０に表示させる。また、表示制御部４５０は、接続検出部４７０からケーブル等の接続
検出に関する情報を受けた場合には接続機器選択画面を表示部４６０に表示させる。
【００５２】
　表示部４６０は、表示制御部４５０の制御に基づいて各種画像を表示するものである。
表示部４６０は、例えばタッチパネル１４０に対応する。
【００５３】
　接続検出部４７０は、撮像装置１００が備える複数の端子のうちの少なくとも１つの端
子に通信手段が接続されたことを検出するものである。例えば、接続検出部４７０は、第
１の端子３１０および第２の端子３２０にケーブル等の通信手段が接続された場合には、
その接続を検出するとともに、第３の端子３３０および第４の端子３４０を用いて電子機
器が接続された場合には、その接続先の電子機器を検出する。そして、検出結果を表示制
御部４５０に出力するものである。なお、接続機器選択部４２０と接続端子選択部４３０
と設定内容決定部４４０と表示制御部４５０と接続検出部４７０との各機能は、例えばマ
イクロプロセッサ１１０により実現することができる。
【００５４】
　図３は、撮像装置１００の外観を示す斜視図である。
【００５５】
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　撮像装置１００本体の外側面には、他の電子機器との接続を行うための端子である第１
の端子（LINE OUT）３１０と、第２の端子（COMPONENT OUT）３２０と、第３の端子（i.L
INK OUT）３３０と、第４の端子（HDMI OUT）３４０とが配置されるとともに、タッチパ
ネル１４０が配置されている。なお、第１の端子３１０乃至第４の端子３４０とタッチパ
ネル１４０とは、撮像装置１００本体の外側面における同一面に設けるようにしてもよく
、それぞれを異なる面に設けるようにしてもよい。
【００５６】
　なお、第１の端子３１０乃至第４の端子３４０のそれぞれの端子からは、独立して映像
情報または音声情報が出力されている。このため、第１の端子３１０乃至第４の端子３４
０の何れかの端子と他の電子機器の端子とをケーブルで接続することによって、撮像装置
１００から出力された映像情報または音声情報を他の電子機器において出力することがで
きる。
【００５７】
　しかしながら、接続対象となる電子機器によっては、撮像装置１００において出力形式
や再生形式の設定を予め行う必要があるものが存在する。再生形式としては、例えば、Ｄ
Ｖ（Digital Video）やＨＤＶ（High-Definition Video）がある。また、ｉ．ＬＩＮＫを
用いて接続を行い相手先の電子機器から映像を出力する場合において、相手先の電子機器
がＨＤＶに未対応の場合には、相手の電子機器に映像が全く写らない。さらに、例えば、
コンポーネント端子を用いて接続する場合において、接続対象となる電子機器がＤ３端子
に対応している場合には、撮像装置１００におけるコンポーネント出力の設定をＤ３端子
に設定する必要がある。一方、接続対象となる電子機器がＤ３端子に対応していない場合
には、撮像装置１００におけるコンポーネント出力の設定をＤ１端子に設定する必要があ
る。そこで、このコンポーネント端子を用いて接続する場合における設定方法の一例につ
いて図４を用いて簡単に説明する。
【００５８】
　図４は、撮像装置１００において設定操作を行う場合におけるタッチパネル１４０に表
示される表示画面の遷移の一例を示す図である。
【００５９】
　ここでは、コンポーネント端子を用いて、Ｄ３端子に対応していない電子機器と撮像装
置１００とを接続する場合において、撮像装置１００におけるコンポーネント出力の設定
を「Ｄ３」から「Ｄ１」に設定する場合における設定方法の一例について説明する。なお
、ここで示す設定方法は、従来から行われている設定方法である。
【００６０】
　最初に、初期画面である表示画面５１０においてメニューボタン５１２をユーザが押下
し、メニュー画面のメニュー大項目選択画面５０２をタッチパネル１４０に表示させる。
【００６１】
　続いて、メニュー大項目選択画面５０２において、上向きスクロールボタン５０２ａま
たは下向きスクロールボタン５０２ｂをユーザが押下し、項目表示５０２ｃに「基本設定
」を表示させる。そして、項目表示５０２ｃに「基本設定」が表示されている場合におい
て「ＯＫ」ボタン５０２ｄをユーザが押下し、「基本設定」のメニューリスト表示画面５
０３をタッチパネル１４０に表示させる。
【００６２】
　続いて、「基本設定」の設定項目画面５０３において、上向きスクロールボタン５０３
ａまたは下向きスクロールボタン５０３ｂをユーザが押下し、項目表示５０３ｃに「コン
ポーネント出力」を表示させる。なお、項目表示５０３ｃに「コンポーネント出力」が表
示されている場合において、項目表示５０３ｃの下部分の領域５０３ｄには、「コンポー
ネント出力」の設定内容である「Ｄ３」が表示されている。続いて、項目表示５０３ｃに
「コンポーネント出力」が表示されている場合において「ＯＫ」ボタン５０３ｅをユーザ
が押下し、「コンポーネント出力」の設定画面５０４を表示させる。
【００６３】
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　「コンポーネント出力」の設定画面５０４においては、現在の設定内容が「Ｄ３」であ
るため、「Ｄ３」ボタン５０４ｂの一端に色が付されている。そこで、「コンポーネント
出力」の設定画面５０４において、設定値「Ｄ３」を「Ｄ１」に変更するため、「Ｄ１」
ボタン５０４ａをユーザが押下する。この場合には、「コンポーネント出力」の設定画面
５０５に示すように、「Ｄ１」ボタン５０５ａの一端に色が付される。そして、「コンポ
ーネント出力」の設定画面５０５に示すように「Ｄ１」ボタン５０５ａの一端に色が付さ
れている場合において「ＯＫ」ボタン５０５ｃをユーザが押下し、「基本設定」の設定項
目画面５０６を表示させる。なお、設定項目画面５０３と設定項目画面５０６とは、「コ
ンポーネント出力」の設定内容の表示領域の表示が異なる以外は、同じ画面である。
【００６４】
　なお、項目表示５０６ｃに「コンポーネント出力」が表示されている場合において、項
目表示５０６ｃの下部分の領域５０６ｄには、変更後の「コンポーネント出力」の設定内
容である「Ｄ１」が表示される。
【００６５】
　このように、撮像装置１００において設定内容をユーザが変更した後に、接続対象とな
る電子機器の端子と撮像装置１００の端子とを接続するケーブル等をユーザが用意し、用
意したケーブルで電子機器の端子と撮像装置１００の端子とを接続する。
【００６６】
　このように、コンポーネント端子を用いて接続する場合において、通常の接続操作をす
る場合には、コンポーネント出力やその意味、および電子機器の端子と撮像装置１００の
端子とを接続するケーブル等をユーザが理解する必要があった。このため、初心者にとっ
ては、通常の接続操作が困難であった。これに対して、本発明の実施の形態では、相手先
の電子機器の端子の外観（形状）と、撮像装置１００の端子の外観（形状）とを目視で確
認して端子を選択することによって、設定値を変更（設定）することができる。このため
、初心者であっても、撮像装置１００の端子の形状と、接続先の電子機器の端子の形状と
を目視し、同じ形状をタッチパネル１４０において選択することによって、設定値を変更
（設定）することができるとともに、接続に必要となるケーブルを容易に知ることができ
る。
【００６７】
　次に、接続先の電子機器としてハイビジョンテレビと撮像装置１００とを、コンポーネ
ント端子（Ｄ端子）を用いて接続する場合について図５等を参照して説明する。
【００６８】
　図５は、タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。また
、図６乃至図３０は、タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である
。
【００６９】
　図５に示す表示画面５１０は、撮像装置１００の起動時（電源投入時を含む）等にタッ
チパネル１４０に表示される初期画面であり、撮像装置１００に備えられている各種機能
の設定または変更を行う場合における入口となる画面である。なお、図６には、拡大した
表示画面５１０を示す。また、図５に示す表示画面５１０は、図４に示す表示画面と同じ
画面である。
【００７０】
　表示画面５１０には、ガイドボタン５１１およびメニューボタン５１２が表示されてい
る。なお、表示画面５１０は、電源起動後には必ず表示される画面であり、ガイドボタン
５１１およびメニューボタン５１２が表示されるとともに、撮影されている画像や再生さ
れている画像が表示される画面である。
【００７１】
　ガイドボタン５１１は、撮像装置１００が備える各種機能の設定に不慣れな使用者を手
助けする操作支援機能であるガイド機能への入口となる選択ボタンである。メニューボタ
ン５１２は、撮像装置１００が備える各種機能を十分に使いこなしている使用者が各種機
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能を設定する場合に使用するメニュー画面への入口となる選択ボタンである。
【００７２】
　なお、電源投入時等にタッチパネル１４０に表示される表示画面５１０は、撮像装置１
００の使用者のほとんどが目にする画面である。このため、各種機能の設定等を行う場合
における２つの入口（ガイドボタン５１１およびメニューボタン５１２）をタッチパネル
１４０の初期画面に設けることによって、操作支援機能であるガイド機能の存在を知らな
い使用者にも直感的にガイド機能の存在を認識させることができる。
【００７３】
　タッチパネル１４０に表示画面５１０が表示されている場合において、使用者が所望す
る機能を設定する場合には、ガイドボタン５１１またはメニューボタン５１２の何れかを
使用者が押下し、各種機能を設定するための設定画面を表示させる。なお、メニューボタ
ン５１２を押下した場合の操作については、従来の操作と同様であるため、ここでの説明
を省略する。
【００７４】
　表示画面５１０においてガイドボタン５１１が押下されると、タッチパネル１４０にガ
イド大項目選択画面５２０が表示される。なお、図７には、拡大したガイド大項目選択画
面５２０を示す。
【００７５】
　ガイド大項目選択画面５２０は、操作の目的、操作による効果等に基づいて、撮像装置
１００が備える各種機能を設定等するための設定画面や他の電子機器との接続をするため
の各種接続画面に進むための画面である。
【００７６】
　ガイド大項目選択画面５２０には、「撮るガイド」ボタン５２１と、「つなげるガイド
」ボタン５２２と、「便利ガイド」ボタン５２３と、「表示ガイド」ボタン５２４と、リ
ターンボタン５２５とが表示される。
【００７７】
　「撮るガイド」ボタン５２１は、操作の目的等に基づいて、設定画面等に進むために押
下する選択ボタンである。
【００７８】
　「つなげるガイド」ボタン５２２は、接続対象となる電子機器等を質問方式で使用者に
答えてもらいながら、接続操作を進める場合に押下する選択ボタンである。
【００７９】
　「便利ガイド」ボタン５２３は、比較的簡単に使用することができる便利な機能を設定
する場合に押下する選択ボタンである。
【００８０】
　「表示ガイド」ボタン５２４は、タッチパネル１４０に表示されている文字や記号等の
各画像の意味を説明する説明文を表示する場合に押下する選択ボタンである。
【００８１】
　リターンボタン５２５は、タッチパネル１４０の表示画面を１つ前の表示画面に戻すボ
タンである。例えば、タッチパネル１４０にガイド大項目選択画面５２０が表示されてい
る場合にリターンボタン５２５が押下されると、タッチパネル１４０に１つ前の表示画面
である表示画面５１０が表示される。なお、本発明の実施の形態で示す各リターンボタン
についてもリターンボタン５２５と同様に、タッチパネル１４０の表示画面を１つ前の表
示画面に戻すボタンである。
【００８２】
　次に、「つなげるガイド」ボタン５２２を押下して接続操作をする場合について図面を
参照して説明する。
【００８３】
　例えば、ガイド大項目選択画面５２０において「つなげるガイド」ボタン５２２が押下
されると、タッチパネル１４０に接続機器選択画面５３０が表示される。なお、図８には
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、拡大した接続機器選択画面５３０を示す。一方、ガイド大項目選択画面５２０において
リターンボタン５２５が押下されると、タッチパネル１４０に表示画面５１０が表示され
る。
【００８４】
　接続機器選択画面５３０は、大項目の選択ボタンにより接続先の電子機器を選択する画
面である。例えば、接続機器選択画面５３０には、接続先の電子機器としてテレビジョン
を選択する「テレビにつなぐ」ボタン５３１と、レコーダを選択する「レコーダにつなぐ
」ボタン５３２と、終了ボタン５３３とが表示される。なお、本発明の実施の形態で示す
各終了ボタンは、通常時の表示画面に変更するボタンである。例えば、図５に示す画面５
３０、画面５４０、画面５６０乃至５８０の画面において終了ボタンが押下されると、初
期画面である表示画面５１０がタッチパネル１４０に表示される。
【００８５】
　例えば、接続機器選択画面５３０において、「テレビにつなぐ」ボタン５３１が押下さ
れると、接続テレビ選択画面５４０がタッチパネル１４０に表示される。なお、図９には
、拡大した接続テレビ選択画面５４０を示す。一方、接続機器選択画面５３０において終
了ボタン５３３が押下されると、タッチパネル１４０に表示画面５１０が表示される。
【００８６】
　接続テレビ選択画面５４０は、大項目の選択ボタンにより接続先のテレビジョンの種類
を選択する画面である。例えば、接続テレビ選択画面５４０には、接続先のテレビジョン
の種類としてハイビジョンテレビを選択する「ハイビジョンテレビ」ボタン５４１と、ハ
イビジョンテレビ以外のテレビを選択する「その他のテレビ」ボタン５４２と、リターン
ボタン５４３と、終了ボタン５４４とが表示される。
【００８７】
　なお、接続機器選択画面５３０に表示される「テレビにつなぐ」ボタン５３１の代わり
に、接続テレビ選択画面５４０に表示される「ハイビジョンテレビ」ボタン５４１および
「その他のテレビ」ボタン５４２を接続機器選択画面５３０に表示して、接続機器選択画
面５３０において「ハイビジョンテレビ」ボタン５４１と「その他のテレビ」ボタン５４
２と「レコーダにつなぐ」ボタン５３２との何れかを選択するようにしてもよい。
【００８８】
　例えば、接続テレビ選択画面５４０において、「ハイビジョンテレビ」ボタン５４１が
押下されると、接続端子選択画面５５０がタッチパネル１４０に表示される。なお、図１
０には、拡大した接続端子選択画面５５０を示す。一方、接続テレビ選択画面５４０にお
いてリターンボタン５４３が押下されると、タッチパネル１４０に接続機器選択画面５３
０が表示され、終了ボタン５４４が押下されると、タッチパネル１４０に表示画面５１０
が表示される。
【００８９】
　接続端子選択画面５５０は、表示されている端子の名称と端子の説明と端子の外観形状
とに基づいて、接続先の電子機器の端子と撮像装置の端子とをユーザが選択する画面であ
る。例えば、接続端子選択画面５５０には、端子の名称５５１と、端子の説明５５２と、
端子の画像５５３と、左向きスクロールボタン５５４と、右向きスクロールボタン５５５
と、「ＯＫ」ボタン５５６と、リターンボタン５５７とが表示される。なお、本発明の実
施の形態では、初心者が見易く選択し易いように、端子の名称５５１と端子の説明５５２
と端子の画像５５３との組み合わせについて、一の画面に一種類の端子の組み合わせのみ
を表示する。
【００９０】
　端子の名称５５１は、電子機器と撮像装置１００とを接続するための端子の名称を表示
する部分であり、例えば、「コンポーネント（Ｄ端子）」が表示される。端子の説明５５
２は、端子の名称５５１に表示されている端子の説明を表示する部分であり、例えば、「
ハイビジョン画質の映像を接続先の機器に出力できます」が表示される。
【００９１】
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　端子の画像５５３は、端子の名称５５１に表示されている端子の外観を表示する部分で
ある。例えば、端子の名称５５１に表示されている端子を視覚的に容易に理解することが
できるように、出力元の撮像装置１００の端子と出力先の電子機器の端子との外観形状等
を表示する。なお、図５および図１０では、端子の画像５５３の表示領域内において左側
の端子が撮像装置１００の端子を示し、右側の端子が電子機器の端子を示す。このように
、接続端子選択画面５５０においては、一の画面に一種類の端子の組み合わせのみを表示
するため、初心者であっても見易くなり、使用すべき端子をユーザが選択し易い。
【００９２】
　左向きスクロールボタン５５４および右向きスクロールボタン５５５は、タッチパネル
１４０に表示されている接続端子選択画面以外の接続端子選択画面をスクロール表示する
ためのボタンである。なお、本発明の実施の形態で示す、左向きスクロールボタン、右向
きスクロールボタン、上向きスクロールボタン、下向きスクロールボタンは、何れもタッ
チパネル１４０に表示されている画面以外の画面をスクロール表示するためのボタンであ
る。
【００９３】
　「ＯＫ」ボタン５５６は、接続端子選択画面５５０に表示されている端子を選択する場
合に押下するボタンである。
【００９４】
　例えば、接続端子選択画面５５０の端子の名称５５１に「コンポーネント（Ｄ端子）」
が表示されている場合において、「ＯＫ」ボタン５５６が押下されると、「コンポーネン
ト（Ｄ端子）」を用いた接続の設定値表示画面５６０がタッチパネル１４０に表示される
。なお、図１１には、拡大した設定値表示画面５６０を示す。
【００９５】
　設定値表示画面５６０は、接続機器選択画面５３０または接続テレビ選択画面５４０に
おいて選択された電子機器と、接続端子選択画面５５０において選択された端子とに応じ
た最適な設定値を表示する画面である。例えば、設定値表示画面５６０には、端子の名称
５６１と、設定値表示部５６２と、「ＯＫ」ボタン５６３と、リターンボタン５６４と、
終了ボタン５６５とが表示される。
【００９６】
　端子の名称５６１は、接続端子選択画面５５０において選択された端子の名称を表示す
る部分であり、例えば、「コンポーネント（Ｄ端子）」が表示される。
【００９７】
　設定値表示部５６２は、接続機器選択画面５３０または接続テレビ選択画面５４０にお
いて選択された電子機器と、接続端子選択画面５５０において選択された端子とに応じた
最適な設定値を表示する部分であり、例えば、項目「ビデオ　ＨＤＶ／ＤＶ」の設定値と
して「オート」が表示され、項目「コンポーネント出力」の設定値として「Ｄ３」が表示
される。なお、各項目における設定値については、例えば、各項目の文字の色と設定値の
文字の色とを異なる色の表示とすることによって、ユーザが設定値を認識し易くすること
ができる。
【００９８】
　「ＯＫ」ボタン５６３は、設定値表示画面５６０の設定値表示部５６２に表示されてい
る設定値の内容を確認した後にユーザが押下するボタンである。
【００９９】
　例えば、設定値表示画面５６０の端子の名称５５１に「コンポーネント（Ｄ端子）」が
表示されている場合において、「ＯＫ」ボタン５６３が押下されると、設定値表示部５６
２に表示されている各項目の設定値が決定される。例えば、項目「ビデオ　ＨＤＶ／ＤＶ
」として「オート」が設定され、項目「コンポーネント出力」として「Ｄ３」が設定され
る。また、「ＯＫ」ボタン５６３が押下された後に、「コンポーネント（Ｄ端子）」を用
いた接続状態を表示する接続指示画面５７０がタッチパネル１４０に表示される。なお、
図１２には、拡大した接続指示画面５７０を示す。
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【０１００】
　接続指示画面５７０は、撮像装置１００の端子（第１の端子３１０乃至第４の端子３４
０）と、接続機器選択画面５３０または接続テレビ選択画面５４０において選択された電
子機器の端子とを表示するとともに、これらの端子の接続に使用されるケーブルを表示す
る接続指示画面である。例えば、接続指示画面５７０には、端子の名称５７１と、接続機
器表示部５７２と、「ＯＫ」ボタン５７３と、リターンボタン５７４と、終了ボタン５７
５と、「ヒント」ボタン５７６とが表示される。
【０１０１】
　端子の名称５７１は、接続端子選択画面５５０において選択された端子の名称を表示す
る部分であり、例えば、「コンポーネント（Ｄ端子）」が表示される。
【０１０２】
　接続機器表示部５７２は、撮像装置１００の端子と、接続機器選択画面５３０または接
続テレビ選択画面５４０において選択された電子機器の端子とを表示するとともに、これ
らの端子の接続に使用されるケーブルを表示する部分である。接続機器表示部５７２には
、例えば、撮像装置１００の端子の形状の外観と、接続機器選択画面５３０または接続テ
レビ選択画面５４０において選択された電子機器の端子の形状の外観と、これらを接続す
るケーブルの形状の外観とが表示される。このように、視覚的に容易に理解することがで
きるように表示することによって、使用すべきケーブル等をユーザが容易に理解すること
ができる。
【０１０３】
　「ＯＫ」ボタン５７３は、接続機器表示部５７２に表示されているように、撮像装置１
００の端子と、接続機器選択画面５３０または接続テレビ選択画面５４０において選択さ
れた電子機器の端子とをケーブルで接続した後にユーザが押下するボタンである。
【０１０４】
　例えば、接続指示画面５７０の端子の名称５７１に「コンポーネント（Ｄ端子）」が表
示されている場合において、「ＯＫ」ボタン５７３が押下されると、接続状態を確認する
接続状態確認画面５８０がタッチパネル１４０に表示される。なお、図１３には、拡大し
た接続状態確認画面５８０を示す。
【０１０５】
　なお、「ヒント」ボタン５７６については、接続状態確認画面５８０の「ヒント」ボタ
ン５８５とともに説明する。
【０１０６】
　接続状態確認画面５８０は、接続指示画面５７０の接続機器表示部５７２に表示されて
いるように、撮像装置１００の端子と、接続機器選択画面５３０または接続テレビ選択画
面５４０において選択された電子機器の端子とをケーブルで接続した後に、撮像装置１０
０から出力された映像情報または音声情報が、ケーブルを介して接続された電子機器から
出力されているか否かを、ユーザに確認させるための画面である。例えば、接続状態確認
画面５８０には、端子の名称５８１と、確認メッセージ表示部５８２と、リターンボタン
５８３と、終了ボタン５８４と、「ヒント」ボタン５８５とが表示される。
【０１０７】
　端子の名称５８１は、接続端子選択画面５５０において選択された端子の名称を表示す
る部分であり、例えば、「コンポーネント（Ｄ端子）」が表示される。
【０１０８】
　確認メッセージ表示部５８２は、撮像装置１００の端子と電子機器の端子とをケーブル
で接続した後に、撮像装置１００から出力された映像情報または音声情報が、ケーブルを
介して接続された電子機器から出力されているか否かをユーザに確認させるメッセージを
表示する部分である。すなわち、撮像装置１００と電子機器とが適切に接続されているか
否かを撮像装置１００が判断することができない場合等に、ユーザの目や耳で実際に確認
させるためのメッセージを表示する。確認メッセージ表示部５８２には、例えば、「接続
先の入力設定を確認してください」のメッセージが表示される。このように、ユーザによ
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る接続作業が完了後、適切に接続できているか否かをユーザに確認させることによって、
例えば、電子機器で出力できないような場合には、リターンボタンを順次押下して接続作
業を辿っていくことによって、その原因を探ることができる。これによって、初心者にと
っても容易に接続作業の要否を理解することができる。
【０１０９】
　「終了」ボタン５８４は、接続機器表示部５７２に表示されているように、撮像装置１
００と電子機器とを接続してからユーザの接続確認が終了した後に、ユーザが押下するボ
タンである。
【０１１０】
　つまり、タッチパネル１４０に接続状態確認画面５８０が表示されている場合には、撮
像装置１００本体側の設定が全て終了している状態を意味する。この場合において、接続
先の電子機器の設定が正しく行われているか否かを確認するために、確認メッセージ表示
部５８２に確認メッセージを表示して使用者に確認を促す。これは、接続先の電子機器の
出力を制御信号等で確認できない電子機器が存在するため、実際の動作状態をユーザが確
認するためである。
【０１１１】
　ユーザが実際に接続先の電子機器の出力状態を目視等して、接続先の電子機器において
問題なく出力が行われているようであれば、使用者は「終了」ボタン５８４を押下するこ
とによって、この接続操作を終了することができる。一方、出力ができていない場合には
、接続作業における見落とし等が生じている場合が考えられる。このため、前の画面に戻
って再度確認をする場合には、リターンボタン５８３を押下することによって、最初の画
面まで一画面ずつ戻ることができる。
【０１１２】
　例えば、接続状態確認画面５８０の端子の名称５８１に「コンポーネント（Ｄ端子）」
が表示されている場合において、「終了」ボタン５８４が押下されると、表示画面５１０
がタッチパネル１４０に表示される。これにより、接続操作を終了することができる。こ
の接続操作の終了後は、撮像装置１００に接続された電子機器から映像等を鑑賞すること
ができる。
【０１１３】
　図１４は、タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。
【０１１４】
　「ヒント」ボタン５７６および「ヒント」ボタン５８５は、接続指示画面５７０または
接続状態確認画面５８０において、ヒント情報を表示するヒント画面を表示させる場合に
押下するボタンである。なお、図１４に示す接続指示画面５７０は、図５および図１２に
示す接続指示画面５７０と同様の画面であり、図１４に示す接続状態確認画面５８０は、
図５および図１３に示す接続指示画面５７０と同様の画面である。
【０１１５】
　ヒント画面５９０または５９７は、接続指示画面５７０または接続状態確認画面５８０
において対象としている端子や電子機器に関して、ユーザが疑問等を持った場合にその疑
問を解く手掛かりとなる情報や接続時に注意が必要な内容等の接続に関する情報等のヒン
ト情報を表示する画面である。例えば、ヒント画面５９０には、端子の名称５９１と、ヒ
ント情報表示部５９２と、上向きスクロールボタン５９３と、下向きスクロールボタン５
９４と、頁番号５９５と、リターンボタン５９６とが表示される。
【０１１６】
　ヒント情報表示部５９２は、端子の名称５９１に表示されている端子に関する疑問を解
く手掛かりとなる情報等のヒント情報等を表示する部分である。
【０１１７】
　頁番号５９５は、ヒント画面全体の中でタッチパネル１４０に表示されているヒント画
面の頁番号を示す数字である。具体的には、図１４（ｃ）に示すヒント画面５９０では、
頁番号５９５として「１／２」が表示されているため、タッチパネル１４０に表示されて
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いるヒント画面５９０は、２頁のヒント画面の中の１頁目のものであることを示す。
【０１１８】
　なお、端子の接続作業では、接続指示画面５７０または接続状態確認画面５８０におい
て、ユーザが「ヒント」ボタンを押下し、ヒント画面を表示させて、ヒント画面の内容を
確認することによって、その接続に関して理解を深めることができる。
【０１１９】
　例えば、図１４に示すように、接続指示画面５７０または接続状態確認画面５８０にお
いて、「ヒント」ボタン５７６または「ヒント」ボタン５８５が押下された場合には、ヒ
ント画面５９０が表示される。また、ヒント画面５９０において、上向きスクロールボタ
ン５９３または下向きスクロールボタン５９４の何れかの押下によって、ヒント画面５９
７が表示される。また、ヒント画面５９０において、リターンボタン５９６の押下によっ
て、ヒント画面５９０が表示される直前の画面である接続指示画面５７０または接続状態
確認画面５８０が表示される。なお、図１５には、拡大したヒント画面５９０を示す。
【０１２０】
　以上で示したように、撮像装置１００が備える複数の端子を用いた接続作業において、
接続先の電子機器の種類、接続する端子の外観形状等を表示して接続確認画面まで導き、
接続確認後に使用することができる。これによって、撮像装置１００や端子、ケーブル等
を熟知していない使用者、取扱説明書をよく読んだことがない使用者、撮像装置１００を
初めて使用する使用者等が所望する電子機器との接続作業を容易に実施することができる
。
【０１２１】
　なお、上記では、撮像装置１００の接続先の電子機器をハイビジョンとし、コンポーネ
ント（Ｄ端子）を用いて接続する場合について説明したが、その他の電子機器と接続する
場合やその他の端子を用いて接続する場合について図面を参照して説明する。
【０１２２】
　図１６乃至図１８は、タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図
である。図１６乃至図１８に示す接続端子選択画面５５０は、図５および図１０に示す接
続端子選択画面５５０において、左向きスクロールボタン５５４または右向きスクロール
ボタン５５５が押下され、タッチパネル１４０の表示画面がスクロールされた場合におけ
る表示例を示す図である。なお、図１６乃至図１８に示すように、接続端子選択画面５５
０の操作によって順次表示される設定値表示画面５６０、接続指示画面５７０、接続状態
確認画面５８０は、図５に示すものと同様である。図１６乃至図１８に示すように、「Ｈ
ＤＭＩ端子」「ｉ．ＬＩＮＫ端子（ＨＤＶ）」「コンポーネント（ピン端子）」について
も上述したように容易に接続操作を行うことができる。
【０１２３】
　図１９乃至図２２は、タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図
である。図１９乃至図２２に示す接続端子選択画面５５０は、図５および図９に示す接続
テレビ選択画面５４０において「その他のテレビ」ボタン５４２が押下された場合に表示
される接続端子選択画面５５０を示す図である。図１９乃至図２２に示す各接続端子選択
画面５５０は、左向きスクロールボタン５５４または右向きスクロールボタン５５５の押
下によってスクロール表示される。また、図１９乃至図２２に示すように、接続テレビ選
択画面５４０において「その他のテレビ」ボタン５４２が押下された場合において順次表
示される設定値表示画面５６０、接続指示画面５７０、接続状態確認画面５８０は、図５
に示すものと同様である。
【０１２４】
　図２３は、タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。図
２３に示す接続指示画面５７０および接続状態確認画面５８０は、図１８（ａ）に示す接
続指示画面５７０および接続状態確認画面５８０である。この接続指示画面５７０または
接続状態確認画面５８０において「ヒント」ボタン５７６または５８５が押下された場合
には、ヒント画面６０１が表示され、ヒント画面６０１における上向きスクロールボタン
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または下向きスクロールボタンの押下によってヒント画面６０２または６１０がスクロー
ル表示される。
【０１２５】
　ここで、撮像装置１００の接続先の電子機器がハイビジョンテレビ以外のテレビジョン
である場合において、接続端子として「コンポーネント（Ｄ端子）」「Ｓ端子」「映像音
声端子」が選択された場合には、接続指示画面５７０または接続状態確認画面５８０にお
けるヒント画面として、図２３（ｅ）に示すヒント画面６１０が表示される。ヒント画面
６１０が表示されている場合において「ＴＶタイプ」ボタン６１７が押下されるとＴＶタ
イプ設定画面６２０が表示される。このＴＶタイプ設定画面６２０においてテレビジョン
のタイプを設定することによって、撮像装置１００で撮影した映像が接続先のテレビジョ
ンに縦長で出力される場合であっても、接続先のテレビジョンに適切な映像を出力するこ
とができる。
【０１２６】
　図２４および図２５は、タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す
図である。図２４に示す接続機器選択画面５３０は、図５および図８に示す接続機器選択
画面５３０である。図２４に示すように、接続機器選択画面５３０において「レコーダに
つなぐ」ボタン５３２が押下された場合には、図２４に示す接続端子選択画面６３０が表
示される。なお、この場合における接続端子選択画面として、左向きスクロールボタン６
３３または右向きスクロールボタン６３４の押下によって図２４に示す「ｉ．ＬＩＮＫ端
子」以外に「Ｓ端子」「映像音声端子」の接続端子選択画面をスクロール表示させること
ができる。しかしながら、「Ｓ端子」「映像音声端子」の接続端子選択画面における遷移
は、図５に示すものとほぼ同様であるため、ここでの説明は省略する。
【０１２７】
　接続端子選択画面６３０の端子の名称６３１に「ｉ．ＬＩＮＫ端子」が表示されている
場合において、「ＯＫ」ボタン６３６が押下された場合には、ｉ．ＬＩＮＫ出力をＨＤＶ
からＤＶに変換するか否かを設定する設定画面６４０が表示される。ここで、「はい」ボ
タン６４３または「いいえ」ボタン６４４が押下されると、押下されたボタンに応じて、
図２５に示す設定値表示部６５１または６５４が表示される。なお、設定値表示部６５１
または６５４以降の遷移は、図５に示すものとほぼ同様であるため、ここでの説明は省略
する。また、設定画面６４０において「ヒント」ボタン６４５が押下された場合には、ヒ
ント画面６４８が表示される。
【０１２８】
　次に、撮像装置１００において再生モードが設定されている場合における接続操作につ
いて図面を参照して説明する。なお、ここでは、撮像装置１００にＵＳＢ（Universal Se
rial Bus）端子が設けられている場合について説明する。
【０１２９】
　図２６乃至図２８は、撮像装置１００において再生モードが設定されている場合におい
て、タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。撮像装置１
００において再生モードが設定されている場合における初期画面である再生モード表示画
面６６０には、ガイドボタン６６１が表示される。そして、再生モード表示画面６６０に
おいてガイドボタン６６１が押下された場合には、タッチパネル１４０にガイド大項目選
択画面６７０が表示される。なお、ガイド大項目選択画面６７０以降の「ｉ．ＬＩＮＫ端
子」についての遷移は、上述した遷移とほぼ同様であるため、ここでの説明は省略する。
【０１３０】
　図２６に示す接続端子選択画面６９４において「ＵＳＢ端子」が表示されている場合に
おいて「ＯＫ」ボタン６９５が押下された場合には、設定の変更が不要であるため、設定
値表示画面が表示されず、図２８に示す接続指示画面７７０がタッチパネル１４０に表示
される。例えば、接続指示画面７７０において「ＯＫ」ボタン７７１が押下された場合に
は、別の機能が呼び出され、図２８に示すＵＳＢ接続選択画面７８０がタッチパネル１４
０に表示される。そして、ＵＳＢ端子にケーブルが接続されていない状態で、ＵＳＢ接続
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選択画面７８０において「パソコン接続」ボタン７８１が押下されると、ＵＳＢ未接続通
知画面７９０がタッチパネル１４０に表示され、ＵＳＢ端子にケーブルを接続することを
ユーザに促すことができる。
【０１３１】
　次に、撮像装置１００においてシンプル操作モードが設定されている場合における接続
操作について図面を参照して説明する。シンプル操作モードは、ユーザの利便性を高める
ため、複雑な機能をオート固定とする操作モードであり、比較的よく使われる基本的な機
能（特定の機能）のみを使用者自身が設定することができる操作モードである。例えば、
シンプル操作モードが設定されている場合には、設定値表示画面に表示される「ビデオＨ
ＤＶ／ＤＶ」の項目内容を設定変更等することができない。
【０１３２】
　図２９の接続機器選択画面８００に示すように、撮像装置１００においてシンプル操作
モードが設定されている場合には、シンプル操作モードが設定されている旨を示す画像で
あるシンプル表示８０１がタッチパネル１４０に表示される。
【０１３３】
　例えば、接続機器選択画面８００において、「パソコン／プリンタ」ボタン８０２が押
下された場合には、接続端子選択画面８１０がタッチパネル１４０に表示される。シンプ
ル操作モードが設定されていない状態で接続端子選択画面８１０に「ｉ．ＬＩＮＫ端子」
が表示されている場合に「ＯＫ」ボタン８１１が押下された場合には、図２６および図２
７で示したように、「ビデオＨＤＶ／ＤＶ」の設定変更が必要となる操作画面に進む。こ
のため、シンプル操作モードが設定されている場合には、これ以降の操作画面に進むこと
ができない。そこで、シンプル操作モードが設定されている場合において、接続端子選択
画面８１０に「ｉ．ＬＩＮＫ端子」が表示されている場合に「ＯＫ」ボタン８１１が押下
された場合には、シンプル操作モードを抜けて設定を行うように促すシンプル解除通知画
面８２０がタッチパネル１４０に表示される。このシンプル解除通知画面８２０において
「シンプル解除」ボタン８２１が押下されると、タッチパネル１４０に「シンプル操作を
解除しました」画面８３０が表示され、図２７に示す再生フォーマット選択画面７００が
タッチパネル１４０に表示される。なお、これ以降の遷移は、図２７に示す遷移と同様で
ある。
【０１３４】
　次に、図５の接続指示画面５７０等で示した接続機器表示部に表示される他の表示例に
ついて図面を参照して説明する。
【０１３５】
　図３０は、接続機器表示部８８０に表示される表示例を示す図である。
【０１３６】
　図３０に示すように、図５の接続指示画面５７０等で示した接続機器表示部５７２等に
は、撮像装置１００の端子を示す画像８５１と、接続機器選択画面５３０または接続テレ
ビ選択画面５４０において選択された電子機器の端子を示す画像８６１とともに、撮像装
置１００の外観を示す画像８５０とその電子機器の外観を示す画像８６０とを表示させ、
これらの端子の接続に使用されるケーブルを示す画像８７０を表示させるようにしてもよ
い。これによって、さらに視覚的に容易に理解することができるようになり、接続操作等
をユーザが容易に理解することができる。
【０１３７】
　次に、本発明の実施の形態における撮像装置１００の動作について図面を参照して説明
する。
【０１３８】
　図３１は、撮像装置１００による端子接続の設定処理の処理手順を示すフローチャート
である。
【０１３９】
　撮像装置１００において電源がＯＮされた場合（電源投入時、電源起動時）や接続処理
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が終了した場合には、図５等に示すように、タッチパネル１４０においてガイドボタン５
１１が表示される。（ステップＳ９０１）。
【０１４０】
　タッチパネル１４０にガイドボタン５１１が表示されている場合においてガイドボタン
５１１が押下されたか否かが判断される（ステップＳ９０２）。ガイドボタン５１１が押
下された場合には（ステップＳ９０２）、図５等に示すように、ガイド大項目選択画面５
２０が表示される（ステップＳ９０３）。
【０１４１】
　続いて、ガイド大項目選択画面５２０において「つなげるガイド」ボタン５２２が押下
されたか否かが判断される（ステップＳ９０４）。ガイド大項目選択画面５２０において
「つなげるガイド」ボタン５２２が押下されなければ（ステップＳ９０４）、ガイド大項
目選択画面５２０において「つなげるガイド」ボタン５２２以外の他のガイドボタンが押
下されたか否かが判断される（ステップＳ９０６）。ガイド大項目選択画面５２０におい
て「つなげるガイド」ボタン５２２以外の他のガイドボタンが押下されない場合には（ス
テップＳ９０６）、第１の端子３１０乃至第４の端子３４０にケーブル等が接続されたか
否かが判断される（ステップＳ９０７）。
【０１４２】
　第１の端子３１０乃至第４の端子３４０にケーブル等が接続されていなければ（ステッ
プＳ９０７）、ガイド大項目選択画面５２０においてリターンボタン５２５が押下された
か否かが判断される（ステップＳ９０８）。第１の端子３１０乃至第４の端子３４０にケ
ーブル等が接続されておらず、ガイド大項目選択画面５２０においてリターンボタン５２
５が押下されない場合には（ステップＳ９０７およびＳ９０８）、ステップＳ９０４に進
み、ボタンの押下またはケーブル等の接続を監視する（ステップＳ９０４、ステップＳ９
０６乃至Ｓ９０８）。
【０１４３】
　ガイド大項目選択画面５２０において「つなげるガイド」ボタン５２２以外の他のボタ
ンが押下された場合には（ステップＳ９０６）、押下されたボタンに応じた処理が実行さ
れ（ステップＳ９０９）、動作を終了する。例えば、ガイド大項目選択画面５２０におい
て「撮るガイド」ボタン５２１が押下された場合には、操作の目的等に基づいて設定画面
に進むための各種ガイド画面がタッチパネル１４０に表示され、各種の設定処理が実行さ
れる。
【０１４４】
　なお、タッチパネル１４０にガイドボタン５１１が表示されている場合においてガイド
ボタン５１１が押下されなければ（ステップＳ９０２）、第１の端子３１０乃至第４の端
子３４０にケーブル等が接続されたか否かが判断され（ステップＳ９０５）、ステップＳ
９０２に進み、ガイドボタン５１１の押下またはケーブル等の接続を監視する（ステップ
Ｓ９０２およびステップＳ９０５）。
【０１４５】
　ガイド大項目選択画面５２０において「つなげるガイド」ボタン５２２が押下された場
合（ステップＳ９０４）、または、第１の端子３１０乃至第４の端子３４０においてケー
ブル等の接続が検出された場合には（ステップＳ９０５、ステップＳ９０７）、接続機器
選択画面５３０が表示される（ステップＳ９１０）。
【０１４６】
　続いて、タッチパネル１４０に接続機器選択画面５３０が表示されている場合において
何れかのボタンが押下されたか否かが判断される（ステップＳ９１１）。終了ボタン５３
３が押下された場合には、初期画面である表示画面５１０が表示される（ステップＳ９０
１）。何れかの接続機器選択のボタンが押下された場合には（ステップＳ９１１）、押下
された機器に対応する接続端子選択画面が表示される（ステップＳ９１２）。なお、ここ
では、接続機器選択画面５３０に表示される「テレビにつなぐ」ボタン５３１の代わりに
、接続テレビ選択画面５４０に表示される「ハイビジョンテレビ」ボタン５４１および「
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その他のテレビ」ボタン５４２を接続機器選択画面５３０に表示して、接続機器選択画面
５３０において「ハイビジョンテレビ」ボタン５４１と「その他のテレビ」ボタン５４２
と「レコーダにつなぐ」ボタン５３２との何れかを選択する場合について説明する。例え
ば、接続機器選択画面５３０において「ハイビジョンテレビ」ボタン５４１が押下された
場合には（ステップＳ９１１）、接続端子選択画面５５０がタッチパネル１４０に表示さ
れる（ステップＳ９１２）。
【０１４７】
　続いて、接続端子選択画面５５０において何れかの選択ボタンが押下されたか否かが判
断される（ステップＳ９１３）。左向きスクロールボタン５５４または右向きスクロール
ボタン５５５が押下された場合には（ステップＳ９１３）、タッチパネル１４０に表示さ
れている接続端子選択画面の前頁または次頁の接続端子選択画面が表示され（ステップＳ
９１４）、ステップＳ９１３に進む。また、接続端子選択画面５５０においてリターンボ
タン５５７が押下された場合には（ステップＳ９１３）、タッチパネル１４０に接続機器
選択画面５３０が表示される（ステップＳ９１０）。
【０１４８】
　また、接続端子選択画面５５０において「ＯＫ」ボタン５５６が押下された場合には（
ステップＳ９１３）、接続機器選択画面５３０において選択された他の電子機器の種類と
、接続端子選択画面５５０において選択された端子の組み合わせに応じて、接続対象の他
の電子機器への出力に関する設定内容が決定され、決定された設定内容として設定値表示
画面がタッチパネル１４０に表示される（ステップＳ９１５）。例えば、接続端子選択画
面５５０の端子の名称５５１に「コンポーネント（Ｄ端子）」が表示されている場合にお
いて「ＯＫ」ボタン５５６が押下されると（ステップＳ９１３）、この押下の際に端子の
名称５５１に表示されていた「コンポーネント（Ｄ端子）」と、接続機器選択画面５３０
において選択された「ハイビジョンテレビ」とに応じて、接続対象の「ハイビジョンテレ
ビ」への出力に関する設定内容が決定され、決定された設定内容に関する設定値表示画面
５６０がタッチパネル１４０に表示される（ステップＳ９１５）。
【０１４９】
　続いて、設定値表示画面５６０において何れかの選択ボタンが押下されたか否かが判断
される（ステップＳ９１６）。設定値表示画面５６０においてリターンボタン５６４が押
下された場合には（ステップＳ９１６）、タッチパネル１４０に直前に表示されていた接
続端子選択画面５５０が表示される（ステップＳ９１２）。一方、設定値表示画面５６０
において「ＯＫ」ボタン５６３が押下された場合には（ステップＳ９１６）、接続指示画
面５７０がタッチパネル１４０に表示される（ステップＳ９１７）。なお、設定値表示画
面５６０において終了ボタン５６５が押下された場合には、タッチパネル１４０に表示画
面５１０が表示される。
【０１５０】
　続いて、接続指示画面５７０において何れかの選択ボタンが押下されたか否かが判断さ
れる（ステップＳ９１８）。接続指示画面５７０においてリターンボタン５７４が押下さ
れた場合には（ステップＳ９１８）、タッチパネル１４０に直前に表示されていた設定値
表示画面５６０が表示される（ステップＳ９１５）。一方、接続指示画面５７０において
「ＯＫ」ボタン５７３が押下された場合には（ステップＳ９１８）、接続状態確認画面５
８０がタッチパネル１４０に表示される（ステップＳ９１９）。なお、接続指示画面５７
０において終了ボタン５７５が押下された場合には、タッチパネル１４０に表示画面５１
０が表示される。
【０１５１】
　続いて、接続状態確認画面５８０において何れかの選択ボタンが押下されたか否かが判
断される（ステップＳ９２０）。接続状態確認画面５８０においてリターンボタン５８３
が押下された場合には（ステップＳ９２０）、タッチパネル１４０に直前に表示されてい
た接続指示画面５７０が表示される（ステップＳ９１７）。一方、接続状態確認画面５８
０において終了ボタン５８４が押下された場合には（ステップＳ９２０）、端子接続の設
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定処理の動作を終了して、タッチパネル１４０に表示画面５１０が表示される。
【０１５２】
　なお、接続指示画面５７０または接続状態確認画面５８０において、「ヒント」ボタン
５７６または「ヒント」ボタン５８５が押下された場合には（ステップＳ９１８およびス
テップＳ９２０）、ヒント画面がタッチパネル１４０に表示される（ステップＳ９２１）
。例えば、接続指示画面５７０または接続状態確認画面５８０において、「ヒント」ボタ
ン５７６または「ヒント」ボタン５８５が押下された場合には、ヒント画面５９０が表示
される。また、ヒント画面において何れかの選択ボタンが押下されたか否かが判断される
（ステップＳ９２２）。ヒント画面においてリターンボタンが押下された場合には（ステ
ップＳ９２２）、タッチパネル１４０に直前に表示されていた接続指示画面５７０または
接続状態確認画面５８０が表示される（ステップＳ９２４、ステップＳ９１７、ステップ
Ｓ９１９）。一方、上向きスクロールボタン５９３または下向きスクロールボタン５９４
が押下された場合には（ステップＳ９２２）、タッチパネル１４０に表示されているヒン
ト画面の前頁または次頁のヒント画面が表示され（ステップＳ９２３）、ステップＳ９２
２に進む。
【０１５３】
　なお、本実施の形態では、撮像装置１００に第１の端子３１０乃至第４の端子３４０を
設けた例について説明したが、これらの端子以外にも映像情報や音声情報等の各種情報を
出力する端子を設けるようにしてもよい。
【０１５４】
　さらに、接続先の電子機器側の情報を取得するとともに接続先の電子機器を操作するた
めのコントロール端子を設けるようにしてもよい。
【０１５５】
　図３２は、撮像装置１００にコントロール端子３５０を設けた場合における撮像装置１
００の機能構成例を示すブロック図である。なお、図３２に示す撮像装置１００について
は、コントロール端子３５０を設けた点以外の構成は、図１に示す撮像装置１００と同様
である。
【０１５６】
　接続先の電子機器がコントロール端子３５０と同様のコントロール端子を備えている場
合において、コントロール端子３５０を用いてその電子機器と接続することによって、撮
像装置１００とその電子機器と間でステータスのやり取りを行うことができる。
【０１５７】
　また、上述した接続操作は、タッチパネル１４０において接続対象の電気機器と接続に
使用する端子とを使用者が選択するものである。これに対して、コントロール端子３５０
と接続することによってステータス等の情報を受け取ることができる他の電子機器との接
続操作の場合には、上述した接続操作の何れかの手順を省略することができる。これは、
コントロール端子３５０を介して接続先の電子機器から取得した情報に基づいて、撮像装
置１００側を最適な出力設定に変更することができるとともに、接続先の電子機器の入力
設定を撮像装置１００側から変更することができるからである。
【０１５８】
　また、使用者がコントロール端子３５０を他の電子機器と接続した時点で、その電子機
器との接続に適した端子を接続図としてタッチパネル１４０に表示して、その電子機器側
の入力機器選択を表示された端子に設定し、撮像装置１００の設定をその接続に適したも
のに変更するようにしてもよい。
【０１５９】
　なお、コントロール端子３５０としては、出力端子とは別の端子とする必要はなく、第
１の端子３１０乃至第４の端子３４０と同じものとして設けるようにしてもよい。例えば
、第３の端子（i.LINK OUT）３３０は、他の電子機器との間で映像情報および音声情報と
ともに他の各種情報のやり取りをすることができる出力端子である。このため、コントロ
ール端子３５０を設ける代わりに、例えば、第３の端子（i.LINK OUT）３３０を利用する
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ことによって、他の電子機器との間でステータスのやり取り等をすることができる。
【０１６０】
　このように、例えば、第３の端子（i.LINK OUT）３３０を利用することによって、１本
のケーブルにより撮像装置１００と他の電子機器とを接続することができるとともに、撮
像装置１００の出力設定や、接続先の電子機器の入力設定または入力機器選択等をまとめ
て行うことができる。このように接続する場合には、使用者がケーブルの接続を完了した
時点で、双方の情報がやり取り可能となる。このため、接続操作の手順としては、タッチ
パネル１４０において接続先の電子機器の選択および撮像装置１００側の端子選択がされ
、タッチパネル１４０に接続図が表示された後に、使用者に撮像装置１００と相手機器と
の接続を促す画面が表示される。この表示の後に双方の機器の接続が行われた時点で両機
器の設定を自動的に変更する手順が考えられる。
【０１６１】
　また、他の電子機器とステータスのやり取りが可能な出力端子にケーブルが接続された
場合には、他の電子機器との接続を促す画面をタッチパネル１４０に表示して、他の電子
機器との接続が確立した時点でステータスのやり取りを行い、双方の機器の最適な設定を
自動的に行うようにしてもよい。
【０１６２】
　なお、本発明の実施の形態においては、電子機器として撮像装置について説明したが、
携帯電話機や再生レコーダ等の撮像装置以外の電子機器についても本発明の実施の形態を
適用することができる。また、本発明の実施の形態においては、電子機器に備えられる複
数の端子が出力端子である場合について説明したが、電子機器に備えられる複数の端子が
入力端子である場合についても、本発明の実施の形態を適用することができる。さらに、
本発明の実施の形態においては、電子機器から出力される情報が映像情報または音声情報
である場合について説明したが、電子機器から出力される情報が文字データ等の他の情報
である場合についても、本発明の実施の形態を適用することができる。
【０１６３】
　以上で示したように、本発明の実施の形態は、複数の映像情報または音声情報を入力ま
たは出力する端子を備える電子機器において、使用者が望んだ出力方法を用いて、他の電
子機器との接続を行えるようにするものである。また、撮像装置１００の画面表示を用い
ることによって、使用者へ接続方法の説明を行うことができる。さらに、使用者が自分で
設定等をしていた各端子に関連する設定項目を使用者の望んだ出力方法に合わせて自動的
に変更することができる。
【０１６４】
　また、他の電子機器との接続方法についての知識を深めることができる。さらに、接続
作業中に、過去に理解していなかった他の電子機器との接続方法を発見することができる
。また、過去に行っていた接続方法とは異なる他の電子機器との接続方法を発見すること
ができる。そして、このように発見した接続方法を簡単に使用することができる。また、
いつでも他の電子機器との接続方法を確認することができる。
【０１６５】
　このように、本発明の実施の形態によれば、電子機器と他の電子機器とを接続する場合
にその接続操作を容易にすることができる。
【０１６６】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、以下
に示すように特許請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有するが、これ
に限定されるものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形を施すこと
ができる。
【０１６７】
　すなわち、請求項１乃至請求項１７において、電子機器は、例えば撮像装置１００に対
応する。また、請求項１８において、撮像装置は、例えば撮像装置１００に対応する。
【０１６８】
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　また、請求項１、請求項２、請求項４、請求項１７、請求項１８において、接続機器選
択部は、例えば接続機器選択部４２０に対応する。また、請求項１、請求項３、請求項４
、請求項１７、請求項１８において、端子選択部は、例えば接続端子選択部４３０に対応
する。
【０１６９】
　また、請求項１、請求項２、請求項１７、請求項１８において、決定部は、例えば設定
内容決定部４４０に対応する。
【０１７０】
　また、請求項４または請求項９において、表示部は、例えばタッチパネル１４０および
表示部４６０に対応する。
【０１７１】
　また、請求項４乃至請求項６、請求項８、請求項１０、請求項１１、請求項１５、請求
項１６において、表示制御部は、例えば表示制御部４５０に対応する。
【０１７２】
　また、請求項４、請求項１１、請求項１５において、接続機器選択画面は、例えば接続
機器選択画面５３０、接続テレビ選択画面５４０に対応する。
【０１７３】
　また、請求項４、請求項１３、請求項１６において、端子選択画面は、例えば接続端子
選択画面５５０に対応する。
【０１７４】
　また、請求項５乃至請求項７において、接続指示画面は、例えば接続指示画面５７０に
対応する。
【０１７５】
　また、請求項６において、接続状態確認画面は、例えば接続状態確認画面５８０に対応
する。
【０１７６】
　また、請求項８において、設定内容表示画面は、例えば設定値表示画面５６０に対応す
る。
【０１７７】
　また、請求項１０において、ヒント画面は、例えばヒント画面５９０に対応する。
【０１７８】
　また、請求項１１、請求項１２において、ガイド画面は、例えばガイド大項目選択画面
５２０に対応する。
【０１７９】
　また、請求項１２において、初期画面は、例えば表示画面５１０に対応する。また、ガ
イドボタンは、ガイドボタン５１１に対応する。
【０１８０】
　また、請求項１５において、検出部は、例えば接続検出部４７０に対応する。
【０１８１】
　また、請求項１９または請求項２０において、接続機器選択手順は、例えばステップＳ
９１１に対応する。また、端子選択手順は、例えばステップＳ９１３に対応する。また、
決定手順は、例えばステップＳ９１５に対応する。
【０１８２】
　なお、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１８３】
【図１】本発明の実施の形態における撮像装置１００の機能構成例を示すブロック図であ
る。
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【図２】本発明の実施の形態における撮像装置１００の表示制御に関する機能構成例を示
すブロック図である。
【図３】撮像装置１００の外観を示す斜視図である。
【図４】撮像装置１００において設定操作を行う場合におけるタッチパネル１４０に表示
される表示画面の遷移の一例を示す図である。
【図５】タッチパネル１４０に表示される表示画面の遷移の一例を示す図である。
【図６】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図７】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図８】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図９】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１０】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１１】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１２】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１３】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１４】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１５】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１６】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１７】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１８】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図１９】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２０】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２１】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２２】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２３】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２４】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２５】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２６】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２７】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２８】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図２９】タッチパネル１４０に表示される表示画面の表示例を示す図である。
【図３０】接続機器表示部８８０に表示される表示例を示す図である。
【図３１】撮像装置１００による端子接続の設定処理の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図３２】撮像装置１００にコントロール端子３５０を設けた場合における撮像装置１０
０の機能構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１８４】
　１００　撮像装置
　１１０　マイクロプロセッサ
　１２０　ＯＳＤ画像生成回路
　１３０　重畳回路
　１４０　タッチパネル
　１５０　ビューファインダ
　１７０　レンズ
　１８０　ＣＣＤ
　１９０　カメラ信号処理回路
　２００　記録回路
　２１０　キー入力回路
　２２０　電源回路
　２３０　電源コントロール回路
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　２４０　バッテリ
　２５０　ＡＣケーブル
　３１０　第１の端子
　３２０　第２の端子
　３３０　第３の端子
　３４０　第４の端子
　３５０　コントロール端子
　４１０　選択受付部
　４２０　接続機器選択部
　４３０　接続端子選択部
　４４０　設定内容決定部
　４５０　表示制御部
　４６０　表示部
　４７０　接続検出部

【図１】 【図２】
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