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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを出力する電子カメラ部と、前記出力された画像データを記録する第１の記
録媒体と、前記出力された画像データを記録する第２の記録媒体と、前記出力された画像
データの記録先を前記第１の記録媒体と前記第２の記録媒体の間で切替える切替え手段と
、前記出力された画像データに所定の情報を合成して映像信号として出力する情報合成手
段と、前記情報合成手段によって出力された映像信号を表示する表示手段とを備えるビデ
オカメラであって、
　前記所定の情報は、前記出力された画像データが前記第１の記録媒体及び第２の記録媒
体のどちらに記録されるかを示す記録先情報であり、
　前記表示手段は、前記記録先情報の態様を記録開始時から所定期間継続的に大きな動作
で変化させ、その後の記録中は小さな動作で変化させることを特徴とするビデオカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビデオカメラに関し、特に、動作情報表示を行うビデオカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のビデオカメラは、磁気テープ媒体に動画を記録する機能だけでなく、取り外し可
能な不揮発性半導体メモリカードに静止画や動画を記録する機能を有しており、ユーザは
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、１台の機器で、家庭のテレビジョンやパーソナルコンピュータで鑑賞したり、写真とし
て印刷したり、電子メールやインターネットを使って映像メディアを配信したりするため
の動画や静止画を撮影、記録することが可能となっている。
【０００３】
　上記従来のビデオカメラは、磁気テープ記録及びメモリカード記録を以下のように行う
。
【０００４】
　まず、ビデオカメラの電源スイッチを操作し、カメラ撮影オフの状態からオンの状態に
切替える。次に、記録モード切替えスイッチを操作して、テープ記録モードか、カード記
録モードに切替える。電源スイッチと記録モード切替えスイッチが複合されている機種で
は、電源オン／オフ、テープ記録モード、カード記録モード等を１つのスイッチで切替え
る。
【０００５】
　テープ記録モード又はカード記録モードに移行すると、被写体の映像を確認するビデオ
カメラが有する液晶モニタに、現在、記録モードが磁気テープ記録なのかメモリカード記
録なのかをメッセージや絵文字で表示する。
【０００６】
　これらの記録モードにおいて撮影する場合、記録ボタンを押して、記録モードに応じた
記録先に撮像した画像データの記録を行う。
【０００７】
　このような撮影モードの切替えに関連してモニタ上の表示を切替える例として、静止画
モード、連写モード及び動画モードを含む複数のモードの中から１つのモードを設定する
ことができるデジタルカメラにおいて、記録モード設定操作が行なわれたとき、設定すべ
き記録モードに移行する前に、設定すべき記録モードを表わすアイコンを画像モニタに一
定時間に亘って表示するものもあった（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－１０１８２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、前述の従来のビデオカメラでは、ユーザはどちらに記録させるかを知る
には、上記液晶モニタを見て情報表示を確認するか、テープ記録モード、カード記録モー
ドの切替え操作をした操作者自身の記憶に頼ることとなる。液晶モニタに記録モードを表
示する場合には、ユーザがどのモードかを意識して確認する必要があり、わずらわしい。
操作者の記憶に頼るのは、往々にして勘違いを招くことになる。特に、録画スイッチと記
録モード切替えスイッチが複合されている機種ではなく、録画スイッチと記録モード切替
えスイッチが独立している機種では、録画スイッチを操作することに気を取られて、記録
モードにまで気を回すことは難しい。
【０００９】
　本発明の目的は、ユーザに記録モードを確実に認識させて、より積極的に通知すること
で記録先を間違えるのを防止することができるビデオカメラを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、請求項１記載のビデオカメラは、画像データを出力する電
子カメラ部と、前記出力された画像データを記録する第１の記録媒体と、前記出力された
画像データを記録する第２の記録媒体と、前記出力された画像データの記録先を前記第１
の記録媒体と前記第２の記録媒体の間で切替える切替え手段と、前記出力された画像デー
タに所定の情報を合成して映像信号として出力する情報合成手段と、前記情報合成手段に
よって出力された映像信号を表示する表示手段とを備えるビデオカメラであって、前記所
定の情報は、前記出力された画像データが前記第１の記録媒体及び第２の記録媒体のどち
らに記録されるかを示す記録先情報であり、前記表示手段は、前記記録先情報の態様を記
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録開始時から所定期間継続的に大きな動作で変化させ、その後の記録中は小さな動作で変
化させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のビデオカメラによれば、出力された画像データに、当該画像データが複数の記
録媒体のどれに記録されるかを示す記録先情報が合成された映像信号を表示し、当該記録
先情報の態様を記録開始時から所定期間継続的に大きな動作で変化させ、その後の記録中
は小さな動作で変化させるので、ユーザに画像データの記録先を認識させて、記録先を間
違えないようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳述する。
【００２５】
　図１は、本発明の実施の形態に係るビデオカメラ１００の構成を概略的に示すブロック
図である。
【００２６】
　図１において、ビデオカメラ１００は、装置全体の制御を司るシステム制御部５と、レ
ンズ、絞り、ＣＣＤ等からなり、被写体からの光信号を電気信号に変換して画像データを
出力する電子カメラ部１（撮像部）と、電子カメラ部１によって出力された画像データを
画像処理する信号処理部２と、信号処理部２によって出力された画像データとシステム制
御部５から出力された所定の情報を合成し、その合成結果を映像信号として出力する合成
部３（情報合成手段）と、合成部３によって出力された映像信号を表示する液晶モニタ４
（表示部）とを備える。また、ビデオカメラ１００は、ビデオカメラ１００の電源入／切
を切替える電源スイッチ６、記録モードを切替える記録モード切替えスイッチ７（選択部
）、及び、録画を行うか否か（停止するか）を指示する録画スイッチ１０（録画指示部）
を備える。なお、ビデオカメラ１００は、これ以外にも再生に関する各種スイッチを備え
るが、図示はしていない。
【００２７】
　また、ビデオカメラ１００は、磁気テープカセット８ａ（第１の記録媒体）を収納（装
着）し、磁気テープカセット８ａの磁気テープに信号処理部２から出力された画像データ
を映像の記録として記録する磁気テープ記録ユニット８を備える。そして、メモリカード
９ａ（第２の記録媒体）を収納（装着）し、メモリカード９ａに信号処理部２から出力さ
れた画像データを映像の記録としてメモリカード記録ユニット９を備える。
【００２８】
　記録モード切替えスイッチ７は、撮像した画像をメモリカード９ａに記録するカード記
録モード、磁気テープカセット８ａに記録するテープ記録モードのいずれか一方を選択す
るためのスイッチである。録画スイッチ１０は録画を行うか否かを指示するスイッチであ
る。この録画スイッチ１０は押下するとＯＮ（指示状態）になり、もう一度押下するとＯ
ＦＦ（指示状態）になる。録画スイッチ１０がＯＮになると、システム制御部５は、記録
モード切替えスイッチ７で選択された磁気テープ記録ユニット８、メモリカード記録ユニ
ット９のいずれか一方を制御して、信号処理部２で処理された画像データを記録媒体（磁
気テープカセット８ａ、又は、メモリカード９ａのいずれか）に記録する。
【００２９】
　また、システム制御部５は、電源スイッチ６がＯＮになり、撮影モード（再生モードに
ついては実施形態では説明しない）にあるとき、撮影状態に応じた情報をメモリ５ａから
読出し、合成部３（表示制御部）に出力する。この結果、各状況に応じた情報と撮像画像
との合成画像が液晶モニタ４に表示されることになる。なお、このメモリ５ａには、各状
況に応じたメッセージとなる文字列の画像データとアイコン（絵文字）の画像データが格
納されている。図３は、メモリ５ａに格納されているアイコン画像の例を示している（詳
細後述）。
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【００３０】
　図２は、図１のビデオカメラ１００によって実行される動作情報表示処理の手順を示す
フローチャートである。
【００３１】
　図２において、電源スイッチ６の電源オン操作によりビデオカメラ１００をカメラ撮影
モードで起動する（ステップＳ１０）。次に、システム制御部５は、モード切替えスイッ
チ７の状態に応じて、記録モードをテープ記録モード又はカード記録モードの何れかに移
行する（ステップＳ１１）。
【００３２】
　続くステップＳ１２に処理が進むと、システム制御部５は、現在の記録モードに応じた
文字やアイコンの情報をメモリ５ａから読出し、合成部３に出力する。この結果、液晶モ
ニタ４には、図４又は図５に示すような合成後の画像を表示することになる。図４は、記
録モードがテープ記録モードの場合の液晶モニタ４の表示例を示し、図５は記録モードが
カード記録モードの場合の表示例である。図４、図５に示すように、各記録モードを明示
するため文字列「ＴＡＰＥ　ＭＯＤＥ（テープモード）」、或いは、「ＣＡＲＤ　ＭＯＤ
Ｅ（カードモード）」を表示する。また、画面の右上の位置には、図３におけるメモリ５
ａにおける待機時２１のカセットテープのアイコン（絵文字）４１、又は、メモリカード
のアイコン（絵文字）５１を表示する。なお、図４、図５では、図示していないが、電子
カメラ部１で撮像されている画像が合成表示されることになる。
【００３３】
　次いで、システム制御部５は、録画スイッチ１０がＯＮになったと判断した場合、静止
画又は動画から成る画像データを磁気テープ８ａ、メモリカード９ａのいずれかに書き込
むため、モード切替えスイッチ７の切替え状態に応じて磁気テープ記録ユニット８又はメ
モリカード記録ユニット９のいずれか一方を駆動し、記録を開始する（ステップＳ１３）
。次に、システム制御部５は、記録中か否かを判別する（ステップＳ１４）。
【００３４】
　ステップＳ１４の判別の結果、記録中であると判定した場合には、記録開始直後か否か
を判別する（ステップＳ１５）。記録開始直後であると判断した場合には、カセットテー
プやメモリカードをかたどった絵文字（アイコン）（態様）をそれまでの固定表示（図３
の待機時２１）から図３の記録開始時２２に示される幾つか（図示では８個）のアイコン
画像を図示の矢印の順に表示を繰り返すことでアニメーションＡ表示を行う（ステップＳ
１６）。この結果、テープ記録モードが選択され待機状態にあるとき、録画スイッチ１０
をＯＮにした直後では、図４のアイコン４１があたかも回転表示されるものとなる。すな
わち、固定表示されたアイコン４１がアニメーションＡ表示に切り換わり、ビデオカメラ
１００が待機状態から録画状態に変化したことを操作者に積極的に知らしめることができ
る。しかも、アイコン４１がカセットテープの形をしたアイコンであることにより、操作
者に録画する画像の格納先は磁気テープ記録ユニット８を介して磁気テープカセット８ａ
に記録されていることを通知することができる。これは、記録モードがメモリカード記録
モードである場合にも同様である。
【００３５】
　なお、実施形態では、録画開始直後でのアイコン４１、或いは、アイコン５１のアニメ
ーション表示では、アイコンの回転を例にしたが、回転に限らず、その表示位置を変化さ
せたり、大きさを変化させるようにしてもよい。特に、録画開始直後では、液晶モニタ４
の中央位置に、アイコン４１、又は、アイコン５１を移動し、そこで回転表示等のアニメ
ーションを行うようにすると、操作者に確実に録画が開始されたこと、並びに、どの記録
媒体に記録されているのかを通知することができる。
【００３６】
　また、記録開始直後かどうかの判断は所定時間（第１の期間）の経過、例えば撮影に目
障りにならないような秒単位の短時間（４、５秒程度）が経過したかどうかで判断する。
また、図３のように、アニメーションＡのコマを何コマ分表示したかどうかで判断しても
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良い。図３におけるアニメーションＡにおいて、例えば、アニメーション表示の各アイコ
ンの表示時間間隔を０．１秒とし、４秒間だけアニメーション表示するとするなら、４／
０．１＝４０となる。従って、アイコン４１が１回転するのに利用する画像の数は８個で
あるから、アイコンが５回転するまでの期間を記録開始直後とすることができる。
【００３７】
　さて、上記のようにしてアニメーションＡの表示が終わると、ステップＳ１５の判定が
ＮＯとなり、ステップＳ１７のアニメーションＢ表示に移行する。このアニメーションＢ
は、図３の記録中状態２３に示すように、大小２つのサイズのアイコン画像を交互に表示
するものである。この動きは、録画スイッチ１０が再度押下され、ＯＦＦになるまで行わ
れる。
【００３８】
　このアニメーションＢは、選択された記録媒体への記録が開始されて、所定時間経過し
た場合（第１の期間経過以降、第２の期間）に行われる。つまり、選択された記録媒体へ
の記録が操作者の意図したものであると判断して良い。また、操作者は被写体の撮影に注
視していると考えてよいので、アニメーションＢはアニメーションＡよりは目立たないも
のとした。なお、アニメーションＢで表示するアイコンの位置は、必ず、液晶モニタ４の
隅位置にすることが望まれる。
【００３９】
　図２の処理によれば、録画スイッチ１０をＯＦＦの状態（録画待機（停止）状態）では
、記録モードで選択された記録媒体の形を模したアイコン４１、またはアイコン５１が固
定表示（静止アイコン画像）されており、録画スイッチ１０をＯＮにした状態（録画（記
録）状態）になるとアイコン４１、またはアイコン５１が回転表示等のアニメーションＡ
（アニメーションアイコン）表示することで、操作者に対して視覚変化を与えることが可
能となる。この結果、操作者は、撮像した画像がいずれの記録媒体に格納されるのかを容
易に認識することができる。また、録画開始して所定時間（期間）経過すると、アニメー
ションＡからアニメーションＢに切り換わることで、そこでも視覚変化を操作者に誘発さ
せ、操作者への記録モードの通知を確実なものとすることができる。この結果、画像デー
タの記録時にその記録先をユーザに知らしめ、撮影の失敗を最小限にとどめることができ
る。
【００４０】
　上記実施の形態では、画像データの記録先として磁気テープ記録ユニット８、メモリカ
ード記録ユニット９を例に挙げたが、他の記録媒体、例えば、磁気ハードディスクや、光
ディスク等であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施の形態に係るビデオカメラの構成を概略的に示すブロック図である
。
【図２】図１のビデオカメラ１００によって実行される動作情報表示処理の手順を示すフ
ローチャートである。
【図３】図２のステップＳ１６及びＳ１７で実行されるアイコンのアニメーションの作動
を説明するのに用いられる図である。
【図４】図２のステップＳ１２で表示される画面表示を説明するのに用いられる図であり
、磁気テープ記録モード時の場合を示す図である。
【図５】図２のステップＳ１２で表示される画面表示を説明するのに用いられる図であり
、メモリカード記録モード時の場合を示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
１　電子カメラ部
２　信号処理部
３　合成部
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４　液晶モニタ
５　システム制御部
６　電源スイッチ
７　記録モード切替えスイッチ
８　磁気テープ記録ユニット
９　メモリカード記録ユニット
１０　録画スイッチ

【図１】 【図２】
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【図５】
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