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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像によって被写体像を示すデジタル画像データを取得する撮像手段と、
　前記被写体像を表示するための表示手段と、
　前記被写体像を示すと共に、１走査線当たりに１組の水平ブランキング期間及び映像期
間を有するコンポジット・ビデオ信号を外部に出力するためのビデオ出力端子と、
　前記コンポジット・ビデオ信号における水平ブランキング期間に対応する期間に前記表
示手段に前記被写体像と共に表示する付加情報を示すデジタルデータを含め、当該コンポ
ジット・ビデオ信号における映像期間に対応する期間に前記被写体像を示すデジタルデー
タを含めた映像付加情報データを生成する映像付加情報データ生成手段と、
　前記映像付加情報データ生成手段により生成された前記映像付加情報データの前記水平
ブランキング期間に対応する期間に含められたデジタルデータをマスクした後に当該水平
ブランキング期間に水平同期信号及びカラー・バースト信号を重畳することにより前記コ
ンポジット・ビデオ信号を生成して前記ビデオ出力端子に供給するコンポジット・ビデオ
信号生成手段と、
　前記映像付加情報データ生成手段により生成された前記映像付加情報データに基づいて
前記表示手段により前記被写体像及び前記付加情報を表示するための表示画像信号を生成
して当該表示手段に供給する表示画像信号生成手段と、
　を備えたデジタルカメラ。
【請求項２】
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　前記映像付加情報データ生成手段は、前記ビデオ出力端子に接続される外部表示装置の
表示領域のアスペクト比が前記被写体像と異なる場合、前記付加情報を示すデジタルデー
タを含める期間を前記映像付加情報データの前記水平ブランキング期間に対応する期間に
代えて、前記映像期間に対応する期間の前記被写体像を示すデジタルデータを含めた期間
を除く期間とした
　請求項１記載のデジタルカメラ。
【請求項３】
　前記ビデオ出力端子に接続される外部表示装置の表示領域のアスペクト比に応じて前記
映像付加情報データの周波数を切り替える周波数切替手段
　を更に備えた請求項１又は請求項２記載のデジタルカメラ。
【請求項４】
　前記ビデオ出力端子に接続される外部表示装置において前記付加情報を表示するか否か
を示す付加表示状態情報を取得する付加表示状態情報取得手段を更に備え、
　前記コンポジット・ビデオ信号生成手段は、前記付加表示状態情報が前記付加情報を表
示することを示す場合に当該付加情報が表示されるように前記コンポジット・ビデオ信号
における映像期間内の信号を生成する
　請求項１乃至請求項３の何れか１項記載のデジタルカメラ。
【請求項５】
　撮像によって被写体像を示すデジタル画像データを取得する撮像手段と、前記被写体像
を表示するための表示手段と、前記被写体像を示すと共に、１走査線当たりに１組の水平
ブランキング期間及び映像期間を有するコンポジット・ビデオ信号を外部に出力するため
のビデオ出力端子と、を備えたデジタルカメラの画像信号生成方法であって、
　前記コンポジット・ビデオ信号における水平ブランキング期間に対応する期間に前記表
示手段に前記被写体像と共に表示する付加情報を示すデジタルデータを含め、当該コンポ
ジット・ビデオ信号における映像期間に対応する期間に前記被写体像を示すデジタルデー
タを含めた映像付加情報データを生成し、
　前記映像付加情報データの前記水平ブランキング期間に対応する期間に含められたデジ
タルデータをマスクした後に当該水平ブランキング期間に水平同期信号及びカラー・バー
スト信号を重畳することにより前記コンポジット・ビデオ信号を生成して前記ビデオ出力
端子に供給すると共に、前記映像付加情報データに基づいて前記表示手段により前記被写
体像及び前記付加情報を表示するための表示画像信号を生成して当該表示手段に供給する
、
　画像信号生成方法。
【請求項６】
　前記ビデオ出力端子に接続される外部表示装置の表示領域のアスペクト比が前記被写体
像と異なる場合、前記付加情報を示すデジタルデータを含める期間を前記映像付加情報デ
ータの前記水平ブランキング期間に対応する期間に代えて、前記映像期間に対応する期間
の前記被写体像を示すデジタルデータを含めた期間を除く期間とした
　請求項５記載の画像信号生成方法。
【請求項７】
　前記ビデオ出力端子に接続される外部表示装置の表示領域のアスペクト比に応じて前記
映像付加情報データの周波数を切り替える、
　請求項５又は請求項６記載の画像信号生成方法。
【請求項８】
　前記ビデオ出力端子に接続される外部表示装置において前記付加情報を表示するか否か
を示す付加表示状態情報を取得し、
　前記付加表示状態情報が前記付加情報を表示することを示す場合に当該付加情報が表示
されるように前記コンポジット・ビデオ信号における映像期間内の信号を生成する、
　請求項５乃至請求項７の何れか１項記載の画像信号生成方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラ及び画像信号生成方法に関し、特に、撮影された被写体像を
示すと共に、１走査線当たりに１組の水平ブランキング期間及び映像期間を有するコンポ
ジット・ビデオ信号を外部に出力するためのビデオ出力端子を備えたデジタルカメラ及び
当該デジタルカメラの画像信号生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラの普及には目を見張るものがあり、年間出荷台数も銀塩カメラを
上回るほどになっている。
【０００３】
　ところで、従来のデジタルカメラでは、通常、ＣＣＤ、ＣＭＯＳイメージ・センサ等の
撮像素子による撮像画像（被写体像）のアスペクト比は４：３とされている。これは、従
来のテレビジョン受像機や、デジタルカメラに被写体像のモニター用として設けられてい
る液晶ディスプレイ等の表示装置における表示領域のアスペクト比が４：３であることに
対応したものである。
【０００４】
　その一方で、近年、表示領域のアスペクト比が１６：９（所謂ワイドサイズ）とされた
テレビジョン受像機（以下、「ワイドＴＶ」という。）の普及が進んでおり、デジタルカ
メラに設けられている表示装置についても、表示領域がワイドサイズとされたものの適用
が進むものと予想される。
【０００５】
　この場合、撮像素子として撮像画像のアスペクト比が４：３であるものが用いられたデ
ジタルカメラによって撮影された被写体像を、アスペクト比を４：３としたまま外部に設
けられたワイドＴＶや、搭載されている被写体像モニター用のワイドサイズの表示装置に
より表示する際には、表示領域の一部に空き領域が生じることとなる。
【０００６】
　そこで、当該空き領域に対して、表示している被写体像に関する撮影条件や各種アイコ
ン（Icon）、サムネイル（Thumbnail）画像等の各種付加情報を表示することが考えられ
る。
【０００７】
　これを実現する際に適用できる技術として、従来、アスペクト比が１６：９とされた表
示領域にアスペクト比が４：３とされた大画像と小画像（上記付加情報に相当。）を表示
する際に各画像の左右方向の表示位置が固定されていることに起因して、画像表示装置の
設置場所の条件等によっては各画像の観賞に支障をきたす恐れがあることを防止すること
を目的として、ユーザの操作により、上記大画像及び上記小画像が表示領域の右側又は左
側に任意に切り替えられて表示されるようにした技術があった（例えば、特許文献１参照
。）。
【０００８】
　また、従来、アスペクト比の異なる画面上に映像信号を表示させたときに、当該画面に
対するキャラクタ（上記付加情報に相当。）の表示が良好に行えるテレビジョン受像機を
提供することを目的として、表示モードに対応してキャラクタの表示位置を異ならせて、
画像が表示された範囲内にキャラクタが重畳されて表示されるようにした技術もあった（
例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特許第３０９７１３８号公報
【特許文献２】特許第２９９８１５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、従来のデジタルカメラには、撮影された被写体像をテレビジョン受像機で表
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示することができるようにするために、コンポジット・ビデオ信号を出力するビデオ出力
端子が設けられている場合が多い。
【００１０】
　この種のデジタルカメラにおいて、当該デジタルカメラに搭載されている被写体像モニ
ター用の表示装置で被写体像と付加情報を同時に表示できるようにするためには、当該表
示装置に供給する画像信号とコンポジット・ビデオ信号とでは仕様が大きく異なるため、
各信号別に異なる系統の画像信号生成回路が必要となり、構成が複雑となる、という問題
点が生じると考えられる。
【００１１】
　なお、前述した特許文献１及び特許文献２に記載の技術では、ビデオ出力端子を設ける
点については何ら考慮されていないため、この問題点を解決することはできない。
【００１２】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、備えられた表示手段により
被写体像と付加情報を表示するための画像信号と、接続された外部表示装置に供給するた
めの画像信号とを簡易な構成で生成することのできるデジタルカメラ及び画像信号生成方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、請求項１記載のデジタルカメラは、撮像によって被写体像
を示すデジタル画像データを取得する撮像手段と、前記被写体像を表示するための表示手
段と、前記被写体像を示すと共に、１走査線当たりに１組の水平ブランキング期間及び映
像期間を有するコンポジット・ビデオ信号を外部に出力するためのビデオ出力端子と、前
記コンポジット・ビデオ信号における水平ブランキング期間に対応する期間に前記表示手
段に前記被写体像と共に表示する付加情報を示すデジタルデータを含め、当該コンポジッ
ト・ビデオ信号における映像期間に対応する期間に前記被写体像を示すデジタルデータを
含めた映像付加情報データを生成する映像付加情報データ生成手段と、前記映像付加情報
データ生成手段により生成された前記映像付加情報データの前記水平ブランキング期間に
対応する期間に含められたデジタルデータをマスクした後に当該水平ブランキング期間に
水平同期信号及びカラー・バースト信号を重畳することにより前記コンポジット・ビデオ
信号を生成して前記ビデオ出力端子に供給するコンポジット・ビデオ信号生成手段と、前
記映像付加情報データ生成手段により生成された前記映像付加情報データに基づいて前記
表示手段により前記被写体像及び前記付加情報を表示するための表示画像信号を生成して
当該表示手段に供給する表示画像信号生成手段と、を備えている。
【００１４】
　請求項１に記載のデジタルカメラによれば、撮像手段による撮像によって被写体像を示
すデジタル画像データが取得される。なお、上記撮像手段には、ＣＣＤ、ＣＭＯＳイメー
ジセンサ等の固体撮像素子が含まれる。
【００１５】
　また、本発明のデジタルカメラには、前記被写体像を表示するための表示手段と、前記
被写体像を示すと共に、１走査線当たりに１組の水平ブランキング期間及び映像期間を有
するコンポジット・ビデオ信号を外部に出力するためのビデオ出力端子が備えられている
。なお、上記表示手段には、液晶ディスプレイ、ＣＲＴディスプレイ、プラズマ・ディス
プレイ、有機ＥＬディスプレイ等の各種ディスプレイ装置が含まれる。
【００１６】
　ここで、本発明のデジタルカメラでは、前記コンポジット・ビデオ信号における水平ブ
ランキング期間に対応する期間に前記表示手段に前記被写体像と共に表示する付加情報を
示すデジタルデータが含められ、当該コンポジット・ビデオ信号における映像期間に対応
する期間に前記被写体像を示すデジタルデータが含められた映像付加情報データが映像付
加情報データ生成手段によって生成される。なお、上記付加情報には、上記被写体像に関
する撮影条件や、各種アイコン、サムネイル画像等が含まれる。
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【００１７】
　そして、本発明では、コンポジット・ビデオ信号生成手段により、前記映像付加情報デ
ータの前記水平ブランキング期間に対応する期間に含められたデジタルデータがマスクさ
れた後に当該水平ブランキング期間に水平同期信号及びカラー・バースト信号が重畳され
ることにより前記コンポジット・ビデオ信号が生成されて前記ビデオ出力端子に供給され
ると共に、表示画像信号生成手段により、前記映像付加情報データに基づいて前記表示手
段により前記被写体像及び前記付加情報を表示するための表示画像信号が生成されて当該
表示手段に供給される。
【００１８】
　すなわち、本発明では、コンポジット・ビデオ信号に通常１走査線毎に設けられている
水平ブランキング期間を利用して、当該水平ブランキング期間に対応する期間に自身に搭
載されている表示手段により被写体像と共に表示する付加情報を示すデータを含めた映像
付加情報データをコンポジット・ビデオ信号及び上記表示手段に供給する表示画像信号の
元となる共通のデータとして生成することにより、当該データを各信号別に異なる系統で
生成する場合に比較して、装置構成を簡易化するようにしている。
【００１９】
　このように、請求項１に記載のデジタルカメラによれば、撮像によって被写体像を示す
デジタル画像データを取得する撮像手段と、前記被写体像を表示するための表示手段と、
前記被写体像を示すと共に、１走査線当たりに１組の水平ブランキング期間及び映像期間
を有するコンポジット・ビデオ信号を外部に出力するためのビデオ出力端子と、を備える
と共に、前記コンポジット・ビデオ信号における水平ブランキング期間に対応する期間に
前記表示手段に前記被写体像と共に表示する付加情報を示すデジタルデータを含め、当該
コンポジット・ビデオ信号における映像期間に対応する期間に前記被写体像を示すデジタ
ルデータを含めた映像付加情報データを生成し、前記映像付加情報データの前記水平ブラ
ンキング期間に対応する期間に含められたデジタルデータをマスクした後に当該水平ブラ
ンキング期間に水平同期信号及びカラー・バースト信号を重畳することにより前記コンポ
ジット・ビデオ信号を生成して前記ビデオ出力端子に供給すると共に、前記映像付加情報
データに基づいて前記表示手段により前記被写体像及び前記付加情報を表示するための表
示画像信号を生成して当該表示手段に供給しているので、備えられた表示手段により被写
体像と付加情報を表示するための画像信号と、接続された外部表示装置に供給するための
画像信号とを簡易な構成で生成することができる。
【００２０】
　なお、本発明の前記映像付加情報データ生成手段は、請求項２に記載の発明のように、
前記ビデオ出力端子に接続される外部表示装置の表示領域のアスペクト比が前記被写体像
と異なる場合、前記付加情報を示すデジタルデータを含める期間を前記映像付加情報デー
タの前記水平ブランキング期間に対応する期間に代えて、前記映像期間に対応する期間の
前記被写体像を示すデジタルデータを含めた期間を除く期間とすることが好ましい。これ
によって、外部表示装置による付加情報の表示を簡易に行うことができる。
【００２１】
　また、本発明は、請求項３に記載の発明のように、前記ビデオ出力端子に接続される外
部表示装置の表示領域のアスペクト比に応じて前記映像付加情報データの周波数を切り替
える周波数切替手段を更に備えることが好ましい。これによって、映像付加情報データの
周波数を外部表示装置の表示領域のアスペクト比に応じたものとすることができ、この結
果として、外部表示装置に応じたコンポジット・ビデオ信号を簡易に生成できる。
【００２２】
　更に、本発明は、請求項４に記載の発明のように、前記ビデオ出力端子に接続される外
部表示装置において前記付加情報を表示するか否かを示す付加表示状態情報を取得する付
加表示状態情報取得手段を更に備え、前記コンポジット・ビデオ信号生成手段は、前記付
加表示状態情報が前記付加情報を表示することを示す場合に当該付加情報が表示されるよ
うに前記コンポジット・ビデオ信号における映像期間内の信号を生成することが好ましい
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。これにより、外部表示装置によって付加情報を表示するか否かを選択的に設定すること
ができる。
【００２３】
　一方、上記目的を達成するために、請求項５記載の画像信号生成方法は、撮像によって
被写体像を示すデジタル画像データを取得する撮像手段と、前記被写体像を表示するため
の表示手段と、前記被写体像を示すと共に、１走査線当たりに１組の水平ブランキング期
間及び映像期間を有するコンポジット・ビデオ信号を外部に出力するためのビデオ出力端
子と、を備えたデジタルカメラの画像信号生成方法であって、前記コンポジット・ビデオ
信号における水平ブランキング期間に対応する期間に前記表示手段に前記被写体像と共に
表示する付加情報を示すデジタルデータを含め、当該コンポジット・ビデオ信号における
映像期間に対応する期間に前記被写体像を示すデジタルデータを含めた映像付加情報デー
タを生成し、前記映像付加情報データの前記水平ブランキング期間に対応する期間に含め
られたデジタルデータをマスクした後に当該水平ブランキング期間に水平同期信号及びカ
ラー・バースト信号を重畳することにより前記コンポジット・ビデオ信号を生成して前記
ビデオ出力端子に供給すると共に、前記映像付加情報データに基づいて前記表示手段によ
り前記被写体像及び前記付加情報を表示するための表示画像信号を生成して当該表示手段
に供給するものである。
【００２４】
　従って、請求項５に記載の画像信号生成方法は、請求項１記載の発明と同様に作用する
ので、請求項１記載の発明と同様に、備えられた表示手段により被写体像と付加情報を表
示するための画像信号と、接続された外部表示装置に供給するための画像信号とを簡易な
構成で生成することができる。
【００２５】
　なお、本発明は、請求項６に記載の発明のように、前記ビデオ出力端子に接続される外
部表示装置の表示領域のアスペクト比が前記被写体像と異なる場合、前記付加情報を示す
デジタルデータを含める期間を前記映像付加情報データの前記水平ブランキング期間に対
応する期間に代えて、前記映像期間に対応する期間の前記被写体像を示すデジタルデータ
を含めた期間を除く期間とすることが好ましい。これによって、外部表示装置による付加
情報の表示を簡易に行うことができる。
【００２６】
　また、本発明は、請求項７に記載の発明のように、前記ビデオ出力端子に接続される外
部表示装置の表示領域のアスペクト比に応じて前記映像付加情報データの周波数を切り替
えることが好ましい。これによって、映像付加情報データの周波数を外部表示装置の表示
領域のアスペクト比に応じたものとすることができ、この結果として、外部表示装置に応
じたコンポジット・ビデオ信号を簡易に生成できる。
【００２７】
　更に、本発明は、請求項８に記載の発明のように、前記ビデオ出力端子に接続される外
部表示装置において前記付加情報を表示するか否かを示す付加表示状態情報を取得し、前
記付加表示状態情報が前記付加情報を表示することを示す場合に当該付加情報が表示され
るように前記コンポジット・ビデオ信号における映像期間内の信号を生成することが好ま
しい。これにより、外部表示装置によって付加情報を表示するか否かを選択的に設定する
ことができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、撮像によって被写体像を示すデジタル画像データを取得する撮像手段
と、前記被写体像を表示するための表示手段と、前記被写体像を示すと共に、１走査線当
たりに１組の水平ブランキング期間及び映像期間を有するコンポジット・ビデオ信号を外
部に出力するためのビデオ出力端子と、を備えると共に、前記コンポジット・ビデオ信号
における水平ブランキング期間に対応する期間に前記表示手段に前記被写体像と共に表示
する付加情報を示すデジタルデータを含め、当該コンポジット・ビデオ信号における映像
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期間に対応する期間に前記被写体像を示すデジタルデータを含めた映像付加情報データを
生成し、前記映像付加情報データの前記水平ブランキング期間に対応する期間に含められ
たデジタルデータをマスクした後に当該水平ブランキング期間に水平同期信号及びカラー
・バースト信号を重畳することにより前記コンポジット・ビデオ信号を生成して前記ビデ
オ出力端子に供給すると共に、前記映像付加情報データに基づいて前記表示手段により前
記被写体像及び前記付加情報を表示するための表示画像信号を生成して当該表示手段に供
給しているので、備えられた表示手段により被写体像と付加情報を表示するための画像信
号と、接続された外部表示装置に供給するための画像信号とを簡易な構成で生成すること
ができる、という効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００３０】
　〔第１の実施の形態〕
　まず、図１を参照して、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０の外観上の構成を説明
する。
【００３１】
　同図に示すように、デジタルカメラ１０の正面には、被写体像を結像させるためのレン
ズ２１と、撮影時に必要に応じて被写体に照射する光を発するストロボ４４と、撮影する
被写体の構図を決定するために用いられるファインダ２０と、が備えられている。また、
デジタルカメラ１０の上面には、撮影を実行する際に押圧操作されるレリーズスイッチ（
所謂シャッター）５６Ａと、電源スイッチ５６Ｂと、モード切替スイッチ５６Ｃと、が備
えられている。
【００３２】
　なお、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０のレリーズスイッチ５６Ａは、中間位置
まで押下される状態（以下、「半押し状態」という。）と、当該中間位置を超えた最終押
下位置まで押下される状態（以下、「全押し状態」という。）と、の２段階の押圧操作が
検出可能に構成されている。
【００３３】
　そして、デジタルカメラ１０では、レリーズスイッチ５６Ａを半押し状態にすることに
よりＡＥ（Automatic Exposure、自動露出）機能が働いて露出状態（シャッタースピード
、絞りの状態）が設定された後、ＡＦ（Auto Focus、自動合焦）機能が働いて合焦制御さ
れ、その後、引き続き全押し状態にすると露光（撮影）が行われる。
【００３４】
　また、モード切替スイッチ５６Ｃは、撮影を行うモードである撮影モード及び被写体像
を後述するＬＣＤ３８に再生するモードである再生モードの何れかのモードに設定する際
に回転操作される。
【００３５】
　一方、デジタルカメラ１０の背面には、前述のファインダ２０の接眼部と、撮影された
被写体像やメニュー画面等を表示するための液晶ディスプレイ（以下、「ＬＣＤ」という
。）３８と、十字カーソルスイッチ５６Ｄと、が備えられている。なお、十字カーソルス
イッチ５６Ｄは、ＬＣＤ３８の表示領域における上・下・左・右の４方向の移動方向を示
す４つの矢印キーを含んで構成されている。また、本実施の形態に係るデジタルカメラ１
０では、ＬＣＤ３８として、表示領域のアスペクト比が１６：９とされた所謂ワイドサイ
ズのものが適用されている。
【００３６】
　更に、デジタルカメラ１０の背面には、ＬＣＤ３８にメニュー画面を表示させるときに
押圧操作されるメニュースイッチと、それまでの操作内容を確定するときに押圧操作され
る決定スイッチと、直前の操作内容をキャンセルするときに押圧操作されるキャンセルス
イッチと、ストロボ４４の発光状態を設定するときに押圧操作されるストロボスイッチと
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、マクロ撮影を行うときに押圧操作されるマクロ撮影スイッチと、が備えられている。
【００３７】
　なお、デジタルカメラ１０の側面には、コンポジット・ビデオ信号を外部に出力するた
めのビデオ出力端子６６（図１では図示省略。図２参照。）が設けられている。
【００３８】
　次に、図２を参照して、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０の電気系の主要構成を
説明する。
【００３９】
　デジタルカメラ１０は、前述のレンズ２１を含んで構成された光学ユニット２２と、レ
ンズ２１の光軸後方に配設された電荷結合素子（以下、「ＣＣＤ」という。）２４と、入
力されたアナログ信号に対して各種のアナログ信号処理を行うアナログ信号処理部２６と
、を含んで構成されている。
【００４０】
　また、デジタルカメラ１０は、入力されたアナログ信号をデジタルデータに変換するア
ナログ／デジタル変換器（以下、「ＡＤＣ」という。）２８と、入力されたデジタルデー
タに対して各種のデジタル信号処理を行うデジタル信号処理部３０と、を含んで構成され
ている。
【００４１】
　なお、デジタル信号処理部３０は、所定容量のラインバッファを内蔵し、入力されたデ
ジタルデータを後述するメモリ４８Ａの所定領域に直接記憶させる制御も行う。
【００４２】
　ＣＣＤ２４の出力端はアナログ信号処理部２６の入力端に、アナログ信号処理部２６の
出力端はＡＤＣ２８の入力端に、ＡＤＣ２８の出力端はデジタル信号処理部３０の入力端
に、各々接続されている。従って、ＣＣＤ２４から出力された被写体像を示すアナログ信
号はアナログ信号処理部２６によって所定のアナログ信号処理が施され、ＡＤＣ２８によ
ってデジタル画像データに変換された後にデジタル信号処理部３０に入力される。
【００４３】
　一方、デジタルカメラ１０は、デジタル画像データにより示される画像やメニュー画面
等をＬＣＤ３８に表示させるための画像信号を生成してＬＣＤ３８に供給する一方、ＬＣ
Ｄ３８に表示させる画像を示すコンポジット・ビデオ信号（本実施の形態では、ＮＴＳＣ
信号）Ｓ１を生成してビデオ出力端子６６に供給するビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６を備
えている。
【００４４】
　ここで、ビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６は、後述する撮像データＤ１及び付加表示デー
タＤ２を入力し、これら２種類のデータを合成して合成データＤ３として出力する合成部
６０と、合成部６０から出力された合成データＤ３を入力し、当該合成データＤ３に基づ
いて後述するコンポジット・ビデオ信号Ｓ１を示すデジタルデータを生成して出力するデ
ジタルエンコーダ６２と、デジタルエンコーダ６２から出力されたデジタルデータをアナ
ログ信号に変換してコンポジット・ビデオ信号Ｓ１としてビデオ出力端子６６に供給する
デジタル／アナログ変換器（以下、「ＤＡＣ」という。）６４と、を備えている。
【００４５】
　また、ビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６は、合成部６０から出力された合成データＤ３を
入力し、当該合成データＤ３に基づいてＬＣＤ３８に供給する画像信号を生成するＬＣＤ
コントローラ６８を備えている。なお、ＬＣＤコントローラ６８では、合成データＤ３に
含まれる撮像データＤ１により示される被写体像の画素配列をＬＣＤ３８の画素配列に変
換する画素配列変換処理、当該被写体像の画素数をＬＣＤ３８の画素数に変換する画素数
変換処理、当該被写体像に対するＬＣＤ３８の特性等に応じたガンマ処理やシャープネス
処理等の各種処理を実行するが、以上のようなＬＣＤコントローラ６８の動作は従来既知
であるので、これ以上の説明は省略する。
【００４６】
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　一方、デジタルカメラ１０は、デジタルカメラ１０全体の動作を司るＣＰＵ（中央処理
装置）４０と、撮影により得られたデジタル画像データ等を一時的に記憶するメモリ４８
Ａと、各種パラメータ等の所定情報が予め記憶されたメモリ４８Ｂと、メモリ４８Ａ及び
メモリ４８Ｂに対するアクセスの制御を行うメモリインタフェース４６と、を含んで構成
されている。
【００４７】
　更に、デジタルカメラ１０は、可搬型のメモリカード５２をデジタルカメラ１０でアク
セス可能とするための外部メモリインタフェース５０と、デジタル画像データに対する圧
縮処理及び伸張処理を行う圧縮・伸張処理回路５４と、を含んで構成されている。
【００４８】
　なお、本実施の形態のデジタルカメラ１０では、メモリ４８ＡとしてＳＤＲＡＭ（Sync
hronous DRAM）が用いられ、メモリ４８ＢとしてフラッシュＲＯＭが用いられ、メモリカ
ード５２としてスマートメディア（Smart Media(R)）が用いられている。
【００４９】
　デジタル信号処理部３０、ビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６、ＣＰＵ４０、メモリインタ
フェース４６、外部メモリインタフェース５０、及び圧縮・伸張処理回路５４はシステム
バスＢＵＳを介して相互に接続されている。従って、ＣＰＵ４０は、デジタル信号処理部
３０、ビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６及び圧縮・伸張処理回路５４の作動の制御、メモリ
４８Ａ、メモリ４８Ｂ及びメモリカード５２へのメモリインタフェース４６ないし外部メ
モリインタフェース５０を介したアクセスを各々行うことができる。
【００５０】
　一方、デジタルカメラ１０には、主としてＣＣＤ２４を駆動させるためのタイミング信
号を生成してＣＣＤ２４に供給するタイミングジェネレータ３２が備えられており、ＣＣ
Ｄ２４の駆動はＣＰＵ４０によりタイミングジェネレータ３２を介して制御される。
【００５１】
　更に、デジタルカメラ１０にはモータ駆動部３４が備えられており、光学ユニット２２
に備えられた図示しない焦点調整モータ、ズームモータ及び絞り駆動モータの駆動もＣＰ
Ｕ４０によりモータ駆動部３４を介して制御される。
【００５２】
　すなわち、本実施の形態に係るレンズ２１は複数枚のレンズを有し、焦点距離の変更（
変倍）が可能なズームレンズとして構成されており、図示しないレンズ駆動機構を備えて
いる。このレンズ駆動機構に上記焦点調整モータ、ズームモータ及び絞り駆動モータは含
まれるものであり、これらのモータは各々ＣＰＵ４０の制御によりモータ駆動部３４から
供給された駆動信号によって駆動される。
【００５３】
　更に、前述のレリーズスイッチ５６Ａ、電源スイッチ５６Ｂ、モード切替スイッチ５６
Ｃ、十字カーソルスイッチ５６Ｄ、メニュースイッチ等の各種スイッチ（同図では、「操
作部５６」と総称。）はＣＰＵ４０に接続されており、ＣＰＵ４０は、これらの操作部５
６に対する操作状態を常時把握できる。
【００５４】
　また、デジタルカメラ１０には、ストロボ４４とＣＰＵ４０との間に介在されると共に
、ＣＰＵ４０の制御によりストロボ４４を発光させるための電力を充電する充電部４２が
備えられている。更に、ストロボ４４はＣＰＵ４０にも接続されており、ストロボ４４の
発光はＣＰＵ４０によって制御される。
【００５５】
　更に、デジタルカメラ１０には、主としてビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６を駆動させる
ためのクロック信号を生成してビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６に供給するクロックジェネ
レータ７２が備えられており、ビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６の駆動は当該クロック信号
に同期された状態で制御される。なお、クロックジェネレータ７２はＣＰＵ４０に接続さ
れており、当該クロックジェネレータ７２により生成されるクロック信号の周波数はＣＰ
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Ｕ４０によって設定することができる。
【００５６】
　ところで、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０は、ビデオ出力端子６６に対し、表
示領域のアスペクト比が４：３とされたテレビジョン受像機（以下、「従来型ＴＶ」とい
う。）とワイドＴＶの何れか一方を選択的に接続することができるものとして構成されて
いる。そして、デジタルカメラ１０は、メニュースイッチを押圧操作することによってＬ
ＣＤ３８に表示されるメニュー画面上で、ビデオ出力端子６６に接続されたテレビジョン
受像機７４（図２参照。以下、「ＴＶ７４」という。）が従来型ＴＶであるのか、ワイド
ＴＶであるのかを設定するものとして構成されている。
【００５７】
　ここで、本発明に関して特に重要な役割を有するビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６に関係
する各種データや信号について、図３を参照しつつ詳細に説明する。なお、図３では、１
走査線分の各種データや信号が示されている。
【００５８】
　ビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６の合成部６０に入力される撮像データＤ１は被写体像を
示すデータで、デジタル信号処理部３０にて生成されるデジタルデータであり、図３（Ａ
）に示すように、ビデオ出力端子６６に接続されたＴＶ７４が従来型ＴＶである場合に対
応するべくクロック信号の周波数が２４ＭＨｚとされたものと、当該ＴＶ７４がワイドＴ
Ｖである場合に対応するべくクロック信号の周波数が２７ＭＨｚとされたものと、の２種
類のデータの何れか一方が、ＣＰＵ４０による制御の下に選択的に生成される。
【００５９】
　また、同図に示すように、撮像データＤ１は、当該撮像データＤ１によって示される被
写体像の水平方向の１ライン毎に、コンポジット・ビデオ信号Ｓ１における１走査線の映
像期間（図３（Ｅ）参照。）に対応する期間に、対応するラインの画素データが右端側に
詰められた状態で含められたものとして生成される。
【００６０】
　一方、合成部６０に入力される付加表示データＤ２はＬＣＤ３８に被写体像と共に表示
する付加情報を示すデジタルデータであり、メモリ４８Ｂに予め記憶された当該付加情報
を示すデータを合成部６０により読み出すことによって生成されるデータである。このデ
ータも、撮像データＤ１と同様、図３（Ｂ）に示すように、ビデオ出力端子６６に接続さ
れたＴＶ７４が従来型ＴＶである場合に対応するべくクロック信号の周波数が２４ＭＨｚ
とされたものと、当該ＴＶ７４がワイドＴＶである場合に対応するべくクロック信号の周
波数が２７ＭＨｚとされたものと、の２種類のデータの何れか一方が、ＣＰＵ４０による
制御の下に選択的に生成される。
【００６１】
　また、同図に示すように、付加表示データＤ２は、当該付加表示データＤ２によって示
される付加情報画像の水平方向の１ライン毎に、ビデオ出力端子６６に従来型ＴＶが接続
されている場合はコンポジット・ビデオ信号Ｓ１における水平ブランキング期間（図３（
Ｅ）参照。）に対応する期間に、ビデオ出力端子６６にワイドＴＶが接続されている場合
はコンポジット・ビデオ信号Ｓ１における映像期間（図３（Ｅ）参照。）に対応する期間
の、撮像データＤ１における被写体像を示すデータが含められた期間を除く期間に、各々
上記付加情報画像の対応するラインの画素データが含められたものとして生成される。
【００６２】
　なお、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０では、上記付加情報として予め定められ
た役割を有するアイコン情報を適用しているが、これに限られず、デジタルカメラ１０に
おいて設定されている撮影条件を示す情報や、サムネイル画像を示す情報等を適用するこ
ともできる。
【００６３】
　合成部６０では、以上のように生成された撮像データＤ１及び付加表示データＤ２が合
成され、図３（Ｃ）に示すような合成データＤ３（本発明の「映像付加情報データ」に相
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当。）が生成されてデジタルエンコーダ６２及びＬＣＤコントローラ６８に出力する。
【００６４】
　以上のように生成された合成データＤ３は、同図に示すように、コンポジット・ビデオ
信号Ｓ１における水平ブランキング期間又は映像期間の空き期間に対応する期間に付加情
報を示すデジタルデータが含められ、当該コンポジット・ビデオ信号Ｓ１における映像期
間に対応する期間に被写体像を示すデジタルデータが含められたものとなる。
【００６５】
　一方、デジタルエンコーダ６２では、合成部６０から入力された合成データＤ３に対し
、ビデオ出力端子６６に従来型ＴＶが接続されている場合はコンポジット・ビデオ信号Ｓ
１の水平ブランキング期間に対応する期間に含められたデジタルデータ（すなわち、付加
情報を示すデータ）をマスクした後、ビデオ出力端子６６にワイドＴＶが接続されている
場合はコンポジット・ビデオ信号Ｓ１の水平ブランキング期間に対応する期間に加えて、
コンポジット・ビデオ信号Ｓ１の映像期間に対応する期間における付加情報を示すデータ
を含めた期間をマスクした後、当該水平ブランキング期間にコンポジット・ビデオ信号Ｓ
１の水平同期信号及びカラー・バースト信号に相当するデジタルデータを重畳することに
よってコンポジット・ビデオ信号Ｓ１を示すデジタルデータを生成し、ＤＡＣ６４に出力
する。
【００６６】
　なお、図３（Ｄ）には、デジタルエンコーダ６２においてマスクされた状態のデータで
あるマスク後データＤ４が示されている。本実施の形態に係るデジタルエンコーダ６２で
は、上記マスクを、当該マスクを行う期間のデジタルデータを撮像データＤ１における黒
レベルと同一レベルとすることにより行う。
【００６７】
　以上の結果、ＤＡＣ６４からビデオ出力端子６６に供給されるコンポジット・ビデオ信
号Ｓ１は一例として図３（Ｅ）に示すものとなり、ビデオ出力端子６６に接続されたＴＶ
７４には、被写体像を正常に表示することができる。
【００６８】
　次に、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０の撮影時における全体的な動作について
簡単に説明する。
【００６９】
　まず、ＣＣＤ２４は、光学ユニット２２を介した撮像を行い、被写体像を示すＲ（赤）
、Ｇ（緑）、Ｂ（青）毎のアナログ信号をアナログ信号処理部２６に順次出力する。アナ
ログ信号処理部２６は、ＣＣＤ２４から入力されたアナログ信号に対して相関二重サンプ
リング処理等のアナログ信号処理を施した後にＡＤＣ２８に順次出力する。
【００７０】
　ＡＤＣ２８は、アナログ信号処理部２６から入力されたＲ、Ｇ、Ｂ毎のアナログ信号を
各々１２ビットのＲ、Ｇ、Ｂの信号（デジタル画像データ）に変換してデジタル信号処理
部３０に順次出力する。デジタル信号処理部３０は、内蔵しているラインバッファにＡＤ
Ｃ２８から順次入力されるデジタル画像データを蓄積して一旦メモリ４８Ａの所定領域に
直接格納する。
【００７１】
　メモリ４８Ａの所定領域に格納されたデジタル画像データは、ＣＰＵ４０による制御に
応じてデジタル信号処理部３０により読み出され、所定の物理量に応じたデジタルゲイン
をかけることでホワイトバランス調整を行なうと共に、ガンマ処理及びシャープネス処理
を行なって８ビットのデジタル画像データを生成する。
【００７２】
　そして、デジタル信号処理部３０は、生成した８ビットのデジタル画像データに対しＹ
Ｃ信号処理を施して輝度信号Ｙとクロマ信号Ｃｒ、Ｃｂ（以下、「ＹＣ信号」という。）
を生成し、当該ＹＣ信号をメモリ４８Ａの上記所定領域とは異なる領域に格納すると共に
、前述した撮像データＤ１として合成部６０に出力する。
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【００７３】
　なお、ＬＣＤ３８は、ＣＣＤ２４による連続的な撮像によって得られた動画像（スルー
画像）を表示してファインダとして使用することができるものとして構成されており、Ｌ
ＣＤ３８をファインダとして使用する場合にビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６は、合成部６
０によりメモリ４８Ｂに記憶されている付加情報を示すデータを読み出すことにより付加
表示データＤ２を取得し、当該付加表示データＤ２とデジタル信号処理部３０から入力さ
れた撮像データＤ１とを順次合成することによってリアルタイムで合成データＤ３を生成
してデジタルエンコーダ６２及びＬＣＤコントローラ６８に出力する。
【００７４】
　ＬＣＤコントローラ６８は、合成部６０から入力された合成データＤ３を用い、従来既
知の技術によってＬＣＤ３８に供給可能な画像信号を生成してＬＣＤ３８に順次出力する
。これによってＬＣＤ３８にスルー画像が表示されることになる。
【００７５】
　一方、デジタルエンコーダ６２は、合成部６０から入力された合成データＤ３に基づい
て、前述したようにコンポジット・ビデオ信号Ｓ１を示すデジタルデータを生成し、ＤＡ
Ｃ６４に順次出力する。これによって、ビデオ出力端子６６には、スルー画像を示すコン
ポジット・ビデオ信号Ｓ１が順次供給されることになる。
【００７６】
　ここで、レリーズスイッチ５６Ａがユーザによって半押し状態とされたタイミングで前
述のようにＡＥ機能が働いて露出状態が設定された後、ＡＦ機能が働いて合焦制御され、
その後、引き続き全押し状態とされたタイミングで、その時点でメモリ４８Ａに格納され
ているＹＣ信号を、圧縮・伸張処理回路５４によって所定の圧縮形式（本実施の形態では
、ＪＰＥＧ形式）で圧縮した後に外部メモリインタフェース５０を介してメモリカード５
２に記録する。
【００７７】
　ところで、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０では、メニュースイッチを押圧操作
することによってＬＣＤ３８に表示されるメニュー画面上で、ビデオ出力端子６６に接続
されたＴＶ７４が従来型ＴＶであるのか、ワイドＴＶであるのかがユーザによって設定さ
れたとき、接続ＴＶ切換処理が実行される。
【００７８】
　次に、図４を参照して、当該接続ＴＶ切換処理を実行する際のデジタルカメラ１０の作
用を説明する。なお、図４は、このときデジタルカメラ１０のＣＰＵ４０で実行される接
続ＴＶ切換処理プログラムの処理の流れを示すフローチャートであり、当該プログラムは
メモリ４８Ｂの所定領域に予め記憶されている。また、ここでは、スルー画像をＬＣＤ３
８及びＴＶ７４に表示している場合について説明する。
【００７９】
　同図のステップ１００では、デジタルエンコーダ６２及びＬＣＤコントローラ６８の作
動を停止させることにより、ＴＶ７４及びＬＣＤ３８でのスルー画像の表示を停止させ、
次のステップ１０２では、クロックジェネレータ７２の作動を停止させる。
【００８０】
　次のステップ１０４では、ユーザによって設定されたＴＶ７４の種類がワイドＴＶであ
ったか否かを判定し、肯定判定となった場合はステップ１０６に移行する。
【００８１】
　ステップ１０６では、クロックジェネレータ７２に対してビデオ／ＬＣＤエンコーダ３
６に供給するクロック信号の周波数をワイドＴＶ用の周波数（２７ＭＨｚ）に設定し、次
のステップ１０８では、デジタルエンコーダ６２に対して、合成部６０から入力されてい
る合成データＤ３の水平ブランキング期間に対応する期間と映像期間に対応する期間に対
する前述した処理をワイドＴＶ用（水平ブランキング期間に対応する期間と、映像期間の
被写体像を示すデジタルデータが含められた期間を除く期間と、のデジタルデータをマス
クした後に、水平ブランキング期間に対応する期間に水平同期信号及びカラー・バースト
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信号に相当するデジタルデータを重畳する。）に設定し、その後にステップ１１４に移行
する。
【００８２】
　一方、上記ステップ１０４において否定判定となった場合には、ユーザによって設定さ
れたＴＶ７４の種類が従来型ＴＶであったものと見なしてステップ１１０に移行し、クロ
ックジェネレータ７２に対してビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６に供給するクロック信号の
周波数を従来型ＴＶ用の周波数（２４ＭＨｚ）に設定し、次のステップ１１２では、デジ
タルエンコーダ６２に対して、合成部６０から入力されている合成データＤ３の水平ブラ
ンキング期間に対応する期間に対する処理を従来型ＴＶ用（水平ブランキング期間に対応
する期間のデジタルデータをマスクした後に、当該期間に水平同期信号及びカラー・バー
スト信号に相当するデジタルデータを重畳する。）に設定し、その後にステップ１１４に
移行する。
【００８３】
　ステップ１１４では、上記ステップ１０２において停止されたクロックジェネレータ７
２の作動を再開させ、次のステップ１１６では、上記ステップ１００において停止された
デジタルエンコーダ６２及びＬＣＤコントローラ６８の作動を再開させ、その後に本接続
ＴＶ切換処理プログラムを終了する。
【００８４】
　以上の接続ＴＶ切換処理により、例えば、合成データＤ３が図５に示すものである場合
、ＬＣＤ３８には図６（Ａ）に示すような図５に示した画像と同様の画像が表示される。
これに対し、ビデオ出力端子６６に接続されたＴＶ７４には、当該ＴＶ７４がワイドＴＶ
である場合には、図６（Ｂ）に示すようにＬＣＤ３８に表示される画像の付加情報画像の
領域がブランキング状態とされた画像が表示され、当該ＴＶ７４が従来型ＴＶである場合
には、図６（Ｃ）に示すように被写体像のみが表示されることになる。
【００８５】
　なお、以上は、撮影モードが設定されており、スルー画像をＬＣＤ３８及びＴＶ７４に
表示させる場合についての説明であるが、再生モードが設定されており、メモリカード５
２に記録されているデジタル画像データによって示される被写体像をＬＣＤ３８及びＴＶ
７４に表示させる場合についても、ビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６は、以上の動作と同様
に作用する。但し、この場合は、デジタル信号処理部３０は、再生対象とする被写体像を
示すデジタル画像データをメモリカード５２から読み出し、上記と同様のフォーマットと
された撮像データＤ１を生成して合成部６０に出力することになる。
【００８６】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、撮像によって被写体像を示すデジ
タル画像データを取得する撮像手段（ここでは、ＣＣＤ２４）と、前記被写体像を表示す
るための表示手段（ここでは、ＬＣＤ３８）と、前記被写体像を示すと共に、１走査線当
たりに１組の水平ブランキング期間及び映像期間を有するコンポジット・ビデオ信号を外
部に出力するためのビデオ出力端子と、を備えると共に、前記コンポジット・ビデオ信号
における水平ブランキング期間に対応する期間に前記表示手段に前記被写体像と共に表示
する付加情報を示すデジタルデータを含め、当該コンポジット・ビデオ信号における映像
期間に対応する期間に前記被写体像を示すデジタルデータを含めた映像付加情報データ（
ここでは、合成データＤ３）を生成し、前記映像付加情報データの前記水平ブランキング
期間に対応する期間に含められたデジタルデータをマスクした後に当該水平ブランキング
期間に水平同期信号及びカラー・バースト信号を重畳することにより前記コンポジット・
ビデオ信号を生成して前記ビデオ出力端子に供給すると共に、前記映像付加情報データに
基づいて前記表示手段により前記被写体像及び前記付加情報を表示するための表示画像信
号を生成して当該表示手段に供給しているので、備えられた表示手段により被写体像と付
加情報を表示するための画像信号と、接続された外部表示装置（ここでは、ＴＶ７４）に
供給するための画像信号とを簡易な構成で生成することができる。
【００８７】
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　また、本実施の形態によれば、前記ビデオ出力端子に接続される外部表示装置の表示領
域のアスペクト比が前記被写体像と異なる場合（ここでは、ＴＶ７４がワイドＴＶである
場合）、前記付加情報を示すデジタルデータを含める期間を前記映像付加情報データの映
像期間に対応する期間の前記被写体像を示すデジタルデータを含めた期間を除く期間とし
ているので、外部表示装置による付加情報の表示を簡易に行うことができる。具体的には
、接続ＴＶ切換処理プログラムのステップ１０８において、デジタルエンコーダ６２に対
し、合成部６０から入力されている合成データＤ３の水平ブランキング期間に対応する期
間のみをマスクするように設定することによって実現できる。
【００８８】
　更に、本実施の形態によれば、前記ビデオ出力端子に接続される外部表示装置の表示領
域のアスペクト比に応じて前記映像付加情報データの周波数を切り替えているので、映像
付加情報データの周波数を外部表示装置の表示領域のアスペクト比に応じたものとするこ
とができ、この結果として、外部表示装置に応じたコンポジット・ビデオ信号を簡易に生
成できる。
【００８９】
　〔第２の実施の形態〕
　本第２の実施の形態では、ビデオ出力端子６６に接続されたＴＶ７４によって付加情報
を表示するか否かを選択的に設定可能とする場合の形態例について説明する。
【００９０】
　本第２の実施の形態に係るデジタルカメラは、デジタルエンコーダ６２が、付加情報を
被写体像の任意の位置に表示することができるように合成する機能も有している点と、メ
ニュースイッチを押圧操作することによってＬＣＤ３８に表示されるメニュー画面上で、
ビデオ出力端子６６に接続されたＴＶ７４に対して付加情報を表示するか否かを十字カー
ソルスイッチ５６Ｄの操作によって設定可能とされている点が上記第１の実施の形態に係
るデジタルカメラ１０（図１及び図２参照。）と異なっている。
【００９１】
　次に、図７を参照して、本第２の実施の形態に係るデジタルカメラ１０の接続ＴＶ切換
処理を実行する際の作用を説明する。なお、図７は、このとき、デジタルカメラ１０のＣ
ＰＵ４０で実行される接続ＴＶ切換処理プログラムの処理の流れを示すフローチャートで
あり、当該プログラムはメモリ４８Ｂの所定領域に予め記憶されている。また、ここでは
、スルー画像をＬＣＤ３８及びＴＶ７４に表示している場合について説明する。
【００９２】
　同図のステップ２００では、デジタルエンコーダ６２及びＬＣＤコントローラ６８の作
動を停止させることにより、ＴＶ７４及びＬＣＤ３８でのスルー画像の表示を停止させ、
次のステップ２０２では、クロックジェネレータ７２の作動を停止させる。
【００９３】
　次のステップ２０４では、ユーザによって設定されたＴＶ７４の種類がワイドＴＶであ
ったか否かを判定し、肯定判定となった場合はステップ２０６に移行する。
【００９４】
　ステップ２０６では、クロックジェネレータ７２に対してビデオ／ＬＣＤエンコーダ３
６に供給するクロック信号の周波数をワイドＴＶ用の周波数（２７ＭＨｚ）に設定し、次
のステップ２０８では、ユーザによって付加情報を表示することが設定されているか否か
を判定し、肯定判定となった場合はステップ２１０に移行して、デジタルエンコーダ６２
に対して付加情報の合成位置を被写体像エリア外とするように設定した後にステップ２１
４に移行する。
【００９５】
　一方、上記ステップ２０８において否定判定となった場合には、ユーザによって付加情
報を表示しないことが設定されているものと見なしてステップ２１２に移行し、デジタル
エンコーダ６２に対して被写体像エリア外をブランキングとするように設定した後にステ
ップ２１４に移行する。
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【００９６】
　ステップ２１４では、デジタルエンコーダ６２に対して、合成部６０から入力されてい
る合成データＤ３の水平ブランキング期間に対応する期間に対する処理（マスクした後に
水平同期信号及びカラー・バースト信号に相当するデジタルデータを重畳する処理）をワ
イドＴＶ用に設定し、その後にステップ２２６に移行する。
【００９７】
　一方、上記ステップ２０４において否定判定となった場合には、ユーザによって設定さ
れたＴＶ７４の種類が従来型ＴＶであったものと見なしてステップ２１６に移行し、クロ
ックジェネレータ７２に対してビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６に供給するクロック信号の
周波数を従来型ＴＶ用の周波数（２４ＭＨｚ）に設定し、次のステップ２１８では、ユー
ザによって付加情報を表示することが設定されているか否かを判定し、肯定判定となった
場合はステップ２２０に移行して、デジタルエンコーダ６２に対して付加情報の合成位置
を被写体像エリア内とするように設定した後にステップ２２４に移行する。
【００９８】
　一方、上記ステップ２１８において否定判定となった場合には、ユーザによって付加情
報を表示しないことが設定されているものと見なしてステップ２２２に移行し、デジタル
エンコーダ６２に対してコンポジット・ビデオ信号Ｓ１の水平ブランキング期間に対応す
る期間に付加情報を配置するように設定した後にステップ２２４に移行する。
【００９９】
　ステップ２２４では、デジタルエンコーダ６２に対して、合成部６０から入力されてい
る合成データＤ３の水平ブランキング期間に対応する期間に対する処理を従来型ＴＶ用に
設定し、その後にステップ２２６に移行する。
【０１００】
　ステップ２２６では、上記ステップ２０２において停止されたクロックジェネレータ７
２の作動を再開させ、次のステップ２２８では、上記ステップ２００において停止された
デジタルエンコーダ６２及びＬＣＤコントローラ６８の作動を再開させ、その後に本接続
ＴＶ切換処理プログラムを終了する。
【０１０１】
　以上の接続ＴＶ切換処理により、例えば、ＬＣＤ３８に表示される画像が図８（Ａ）に
示すものである場合、ビデオ出力端子６６に接続されたＴＶ７４には、当該ＴＶ７４がワ
イドＴＶであり、かつ付加情報を表示することが設定されている場合には、図８（Ｂ）に
示すようにＬＣＤ３８に表示される画像と同様の画像が表示されることになる。
【０１０２】
　これに対してＴＶ７４がワイドＴＶであり、かつ付加情報を表示しないことが設定され
ている場合には、図８（Ｃ）に示すようにＬＣＤ３８に表示される画像における付加情報
の表示領域がブランキング状態とされた画像がＴＶ７４に表示されることになる。
【０１０３】
　一方、ＴＶ７４が従来型ＴＶであり、かつ付加情報を表示することが設定されている場
合には、一例として図８（Ｄ）に示すようにＬＣＤ３８に表示される被写体像の任意位置
に付加情報が重ねられた画像がＴＶ７４に表示されることになる。
【０１０４】
　また、ＴＶ７４が従来型ＴＶであり、かつ付加情報を表示しないことが設定されている
場合には、一例として図８（Ｅ）に示すようにＬＣＤ３８に表示される被写体像のみがＴ
Ｖ７４に表示されることになる。
【０１０５】
　なお、以上は、撮影モードが設定されており、スルー画像をＬＣＤ３８及びＴＶ７４に
表示させる場合についての説明であるが、再生モードが設定されており、メモリカード５
２に記録されているデジタル画像データによって示される被写体像をＬＣＤ３８及びＴＶ
７４に表示させる場合についても、ビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６は、以上の動作と同様
に作用する。但し、この場合は、デジタル信号処理部３０は、再生対象とする被写体像を
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示すデジタル画像データをメモリカード５２から読み出し、上記と同様のフォーマットと
された撮像データＤ１を生成して合成部６０に出力することになる。
【０１０６】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、上記第１の実施の形態と同様の効
果を奏することができると共に、ビデオ出力端子に接続される外部表示装置において付加
情報を表示するか否かを示す付加表示状態情報（ここでは、メニュースイッチを押圧操作
することによってＬＣＤ３８に表示されるメニュー画面によって、十字カーソルスイッチ
５６Ｄの操作により設定された、ビデオ出力端子６６に接続されたＴＶ７４に対して付加
情報を表示するか否かを示す情報）を取得し、当該付加表示状態情報が前記付加情報を表
示することを示す場合に当該付加情報が表示されるように前記コンポジット・ビデオ信号
における映像期間内の信号を生成しているので、外部表示装置によって付加情報を表示す
るか否かを選択的に設定することができる。
【０１０７】
　なお、上記各実施の形態では、ＴＶ７４がワイドＴＶである場合に、合成データＤ３に
おける映像期間に対応する期間に付加情報を示すデータを合成した場合について説明した
が、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ＴＶ７４がワイドＴＶである場合
も従来型ＴＶである場合と同様に水平ブランキング期間に対応する期間に付加情報を示す
情報を合成する形態とすることもできる。この場合も、本実施の形態と同様の効果を奏す
ることができる。
【０１０８】
　また、上記各実施の形態で説明した各種処理プログラムの処理の流れ（図４及び図７参
照。）は一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲内において適宜変更可能であること
は言うまでもない。
【０１０９】
　更に、上記各実施の形態で説明したデジタルカメラ１０の構成（図１及び図２参照。）
も一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲内において適宜変更可能であることは言う
までもない。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】実施の形態に係るデジタルカメラの外観を示す外観図である。
【図２】実施の形態に係るデジタルカメラの電気系の主要構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態に係るビデオ／ＬＣＤエンコーダ３６に関係する各種データや信号の
状態例を示すタイムチャートないし波形図である。
【図４】第１の実施の形態に係る接続ＴＶ切換処理プログラムの処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図５】第１の実施の形態に係る合成データＤ３によって示される画像の一例を示す模式
図である。
【図６】（Ａ）は第１の実施の形態に係るデジタルカメラ１０のＬＣＤ３８による画像の
表示状態例を示す概略図であり、（Ｂ）は第１の実施の形態に係るデジタルカメラ１０に
接続されたワイドＴＶによる画像の表示状態例を示す概略図であり、（Ｃ）は第１の実施
の形態に係るデジタルカメラ１０に接続された従来型ＴＶによる画像の表示状態例を示す
概略図である。
【図７】第２の実施の形態に係る接続ＴＶ切換処理プログラムの処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図８】（Ａ）は第２の実施の形態に係るデジタルカメラ１０のＬＣＤ３８による画像の
表示状態例を示す概略図であり、（Ｂ）は第２の実施の形態に係るデジタルカメラ１０に
接続されたワイドＴＶによる画像の表示状態例を示す概略図であり、（Ｃ）は第２の実施
の形態に係るデジタルカメラ１０に接続されたワイドＴＶによる画像の他の表示状態例を
示す概略図であり、（Ｄ）は第２の実施の形態に係るデジタルカメラ１０に接続された従
来型ＴＶによる画像の表示状態例を示す概略図であり、（Ｄ）は第２の実施の形態に係る
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ある。
【符号の説明】
【０１１１】
　　１０　　デジタルカメラ
　　２４　　ＣＣＤ（撮像手段）
　　３０　　デジタル信号処理部
　　３６　　ビデオ／ＬＣＤエンコーダ
　　３８　　ＬＣＤ（表示手段）
　　４０　　ＣＰＵ（周波数切替手段）
　　５６Ｄ　　十字カーソルスイッチ（付加表示状態情報取得手段）
　　６０　　合成部（映像付加情報データ生成手段）
　　６２　　デジタルエンコーダ（コンポジット・ビデオ信号生成手段）
　　６４　　ＤＡＣ（コンポジット・ビデオ信号生成手段）
　　６６　　ビデオ出力端子
　　６８　　ＬＣＤコントローラ（表示画像信号生成手段）
　　７４　　ＴＶ（外部表示装置）
　　Ｄ１　　撮像データ
　　Ｄ２　　付加表示データ
　　Ｄ３　　合成データ（映像付加情報データ）
　　Ｄ４　　マスク後データ
　　Ｓ１　　コンポジット・ビデオ信号

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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