
JP 4944306 B2 2012.5.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された画像信号をランダムアクセス可能な記録媒体に記録し、前記記録媒体から画
像信号を再生する記録再生手段と、
　前記記録媒体に記録されている複数の画像信号の代表画像を含むインデックス画面を表
示装置に表示する表示手段と、
　前記インデックス画面における複数の代表画像の何れかを選択する選択手段と、
　前記記録再生手段と前記表示手段とを制御する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記記録媒体からの画像信号の再生中に記録開始の指示があると、前
記記録媒体から画像信号を再生しながら前記記録媒体に対して前記入力された画像信号を
記録するよう前記記録再生手段を制御すると共に、
　前記記録媒体に対する前記入力された画像信号の記録中に前記インデックス画面の表示
指示があると、前記入力された画像信号を記録しながら前記インデックス画面を表示し、
前記入力された画像信号の記録中に表示されたインデックス画面における複数の代表画像
から前記選択手段により選択された代表画像に対応する画像信号の再生指示があると、前
記入力された画像信号を記録しながら前記選択された代表画像に対応した画像信号を前記
記録媒体から再生するように前記記録再生手段と前記表示手段とを制御することを特徴と
するビデオカメラ。
【請求項２】
　入力された画像信号をランダムアクセス可能な記録媒体に記録し、前記記録媒体から画
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像信号を再生する記録再生手段と、
　前記記録媒体に記録されている複数の画像信号の代表画像を含むインデックス画面を表
示装置に表示する表示手段と、
　前記インデックス画面における複数の代表画像の何れかを選択する選択手段と、
　前記記録媒体に対する前記入力された画像信号の記録中に前記インデックス画面の表示
指示があると、前記入力された画像信号を記録しながら前記インデックス画面を表示し、
前記入力された画像信号の記録中に表示されたインデックス画面における複数の代表画像
から前記選択手段により選択された代表画像に対応する画像信号の再生指示があると、前
記入力された画像信号を記録しながら前記選択された代表画像に対応した画像信号を前記
記録媒体から再生するように前記記録再生手段と前記表示手段とを制御する制御手段とを
備えることを特徴とするビデオカメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ランダムアクセスが可能な記録媒体に画像信号を記録し、再生する記録装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ビデオカメラには、被写体を確認するためのビューファインダーが設けられたもの
が多い。このビューファインダーには、光学式（以下、ＯＦＶと記す）と電子式（以下、
ＥＦＶと記す）とがある。また、ＥＦＶは、再生時には再生画を表示することができ、こ
れによりカメラ本体のみで再生画を見ることができる。ビューファインダーは覗き込むタ
イプのものであるので、複数の人で同時に見ることができない。
【０００３】
そこで、２インチ以上の液晶パネルを備えたビデオカメラが登場し、現在では特開平８－
９２０４号公報で開示されているようなビューファインダーと液晶パネルの両方を備えた
形態が一般的になりつつある。また、特開平８－９２０４号公報には、液晶パネルが閉じ
ているときにはＥＶＦをオンに、開いているときには液晶パネルをオンにし、ＥＶＦをオ
フにする切換手段が記載されている。
【０００４】
一方、記録媒体の大容量化、読出し、書込みの高速化、また画像圧縮技術の進歩に伴い、
ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＭＤ、ハードディスクなどの記録媒体に情報を記録するビデオデッキ、
ビデオカメラなどの製品も登場している。特に、ハードディスクを採用した据え置き型の
ビデオデッキとして、特開平１１－３９８５０号公報に開示されているような、録画を行
いながらそれを中断することなく既に記録されている動画像を再生することが可能な機能
を有するものがある。これは、従来のビデオテープでは実現不可能なものであり、ランダ
ムアクセス可能なメディアならでは、実現可能な機能である。
【０００５】
【発明が解決しようとしている課題】
上述したように据え置き型のビデオデッキと同様の機能、即ち録画を行いながらそれを中
断することなく既に記録されている動画像を再生する機能を有するビデオカメラの出現が
望まれている。
【０００６】
　本発明の目的は、記録媒体に記録されている画像信号の再生中に任意のタイミングで画
像信号の記録を開始することができ、また、画像信号の記録中に所望の画像信号を再生す
ることができるビデオカメラを提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するため、入力された画像信号をランダムアクセス可能な記
録媒体に記録し、前記記録媒体から画像信号を再生する記録再生手段と、前記記録媒体に
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記録されている複数の画像信号の代表画像を含むインデックス画面を表示装置に表示する
表示手段と、前記インデックス画面における複数の代表画像の何れかを選択する選択手段
と、前記記録再生手段と前記表示手段とを制御する制御手段とを備え、前記制御手段は、
前記記録媒体からの画像信号の再生中に記録開始の指示があると、前記記録媒体から画像
信号を再生しながら前記記録媒体に対して前記入力された画像信号を記録するよう前記記
録再生手段を制御すると共に、前記記録媒体に対する前記入力された画像信号の記録中に
前記インデックス画面の表示指示があると、前記入力された画像信号を記録しながら前記
インデックス画面を表示し、前記入力された画像信号の記録中に表示されたインデックス
画面における複数の代表画像から前記選択手段により選択された代表画像に対応する画像
信号の再生指示があると、前記入力された画像信号を記録しながら前記選択された代表画
像に対応した画像信号を前記記録媒体から再生するように前記記録再生手段と前記表示手
段とを制御することを特徴とするビデオカメラを提供する。
【００１０】
　本発明は、上記目的を達成するため、入力された画像信号をランダムアクセス可能な記
録媒体に記録し、前記記録媒体から画像信号を再生する記録再生手段と、前記記録媒体に
記録されている複数の画像信号の代表画像を含むインデックス画面を表示装置に表示する
表示手段と、前記インデックス画面における複数の代表画像の何れかを選択する選択手段
と、前記記録媒体に対する前記入力された画像信号の記録中に前記インデックス画面の表
示指示があると、前記入力された画像信号を記録しながら前記インデックス画面を表示し
、前記入力された画像信号の記録中に表示されたインデックス画面における複数の代表画
像から前記選択手段により選択された代表画像に対応する画像信号の再生指示があると、
前記入力された画像信号を記録しながら前記選択された代表画像に対応した画像信号を前
記記録媒体から再生するように前記記録再生手段と前記表示手段とを制御する制御手段と
を備えることを特徴とするビデオカメラを提供する。
【００４２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００４３】
（実施の第１形態）
図１は本発明の実施の第１形態に係るビデオカメラの内部構成を示すブロック図、図２は
図１のビデオカメラの外観を示す斜視図、図３は図２のビデオカメラに設けられているモ
ードダイアルを示す正面図、図４は図１のビデオカメラの液晶パネルに表示されるインデ
ック画面の一例を示す図である。
【００４４】
ビデオカメラは、図２に示すように、ハードディスク、光磁気ディスクなどのランダムア
クセス可能な記録媒体（図示せず）を収納するビデオカメラ本体２０１を備え、この記録
媒体に、例えばMPEG（Moving Picture Experts Group）方式などの圧縮処理を施したMPEG
データを記録し、またこのMPEGデータの再生を行う。本実施の形態では、後述するように
、上記記録媒体として光磁気ディスクを用いている。ビデオカメラ本体２０１には、被写
体を捕えるためのレンズ部２０２、撮影時の音声を集音するためのマイクロフォン２０３
、カメラ撮影時に被写体を捕らえ、また確認するためのＥＶＦ２０４、撮影の開始または
終了を指示するための操作スイッチであるトリガースイッチ２０５、モードダイアル２０
６、再生系やメニュー操作などのためのキーを含む操作スイッチ群２０７、液晶パネル２
０８、スピーカ２０９、カメラ本体２０１と着脱可能なバッテリー２１０、およびヘッド
ホン端子などの外部出力端子２１３が設けられている。
【００４５】
ＥＶＦ２０４は、後述する制御によりオフにすることが可能である電子式ビューファイン
ダーである。
【００４６】
モードダイアル２０６は、図３に示すように、回転式の操作スイッチであり、モードダイ
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アル２０６には、例えばモードを再生モードに設定するための「再生」、カメラモードに
設定するための「カメラ」、オフにするための「ＯＦＦ」の各操作位置が表記されている
。モード設定時には、ユーザがモードダイアル２０６を回転することによって、モードダ
イアル２０６のいずれかの操作位置を、カメラ本体２１２に設けられているバー２１２の
位置に合わせる。これにより、バー２１２の位置に合わせた操作位置に対応するモードが
起動される。ここで、再生モードは、記録媒体に記録された画像を再生する機能の他に、
編集や削除するような機能を含む。カメラモードは、撮影することを主目的としたモード
である。オフモードは、ビデオカメラの主電源をオフするためのモードである。
【００４７】
　液晶パネル２０８は、カメラ本体２０１に開閉可能に取り付けられており、カメラ撮影
時にはＥＶＦ２０４と同様に被写体像を確認可能なように表示し、再生時には再生画像の
表示することを主にしている。また、液晶パネル２０８は、ＥＶＦ２０４と同様に、後述
の制御によりオフにすることが可能である。また、液晶パネル２０８はカメラ本体２０１
から開いている状態で、さらに上下方向に回転可能に構成されている。液晶パネル２０８
が閉じられると、この状態はパネル開閉検出スイッチ２１１により電気的に検出される。
例えば液晶パネル２０８には、閉じた状態でパネル開閉検出スイッチ２１１を押す突起（
図示せず）が設けられ、液晶パネル２０８が閉じられた状態になると、上記突起がパネル
開閉検出スイッチ２１１を押し、液晶パネル２０８が開放されると、上記突起によるパネ
ル開閉検出スイッチ２１１の押下が開放される。これにより、液晶パネル２０８の開閉状
態が制御系により認識可能になる。
【００４８】
操作スイッチ群２０７は、液晶パネル２０８が閉じられた状態では、操作不能な位置に配
置されている。この操作スイッチ群２０７に含まれるスイッチについては、後述する。
【００４９】
次に、本ビデオカメラの内部構成について図１を参照しながら説明する。
【００５０】
ビデオカメラは、図１に示すように、記録系および再生系を含むシステム全体の制御を行
うマイクロコンピュータ１０７を備え、マイクロコンピュータ１０７は、制御プログラム
が格納されているＲＯＭ、ＲＡＭ、およびＣＰＵから構成される。
【００５１】
記録系は、レンズ部２０２に含むレンズユニット１０１と、マイク２０３を含むマイクユ
ニット１０４とを有する。レンズユニット１０１は、例えば、集光のための固定レンズ群
、変倍レンズ群、絞り、変倍レンズ群の動きで移動した結像位置を補正する機能と焦点調
節を行う機能とを兼ね備えた補正レンズ群から構成される。これらのレンズ群により構成
されるレンズユニット１０１によって、最終的に被写体像がＣＣＤ（charge coupled dev
ice）１０２の結像面上に結像される。ＣＣＤ１０２は、撮像面に結像された光像を電荷
に変換して画像信号を生成する。ＣＣＤ１０２からの画像信号は、カメラ信号処理部１０
３に入力され、カメラ信号処理部１０３は、入力された画像信号に所定の処理を施してデ
ジタル画像データを出力する。
【００５２】
マイクユニット１０４は、上記マイク２０３に集音された音声信号に対する増幅器、帯域
制限フィルタ、ＡＤ変換器などを含み、デジタル音声データを出力する。マイクユニット
１０４からのデジタル音声データは、カメラ信号処理部１０３からのデジタル画像データ
とともに圧縮処理部１０５に入力される。
【００５３】
圧縮処理部１０５は、デジタル画像データとデジタル音声データに対して、ＭＰＥＧ方式
の圧縮処理をリアルタイムに行い、ＭＰＥＧデータを出力する。この圧縮処理部１０５か
ら出力されたＭＰＥＧデータは、ディスク制御部１０６により、ランダムアクセス可能な
光磁気ディスクであるディスク１０８に書き込まれる。ディスク制御部１０６は、ディス
ク１０８へのデータの書込み、また読出しの制御を行う。
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【００５４】
再生系は、伸張処理部１０９を有し、伸長処理部１０９は、ディスク制御部１０６を介し
てディスク１０８から読み出されたＭＰＥＧデータを伸長してビデオデータに変換する。
この伸長されたビデオデータの内、画像データは画像入力選択スイッチ１１１に、音声デ
ータは、スピーカユニット１１４に入力される。
【００５５】
画像入力選択スイッチ１１１は、マイクロコンピュータ１０７の制御に従いカメラ信号処
理部１０３からのデジタル画像データ、伸張処理部１０９からの画像データ（再生画像デ
ータ）の内の一方または両方を選択して出力する。すなわち、画像入力選択スイッチ１１
１には、２チャネルが設けられており、それぞれのチャネルを独立に制御することが可能
である。これにより、カメラ信号処理部１０３からのデジタル画像データをＥＶＦ２０４
、液晶パネル２０８にそれぞれ同時に表示し、また、カメラ信号処理部１０３からのデジ
タル画像データをＥＶＦ２０４に、伸張処理部１０９からの画像データ（再生画像データ
）を液晶パネル２０８にそれぞれ同時に表示することが可能である。
【００５６】
　ＥＶＦ２０４、液晶パネル２０８は、それぞれ電源が独立しており、マイクロコンピュ
ータ１０７の制御によりシステムとは独立にオン、オフすることができる。また、液晶パ
ネル２０８の開閉状態は、マイクロコンピュータ１０７によりパネル開閉検出スイッチ２
１１からの検出信号に基づき認識される。
【００５７】
スピーカユニット１１４は、スピーカ２０９および外部出力端子２１３を含み、ＭＰＥＧ
データの再生時に、伸張処理部１０９からの音声データを入力し、スピーカ２０９を駆動
して音声を出力するとともに、外部出力端２１３に音声信号を出力する。また、スピーカ
ユニット１１４は、マイクロコンピュータ１０７の制御によりボリュームを可変する機能
を有する。
【００５８】
マイクロコンピュータ１０７には、操作スイッチ群２０７の各スイッチからの信号、トリ
ガースイッチ２０５、モードダイアル２０６からの信号が入力され、マイクロコンピュー
タ１０７は、各信号に基づき全体の制御および個別処理を行う。操作スイッチ群２０７に
は、メニュー上などで選択した項目を決定したり動作させたりするためのセットキー１１
５ａと、メニュー上などで複数の項目から一つを選択するときに用いるプラスキー１１５
ｂ、マイナスキー１１５ｃと、液晶パネル２０８にインデックス画面を表示するためのイ
ンデックスキー１１５ｄと、カメラモード実行中においてディスク１０８に記録されてい
るＭＰＥＧデータの再生を指示するためのカメラモード時再生キー１０５ｅとが少なくと
も含まれる。
【００５９】
　モードダイアル２０６は、上述したように、再生モード、カメラモード、オフを選択す
るためのスイッチであり、トリガースイッチ２０５は、カメラモードにおいて押される都
度、記録開始、記録終了のイベントを発生させ、また、再生モードにおいて押される都度
、記録開始、記録終了のイベントを発生させるためのスイッチである。
【００６０】
上記インデックスキー１１５ｄを押したときには、図４に示すように、液晶パネル２０８
にインデックス画面３０１が表示される。このインデックス画面３０１には、代表される
サムネイル画像を含む複数のビデオクリップ３０３～３０８が表示される。ここで、ビデ
オクリップとは、撮影時にトリガースイッチ２０５の押下により記録が開始されてから、
再びトリガースイッチ２０５が押下されて記録が終了するまでのＭＰＥＧデータ群を指し
、ディスク１０８にはこのビデオクリップが基本単位として記録される。各ビデオクリッ
プ３０３～３０８におけるサムネイル画像とは、そのビデオクリップの代表画像であり、
例えば記録開始時の最初の画像を適当なサイズに縮小したものである。本図においては、
各ビデオクリップ３０３～３０８におけるサムネイル画像として、簡略化のために「１３



(6) JP 4944306 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

」～「１８」とそれぞれ記述している。
【００６１】
インデックス画面３０１においては、プラスキー１１５ｂ、マイナスキー１１５ｃにより
操作可能なカーソル３０９が表示され、カーソル３０９を移動させることによって各ビデ
オクリップ３０３～３０８の中から所望のビデオクリップを選択することが可能である。
本例では、カーソル３０９によりビデオクリップ３０５を選択している状態を示している
。
【００６２】
また、選択されているビデオクリップ３０５に関する情報として、ビデオクリップ情報３
０２が表示される。このビデオクリップ情報３０２においては、その上段に、ディスク１
０８内に記憶されている全てのビデオクリップの中でビデオクリップ３０５が所定のソー
トにより何番目に見出されたかを示している。本例では、ビデオクリップ３０５がディス
ク１０８内の３０個のビデオクリップの中で１５番目にあることを示している。ここで、
所定のソートとは、記録順、名称順などによるソートである。
【００６３】
ビデオクリップ情報３０２の下段には、ビデオクリップ３０５の名称または名称の一部「
ＡＢＣＤ0015」が示される。但し、この名称とは、日本電子工業振興協会が制定している
カメラファイルシステム規格（Design rule for Camera File system）のように所定ルー
ルに基づき与えられ、ディスク１０８内に記録されているビデオクリップの中から一義的
に特定できるものである。また、スライダー３１０、ポインタ３１１が表示され、これら
により現在表示されているビデオクリップ群が全体のどの辺りに位置するかをイメージ的
に表している。
【００６４】
また、実際にはバッテリーの残量、ディスクの有無などの各種情報も表示されている。こ
のようなインデックス画面上でカーソル３０９によりビデオクリップ３０５が選択されて
いる状態において、カーソル３０９は、プラスキー１１５ｂを押す毎にビデオクリップ３
０６，３０７の方向に、マイナスキー１１５ｃを押す毎にビデオクリップ３０４，３０３
の方向に移動し、これに連動してビデオクリップ情報３０２、ポインタ３１１の位置が変
化する。また、ビデオクリップ３０３よりも前のビデオクリップ、またはビデオクリップ
３０８の次のビデオクリップを選択するように、カーソル３０９を移動させると、画面が
スクロールする。さらに、セットキー１１５ａを押すと、そのときにカーソル３０９が指
示しているビデオクリップの再生が開始され、この指示されたビデオクリップの画像が表
示される。そして、再生が終了すると、再生画面はインデックス画面３０１に戻る。さら
に、このインデックス画面３０１から抜けるには、もう一度インデックスキー１１５ｄを
押せばよい。
【００６５】
このインデックス画面３０１から、ビデオクリップを選択して再生させる一連の動作を、
カメラモードでも可能であり、記録中においても撮影を中断することなく実行させること
ができる。
【００６６】
但し、本実施の形態のビデオカメラでは、操作スイッチ群２０７を、液晶パネル２０８が
閉じられた状態で操作不能な位置に配置しているから、記録再生同時実行が可能となるの
は、液晶パネル２０８が開かれているときである。
【００６７】
次に、本実施の形態におけるカメラモード時の動作について図５および図６を参照しなが
ら説明する。図５および図６は図１のビデオカメラにおけるカメラモード時の手順を示す
フローチャートである。これらの図に示す手順は、マイクロコンピュータ１０７により実
行される。
【００６８】
本実施の形態は、撮影画像の記録中に、ディスク１０８の任意位置に記録されているＭＰ
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ＥＧデータを再生することが可能であり、この記録中に再生を行うときには、ＥＶＦ２０
４に記録される画像を、液晶パネル２０８に再生される画像（ＭＰＥＧデータ）をそれぞ
れ表示するように制御する。また、本実施の形態においては、撮影画像の記録中に、ディ
スク１０８内の画像の再生を行うことを可能にするためには、液晶パネル２０８が開かれ
ていることが必要である。これは、操作スイッチ群２０７を、液晶パネル２０８が閉じら
れた状態で操作不能な位置に配置しているためのである。よって、液晶パネル２０８は開
かれているものとして説明する。
【００６９】
ユーザが記録を行う際には、まずモードダイアル２０６によりカメラモードが選択される
とともに、液晶パネル２０８が開かれる。マイクロコンピュータ１０７は、パネル開閉検
出スイッチ２１１からの検出信号に基づき液晶パネル２０８が開かれたことを認識し、Ｅ
ＶＦ２０４の電源をオフにするとともに液晶パネル２０８の電源をオンにする。また、画
像入力選択スイッチ１１１は、マイクロコンピュータ１０７の制御により、２チャネルと
もカメラ画像信号を選択する。ここまでは、従来のビデオカメラと同様である。
【００７０】
このような状態がセットされると、図５に示すように、まずステップＳ１０１においてト
リガースイッチ２０５の押下を監視し、トリガースイッチ２０５が押下されると、記録開
始が指示されたと判断してステップＳ１０２で、記録を開始する。そして、ステップＳ１
０３において、カメラモード時再生キー１１５ｅの押下の有無を判定する。このカメラモ
ード時再生キー１１５ｅは、記録中において、例えば撮影視野内を不明な物体などが横切
った場合にこの不明な物体を確認する際に押されるものである。
【００７１】
上記カメラモード時再生キー１１５ｅが押されると、ステップＳ１０４に進み、画像入力
選択スイッチ１１１により、カメラ信号処理部１０３からのデジタル画像データ（撮影画
像）をＥＶＦ２０４に、伸張処理部１０９からの画像データ（再生画像）を液晶パネル２
０８にそれぞれ表示するように表示切換を行い、続くステップＳ１０５で、ＥＶＦ２０４
の電源をオンする。そして、ステップＳ１０６において、再生音が記録されないように、
スピーカユニット１１４のスピーカ２０９をオフする。なお、スピーカ２０９はオフされ
るが、スピーカユニット１１４に含まれる外部出力端子２１３は、再生音を出力可能な状
態に保持され、この外部出力端子２１３にヘッドホンなどを接続すれば、ユーザは再生音
を聴くことができる。
【００７２】
次いで、ステップＳ１０７に進み、ディスク１０８に今回記録において所定時間前に記録
されたＭＰＥＧデータからの再生を開始する。ここで、上記所定時間とは、予め設定され
ている時間であり、例えば１０秒である。この再生は、所定時間分（例えば１０秒間）行
われ、この再生画像は、液晶パネル２０８に表示され、再生音は上述したように外部出力
端子２１３に出力される。また、撮影画像はＥＶＦ２０４に表示される。これにより、撮
影を続行しながら所定時間前に記録された画像を観ることができる。そして、ステップＳ
１０８において、再生の終了を待ち、再生が終了すると、ステップＳ１０９に進む。
【００７３】
ステップＳ１０９では、画像入力選択スイッチ１１１により、カメラ信号処理部１０３か
らのデジタル画像データ（撮影画像）を液晶パネル２０８に表示するように表示切換を行
い、続くステップＳ１１０で、ＥＶＦ２０４の電源をオフする。そして、ステップＳ１１
１において、トリガースイッチ２０５が押下されたか否かを判定する。ここで、トリガー
スイッチ２０５が押下されていないときには、上記ステップＳ１０３に戻り、記録を続行
しながら次の再生（カメラモード時再生キー１１５ｅまたはインデックスキー１１５ｄの
押下）に備える。これに対し、トリガースイッチ２０５が押下されると、記録終了が指示
されたと判断してステップＳ１１２において記録終了処理を行い、上記ステップＳ１０１
に戻り、次の記録に備える。
【００７４】
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上記ステップＳ１０３においてカメラモード時再生キー１１５ｅが押下されていないと判
定されると、図６に示すステップＳ１１３に進み、インデックスキー１１５ｄの押下の有
無を判定する。ここで、インデックスキー１１５ｄが押されると、ステップＳ１１４に進
み、画像入力選択スイッチ１１１により、カメラ信号処理部１０３からのデジタル画像デ
ータ（撮影画像）をＥＶＦ２０４に、伸張処理部１０９からの画像データ（再生画像）を
液晶パネル２０８にそれぞれ表示するように表示切換を行い、続くステップＳ１１５で、
ＥＶＦ２０４の電源をオンする。そして、ステップＳ１１６において、再生時の音声が記
録されないように、スピーカユニット１１４のスピーカ２０９をオフする。
【００７５】
次いで、ステップＳ１１７に進み、液晶パネル２０８にインデックス画面を表示し、続く
ステップＳ１１８で、インデックス画面上でのディスク１０８内の再生するビデオクリッ
プの選択を待ち、ビデオクリップが選択されると、ステップＳ１１９に進む。ステップＳ
１１９では、記録と並行して選択されたビデオクリップの再生を開始し、続くステップＳ
１２０で、選択されたビデオクリップの再生終了を待つ。これにより、液晶パネル２０８
にインデックス画面上から選択されたビデオクリップの再生画像を観ながら記録を行うこ
とができる。そして、再生が終了すると、上記ステップＳ１０９（図５に示す）に戻る。
【００７６】
上記ステップＳ１１３においてインデックスキー１１５ｄが押下されていないと判定され
ると、上記ステップＳ１１１（図５に示す）に戻る。
【００７７】
このように、本実施の形態では、例えば三脚にビデオカメラを固定して所望の被写体を撮
影している最中に、撮影視野内を不明な物体などが横切った場合に、カメラモード時再生
キー１１５ｅを押下することにより、記録を中断することなくこの不明な物体が映し出さ
れている場面を再生することができ、この不明物体を容易に確認することができる。また
、例えば三脚にビデオカメラを固定して所望の被写体を撮影している最中に、以前に撮影
した同様の場面のビデオクリップを再生することができるので、この再生画像と撮影画像
とを適宜比較しながら撮影を行うことができる。
【００７８】
（実施の第２形態）
次に、本発明の実施の第２形態について図７ないし図９を参照しながら説明する。図７は
本発明の実施の第２形態に係るビデオカメラの構成を示すブロック図、図８は図７のビデ
オカメラのカメラモードにおける再生要求発生時の表示制御の状態遷移図、図９は図７の
ビデオカメラにおけるカメラモード時の手順を示すフローチャートである。図中、図１の
ブロックまたは構成部材と同一のブロックまたは構成部材には、同一の符号を付し、その
説明は省力または簡略化する。
【００７９】
　本実施の形態においては、図７に示すように、赤外線を媒体としてビデオカメラを遠隔
操作するための赤外リモコン５２０と、赤外リモコン５２０からの信号を受信し、対応す
る制御コードを発生する赤外リモコン受信部５２１とが設けられ、赤外リモコン受信部５
２１により発生された制御コードは、マイクロコンピュータ１０７に入力される。
【００８０】
　赤外リモコン５２０には、モードダイアル２０６以外のビデオカメラ本体に設けられて
いる操作キーに対応した全てのキーが、少なくとも設けられている。よって、上述の実施
の第１形態とは異なり、液晶パネル２０８が閉じられた状態での記録中に、赤外リモコン
５２０のカメラモード時再生キー１１５ｅまたはインデックスキー１１５ｄに対応するキ
ーの操作により、記録と並行した再生の要求を発生することが可能である。そのために、
本実施の形態では、液晶パネル２０８が閉じられた状態での記録中においては、赤外リモ
コン５２０のカメラモード時再生キー１１５ｅまたはインデックスキー１１５ｄに対応す
るキーの操作の受付を禁止するように設定する。
【００８１】
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　具体的には、カメラモードにおいては、図８に示すように、撮影を行っていない状態す
なわち撮影待機中状態８０１と、撮影画像を記録している状態すなわち撮影中状態８０４
とが存在する。そして、撮影待機中状態８０１から撮影中状態８０４へは撮影開始をトリ
ガーに、その逆は撮影終了をトリガーに遷移する。撮影待機中状態８０１においては、液
晶パネル２０８が開かれている状態８０２、液晶パネル２０８が閉じられている状態８０
３があり、また同様に、撮影中状態８０４においても、液晶パネル２０８が開かれている
状態８０５、液晶パネル２０８が閉じられている状態８０６がある。
【００８２】
　ここで、撮影待機中状態８０１においては、液晶パネル２０８が開いているときには、
撮影画像を液晶パネル２０８に、液晶パネル２０８が閉じているときには、撮影画像をＥ
ＶＦ２０４に表示する。なお、本実施の形態では、この撮影待機中状態８０１において、
ディスク１０８内のＭＰＥＧデータの再生を行うことを考慮しておらず、この撮影待機中
状態８０１における、カメラモード時再生キー１１５ｅまたはインデックスキー１１５ｄ
の操作、またはそれぞれに対応する赤外リモコン５２０のキーの操作は無効となるように
設定されている。
【００８３】
　撮影中状態８０４においては、液晶パネル２０８が閉じられているときには、記録と並
行した再生を禁止するために、赤外リモコン５２０のカメラモード時再生キー１１５ｅま
たはインデックスキー１１５ｄに対応するキーの操作の受付を禁止する。この状態におい
て、撮影画像はＥＶＦ２０４に表示される。また、ＥＶＦ２０４に、赤外リモコン５２０
のカメラモード時再生キー１１５ｅまたはインデックスキー１１５ｄに対応するキーの操
作の受付禁止の旨を示すメッセージを表示する。
【００８４】
　これに対し、撮影中状態８０４において液晶パネル２０８が開かれているときには、赤
外リモコン５２０のカメラモード時再生キー１１５ｅまたはインデックスキー１１５ｄに
対応するキーの操作の受付を許可し、記録と並行した再生を行うことができる。この状態
においては、上述に実施の第１形態と同じように、記録中は撮影画像を液晶パネル２０８
に表示し、記録と並行して再生を行うときには、撮影画像をＥＶＦ２０４に、再生画像を
液晶パネル２０８に表示する。
【００８５】
次に、本実施の形態におけるカメラモードの動作について図９を参照しながら説明する。
【００８６】
　カメラモードが設定されると、図９に示すように、まずステップＳ２０１においてトリ
ガースイッチ２０５の押下を監視し、トリガースイッチ２０５が押下されると、記録開始
が指示されたと判断してステップＳ２０２に進み、記録を開始する。そして、ステップＳ
２０３において、パネル開閉検出スイッチ２１１からの検出信号に基づき液晶パネル２０
８が開かれているか否かを判定する。ここで、液晶パネル２０８が開かれていないときに
は、ステップＳ２０４に進み、赤外リモコン５２０のスイッチ５２０ｄ，５２０ｅの操作
の受付を禁止する。ここで、スイッチ５２０ｄは、図示されていないが、説明上、赤外リ
モコン５２０上のインデックスキー１１５ｄに対応するキーとする。また同様に、スイッ
チ５２０ｅは、図示されていないが、説明上、赤外リモコン５２０上のカメラモード時再
生キー１１５ｅとする。この赤外リモコン５２０のスイッチ５２０ｄ，５２０ｅの操作の
受付禁止により、液晶パネル２０８が閉じられているときにおける記録と並行した再生が
禁止される。
【００８７】
次いで、ステップＳ２０５に進み、記録終了を指示するためのトリガースイッチ２０５の
押下を待ち、トリガースイッチ２０５が押下されると、記録終了処理を行い、そして、上
記ステップＳ２０１に戻り、次の記録開始に備える。
【００８８】
これに対し、上記ステップＳ２０３において液晶パネル２０８が開かれていると判定され
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ると、ＥＶＦ２０４の電源をオフにするとともに液晶パネル２０８の電源をオンにし、画
像入力選択スイッチ１１１により、２チャネルともカメラ画像信号を選択し、そして以降
は、上述の実施の第１形態の図５のフローチャートに示すＳ１０３からの手順と同様の手
順を実行することになるので、この以降の手順についての説明はここでは省略する。なお
、この以降の手順において、インデックスキー１１５ｄ、カメラモード時再生キー１１５
ｅ、または赤外リモコン５２０のスイッチ５２０ｄ，５２０ｅ（赤外リモコン５２０のイ
ンデックスキー１１５ｄまたはカメラモード時再生キー１１５ｅに対応するキー）の操作
により、記録と並行して再生を行うことができる。
【００８９】
（実施の第３形態）
次に、本発明の実施の第３形態について図１０を参照しながら説明する。図１０は本発明
の実施の第３形態に係るビデオカメラの再生モード時の手順を示すフローチャートである
。本実施の形態は、上述の実施の第１形態と同じ構成を有し、その説明は省略する。
【００９０】
本実施の形態は、ディスク１０８内のＭＰＥＧデータの再生中に、この再生と並行して記
録を行うことが可能であり、この再生と並行して記録を行う際には、ＥＶＦ２０４に撮影
画像を、液晶パネル２０８に再生画像を表示するように表示切換を行うとともに、スピー
カをオフする。
【００９１】
　ユーザが再生を行う際には、まずモードダイアル２０６により再生モードが選択される
とともに、液晶パネル２０８が開かれる。マイクロコンピュータ１０７は、パネル開閉検
出スイッチ２１１からの検出信号に基づき液晶パネル２０８が開かれたことを認識し、Ｅ
ＶＦ２０４の電源をオフにするとともに液晶パネル２０８の電源をオンにする。また、画
像入力選択スイッチ１１１は、マイクロコンピュータ１０７の制御により、再生画像を液
晶パネル２０８に表示するための１つのチャネルを選択する。
【００９２】
このような状態がセットされると、図１０に示すように、まずステップＳ３０１において
インデックスキー１１５ｄの押下を監視し、インデックスキー１１５ｄが押されると、ス
テップＳ３０２に進み、液晶パネル２０８にインデックス画面を表示し、続くステップＳ
３０３で、インデックス画面上でのディスク１０８内の再生するビデオクリップの選択を
待ち、ビデオクリップが選択されると、ステップＳ３０４に進む。ステップＳ３０４では
、選択されたビデオクリップの再生を開始する。この再生画像は、液晶パネル２０８に表
示される。
【００９３】
　次いで、ステップＳ３０５に進み、トリガースイッチ２０５が押下されたか否かを判定
する。ここで、トリガースイッチ２０５が押下されると、記録開始が指示されたと判断し
てステップＳ３０６に進み、画像入力選択スイッチ１１１により、再生画像を液晶パネル
２０８に表示する状態を保持しながらカメラ信号処理部１０３からのデジタル画像データ
（撮影画像）をＥＶＦ２０４に表示するように表示切換を行い、続くステップＳ３０７で
、ＥＶＦ２０４の電源をオンする。そして、ステップＳ３０８において、再生時の音声が
記録されないように、スピーカユニット１１４のスピーカ２０９をオフする。なお、スピ
ーカユニット１１４の外部出力端子２１３には、再生音が出力されている。
【００９４】
次いで、ステップＳ３０９に進み、選択されたビデオクリップの再生と並行して記録を開
始する。この状態においては、撮影画像がＥＶＦ２０４に、再生画像が液晶パネル２０８
に表示される。これにより再生画像を観ながら撮影画像の記録を行うことができる。そし
て、ステップＳ３１０において、記録が終了したか否かを判定する。この判定は、トリガ
ースイッチ２０５の押下の有無に応じて行われる。記録が終了すると、ステップＳ３１１
に進み、画像入力選択スイッチ１１１により、再生画像を液晶パネル２０８に表示する状
態を保持しながらカメラ信号処理部１０３からのデジタル画像データ（撮影画像）のＥＶ
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Ｆ２０４へのチャネルを切断し、続くステップＳ３１２で、ＥＶＦ２０４の電源をオフす
る。
そして、ステップＳ３１３において、記録が終了しており再生音が記録されることがない
ので、スピーカユニット１１４のスピーカ２０９をオンにする。
【００９５】
次いで、ステップＳ３１４に進み、選択されたビデオクリップの再生が終了したか否かを
判定し、この再生が終了していないときには、上記ステップＳ３０５に戻り、次の記録に
備える。これに対し、再生が終了すると、上記ステップＳ３０１に戻り、次の再生に備え
る。
【００９６】
　上記ステップＳ３１０において記録が終了していないと判定されると、ステップＳ３１
５に進み、再生が終了したか否かを判定し、再生が終了していないときには、上記ステッ
プＳ３１０に戻る。これに対し、ビデオクリップの再生が終了すると、ステップＳ３１６
に進み、記録の終了を待ち、記録が終了すると、上記ステップＳ３１１に進み、カメラ信
号処理部１０３からのデジタル画像データ（撮影画像）のＥＶＦ２０４へのチャネル切断
、ＥＶＦ２０４の電源オフ、スピーカユニット１１４のスピーカ２０９のオンを行う。
【００９７】
上記ステップＳ３０５においてトリガースイッチ２０５が押下されていないと判定される
と、上記ステップＳ３１４に進む。
【００９８】
このように、本実施の形態では、例えばディスク１０８に記録されたビデオクリップを再
生して内容を確認している最中に、所望の被写体が出現した場合に、再生を中断すること
なく即座に所望の被写体に対する撮影画像を確認しながら記録することができる。
【００９９】
なお、本発明は、上述の実施形態の機能（図５、図６、図９および図１０に示すフローチ
ャートを含む）を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を装置に
供給し、装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラ
ムコードを読出し実行することによっても、達成されることはいうまでもない。
【０１００】
この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することに
なる。
【０１０１】
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）
ディスク，ハードディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，磁
気テープ，不揮発性のメモリカード，ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＯＭなどを用いることができる
。
【０１０２】
また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形
態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ
上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部または全部
を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることはい
うまでもない。
【０１０３】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、記録媒体に記録されている画像信号の再生中に
任意のタイミングで画像信号の記録を開始することができ、また、画像信号の記録中に所
望の画像信号を再生することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の第１形態に係るビデオカメラの内部構成を示すブロック図である
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【図２】図１のビデオカメラの外観を示す斜視図である。
【図３】図３は図２のビデオカメラに設けられているモードダイアルを示す正面図である
。
【図４】図１のビデオカメラの液晶パネルに表示されるインデック画面の一例を示す図で
ある。
【図５】図１のビデオカメラにおけるカメラモード時の手順を示すフローチャートである
。
【図６】図１のビデオカメラにおけるカメラモード時の手順を示すフローチャートである
。
【図７】本発明の実施の第２形態に係るビデオカメラの構成を示すブロック図である。
【図８】図７のビデオカメラのカメラモードにおける再生要求発生時の表示制御の状態遷
移図である。
【図９】図７のビデオカメラにおけるカメラモード時の手順を示すフローチャートである
。
【図１０】本発明の実施の第３形態に係るビデオカメラの再生モード時の手順を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
１０１　レンズユニット
１０２　ＣＣＤ
１０３　カメラ信号処理部
１０４　マイクユニット
１０５　圧縮処理部
１０６　ディスク制御部
１０７　マイクロコンピュータ
１０８　ディスク
１０９　伸張処理部
１１１　画像入力選択スイッチ
１１４　スピーカーユニット
１１５ａ　セットキー
１１５ｂ　プラスキー
１１５ｃ　マイナスキー
１１５ｄ　インデックスキー
１１５ｅ　カメラモード時再生キー
２０３　マイク
２０４　ＥＶＦ
２０５　トリガースイッチ
２０６　モードダイアル
２０７　操作スイッチ群
２０８　液晶パネル
２０９　スピーカ
２１１　パネル開閉検出スイッチ
５２０　赤外リモコン
５２１　赤外リモコン受光部
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