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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　起動から記録可能となるまでが第１の起動時間の第１の記録手段と、
　起動から記録可能となるまでが前記第１の起動時間より長い第２の起動時間の第２の記
録手段と、
　電源切モード、前記第１の記録手段への記録モード、前記第２の記録手段への記録モー
ドとを切り替えるモード切替手段とを有し、
　前記モード切替手段は、前記電源切モードから前記第１の記録手段への記録モード、前
記第２の記録手段への記録モードの順で切り替える記録装置。
【請求項２】
　請求項１の記録装置であって、
　前記モード切替手段は回転式のスイッチで構成されており、回転順に電源切モード、前
記第１の記録手段への記録モード、前記第２の記録手段への記録モードを選択する記録装
置。
【請求項３】
　請求項１又は２の記録装置であって、
　前記第１の記録手段はハードディスク記録装置であり、
　前記第２の記録手段は光ディスク記録装置である記録装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかの記録装置であって、
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　画像を撮影する撮像手段を備え、
　前記第１の記録手段と前記第２の記録手段は、前記撮像手段で撮影した画像を記録する
記録装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかの記録装置であって、
　前記第１の記録手段への記録モードが設定されたとき、前記第１の記録手段及び前記第
２の記録手段を起動する記録装置。
【請求項６】
　請求項１から４のいずれかの記録装置であって、
　前記起動は、前記モード切替スイッチで前記電源切モードから前記第１の記録手段への
記録モード又は前記第２の記録手段への記録モードに切り替えられたときであり、
　前記記録可能とは、前記第１の記録手段又は前記第２の記録手段の記録媒体の回転が安
定し、当該記録媒体へ記録するヘッドの位置、出力が安定したときである記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　技術分野は、記録装置に係り、特に記録装置の操作部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録装置の操作部として例えばカメラを起動するスイッチについて、特許文献１には、
「回転するリング状の操作キー１の厚さ方向一側面に、ビデオテープレコーダモード側シ
ルク３と、カメラモード側シルク５とが設けられ、シルク３とシルク５との対向位置に、
電源スイッチマーク７が設けられ、シルク３が設けられている位置に、操作キー１の厚さ
方向一側面に、再生位置を示す再生マーク９、編集機能に切り替える位置を示す編集マー
ク１１、ライン入力／出力にに切り替える位置を示すライン入出力マーク１３等が設けら
れる一方、シルク５が設けられている位置には、操作キー１の厚さ方向一側面に、ポート
レート、スポーツ、シャター各モードをセレクトして切り替えるための操作キー１の回転
位置を示すポートレートモードマーク１５、スポーツモードマーク１７、およびシャッタ
ーモードマーク１９等と、自動操作モードマーク２１が設けられている」との記載がある
。
【０００３】
　また、カメラが起動されたときの処理について、特許文献２には、「撮影手段であるカ
メラを複数備えている場合や、記録手段であるメディアを複数装着することが出来る場合
などの、同一目的の機能のユニットを複数有し、それぞれのユニットにおいて電源投入時
から利用が可能になるまでの起動処理時間に差があるシステムにおいて、起動処理の短い
ユニットから、順次起動処理を行い、起動処理時間の長いユニットの起動が完了するまで
は、先に起動したユニットを利用する」との記載がある。
【０００４】
【特許文献１】特開平６－６６５１号公報
【特許文献２】特開２００６－９３９５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、撮像素子の画素数が上がってきている。また、走査線数が従来のスタンダード（
ＳＤ）画質より多いハイビジョン（ＨＤ）画質による撮影も期待されている。画素数が上
があったり、このため、容量の大きい記録媒体への要求は大きい。一方で、外部機器です
ぐに再生できたり、知人にすぐに渡したりすることのできる着脱式の記録媒体への要求も
大きい。そこで、複数の記録媒体に対応して、それぞれの利点を活かす記録装置への要求
が大きい。
【０００６】
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　ところで、複数の記録媒体を駆動するそれぞれの記録手段における起動から記録可能に
なるまでの起動時間にはそれぞれ違いがある。例えば、半導体メモリを使用したメモリカ
ードの起動時間は比較的短い。テープはメカのローディングの時間がかかりメモリカード
よりも起動時間は長くなっている。ハードディスクはディスクの回転等に時間がかかりメ
モリカードよりも起動時間は長くなっている。また、光ディスクは光ディスクの判別やレ
ーザーパワーの調整等の動作が必要のためメモリカードやテープ、ハードディスクより起
動時間は長くなっている。
【０００７】
　ビデオカメラやデジタルカメラにおいては、バッテリによる駆動のため消費電力を低減
するために電源切状態では記録手段の電源は切状態となっているので、電源投入操作をし
てから撮影及び記録可能になるまでの待ち時間が長いと、大切なシーンを撮り逃してしま
うことになる。そのため、電源投入操作をしてから記録可能になるまでの待ち時間を短く
することが望ましい。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１のスイッチでは、複数の記録媒体に対して動画を記録するこ
とまで考慮していない。
【０００９】
　また、特許文献２の起動処理では、同様の機能を有するユニットが複数存在する場合に
、ユーザが「どのユニットを利用するか」よりも「どの機能を利用するか」を目的として
利用する場合が多いとし、起動時間の速いユニットから起動処理を行い、上記ユニットが
利用可能になった時点でそれを利用し、次に起動時間の遅いユニットの起動処理を行うよ
うにすることによって、ユーザが上記機能を利用できるようになるまでの時間の短縮を実
現している。記録装置を例に説明すると、動画を記録するという機能を、テープとメモリ
カードという２つのユニットによって実現している記録装置に相当する。ユーザは動画を
記録するという機能を選択するので、テープとメモリカードのうち起動処理時間が短いメ
モリカードに最初は記録し、テープの起動処理が終了後にテープに記録するようにするこ
とで、動画を記録できるようになるまでの時間を短縮している。しかしながら、ハードデ
ィスクと光ディスクの２つの記録装置のようにどちらにも長時間の動画記録ができる場合
には、起動時間の短い方の記録手段のみに記録することが望まれているが、この特許文献
１の従来技術では、記録されるデータがメモリカードとテープに分かれて記録されてしま
うという問題があった。
【００１０】
　また、カメラは携帯するものであり、小型化が要求されている。複数の記録媒体を搭載
して、それらの操作を行うためのボタンなどは機能の数と同じだけは配置できず、限られ
たボタンを有効に活用して複数の記録媒体を搭載して多機能になったカメラを操作する技
術が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　そこで例えば、複数の記録媒体に情報を記録する記録装置において、電源切状態から第
１の記録媒体への記録状態と第２の記録媒体への記録状態とに切り替える操作部をについ
て、第２の記録媒体への記録状態への切替よりも第２の記録媒体よりも起動時間の短い第
１の記録媒体への記録状態への切替を電源切に近い位置に配した操作部を備える記録装置
を提供する。
【００１２】
　また例えば、全押と半押とを検出するシャッターを、全押と半押とで異なる機能を割り
当てるモードと、全押と半押とで同じ機能を割り当て且つ半押されてから半押が解除され
ずに全押された場合には全押及び半押のどちから一方を無視するモードとを切り替える記
録装置を提供する。
【発明の効果】
【００１３】
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　上記手段によればユーザの操作性が向上する。
【００１４】
　上記以外の課題、手段、効果は後述する実施例によって明らかにされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施に好適な実施形態の例を説明する。なお、本発明は小型且つ複数の
記録媒体を扱うことが求められるビデオカメラに好適であるが、これに限定されずビデオ
カメラ以外の記録装置及び操作部を有するその他の装置にも適用可能である。また、ビデ
オカメラとは動画撮像装置を意味するが、動画専用である必要はなく静止画を撮影できて
もよい。
【実施例１】
【００１６】
　（１）ビデオカメラの構成
  図４及び図８は、撮像装置としてデジタルビデオカメラの外観例を示す。図４（ａ）は
ビデオカメラの後方斜視図、図４（ｂ）は後方正面図である。
【００１７】
　ビデオカメラの後方部（撮影者側）には電源入／切及びモード切替用の電源・モード切
り替えスイッチ２４が配置されている。ベルト３１に手を通してビデオカメラを保持した
ときに親指で操作できる位置に配置してある。また、ロックスイッチ８も同様に親指で操
作可能な後方部に設けてある。静止画を撮影するシャッターボタン３２、カメラを電源切
とは異なる省電力状態とし且つその省電力状態を解除する省電力ボタン３３、撮影画像の
ズームアップとズームダウンとを指示するズームボタン３４が、撮影時にカメラを保持し
たとき（右手をベルト３１に通してカメラを保持したとき）、人差し指が届く箇所に配置
されている。シャッターボタン３２は、全押と半押とを検出することができ、その機能は
図９で後述する。４０は、被写体の光を集光するレンズである。４１は、レンズ４０を通
して入力され撮像素子で信号化された画像を表示するファインダー部である。
【００１８】
　図８はビデオカメラの側面図である。ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などの側面表
示部３５とその支点部３６があり、支点部３６により側面表示部３５は開閉及び回転し、
側面表示部３５を図８のように外向きに閉じることもでき、逆に内向き（図８では紙の裏
側向き）に閉じることや、図４（ａ）のような後方から側面表示部３５が見えるように開
くこともできる。
【００１９】
　４２は、ＡＣ電源から充電し、ビデオカメラに電力を供給するバッテリである。図４で
はこのバッテリを外した状態を示している。
【００２０】
　また、ＨＤＤからＤＶＤにダビングさせる指示をするダビングボタン３７、撮影した画
像ファイルを編集するナビ画面を表示するためのディスクナビゲーションボタン３８、上
下左右にカーソルを動かすカーソルボタン３９、カーソルボタン３９の中央部には画像の
再生や決定を指示する再生ボタン４３、画像の再生や取消を指示する停止ボタン４４、各
種メニューを側面表示部３５に表示させるメニューボタン４５が配置されている。
【００２１】
　図８のように側面表示部３５を外側に向けた状態では、また図８の右側を右手で保持す
るとダビングボタン３７、ディスクナビゲーションボタン３８、カーソルボタン３２、シ
ャッターボタン３２、ズームボタン３４が右手の右手の人差し指と親指で操作できたり、
画面を見ながら操作できたりするため使い勝手がよい。
【００２２】
　図２は、デジタルビデオカメラの構成例を示すブロック図である。
【００２３】
　画像を撮影する撮像部２１では、システム制御部２５によってレンズのズームやアイリ
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スが制御されており、撮影した映像を撮像素子（ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）セン
サやＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）センサ）で電気信号に変換
し、ノイズの除去や信号増幅などが行なわれた後、デジタル信号にＡ／Ｄ変換される。
【００２４】
　撮像部２１から出力されたデジタル信号は、映像処理部２２においてノイズ除去等の各
種信号処理が施され、デジタル映像信号となる。映像処理部２２から出力されるデジタル
映像信号は、システム制御部２５で文字情報等が重畳され、側面表示部３５やファインダ
ー部４１（ＥＶＦ：Electric View Finder）などの映像表示部２７に送られ撮影中の映像
を表示する。なお映像表示部２７は、ＥＬＤ（Electro Luminescence Display）などＬＣ
Ｄ以外のディスプレイであってもよい。
【００２５】
　また、映像処理部２２から出力されるデジタル映像信号は、符号化・複号化処理部２３
にも送られ、動画の場合にはＭＰＥＧ２（Moving Picture Experts Group 2）方式で圧縮
、符号化された後、選択されているモードに応じて、第１の記録部であるＨＤＤ２８また
は第２の記録部であるＤＶＤドライブ２９において記録される。
【００２６】
　一方、静止画の場合には、ＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）方式で圧縮
され、メモリカード３０に記録される。
【００２７】
　このように、動画を記録できる記録部として、ＨＤＤ２８とＤＶＤドライブ２９の２つ
を備えている。ここで、本実施例では、ＨＤＤ１５は１．８インチで記録容量は８ＧＢ、
ＤＶＤドライブ１６には８ｃｍＤＶＤがドライブできるようになっている。尚、８ｃｍＤ
ＶＤの記録容量はＤＶＤ－ＲＡＭ（Random Access Memory）の場合、１層で約１．４ＧＢ
である。
【００２８】
　電源・モード切り替えスイッチ２４は、電源投入部であり、電源の入／切と、記録また
は再生を行う記録部をユーザが選択するためのモード切り替えの機能を備えたスイッチで
ある。電源・モード切り替えスイッチ２４が電源切のポジションからそれ以外のポジショ
ンに動かされると、電源入となり電源供給部２６から本デジタルビデオカメラの各部に電
源が供給される。その後システム制御部２５が電源・モード切り替えスイッチ２４のポジ
ションを確認し、選択されているポジションによって、起動する記録部を判断してその選
択されたモードでの起動処理を実行する。一方、電源切のポジションに動かされると、シ
ステム制御部２５が各部の終了処理が終わったことを確認した上で電源供給部２６に電源
ＯＦＦの制御信号を送り、電源切状態となる。
【００２９】
　図１に、電源・モード切り替えスイッチ２４を詳細な外観を示す。電源・モード切り替
えスイッチ２４は、円盤状のダイヤル部１を回転させる形状とし、ユーザが操作しやすい
ように突起部２がつけられている。ユーザは突起部２を指で保持しながら回転させて、電
源の切や記録部のモード選択を行う。電源・モード切り替えスイッチ２４の選択ポジショ
ンを示す基準マーク３の部分にある図柄が現在のデジタルビデオカメラの選択されている
記録部を示すモードとなる。図１では、切モード選択表示４が選ばれており、電源が入っ
ていない切状態であることを示している。
【００３０】
　ユーザが時計回りにダイヤル部１を回転させ、ＨＤＤモード選択表示６が基準マーク３
の位置に到達すると、電源が入りＨＤＤ２８を記録部として動作するＨＤＤモードで起動
を開始する。さらに時計回りに回転させ、ＤＶＤモード選択表示７が基準マーク３の位置
に到達すると、同様にＤＶＤモードで起動を開始する。なお、ロックスイッチ８を図１の
ポジションから矢印の向きにスライドさせると、ダイヤル部１がＨＤＤモード選択表示６
は基準マーク３の位置までしか回転しないような構造となっているので、ＨＤＤモードで
使用したい場合に誤ってＤＶＤモードになってしまうのを防ぐことが可能である。一方、
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電源ＯＦＦの状態から、反時計回りにダイヤル部１を回転させ、メモリカード選択表示５
が基準マーク３の位置に到達すると、同様にメモリーカードモード３０で起動を開始する
。
【００３１】
　複数の記録媒体ではそれぞれ起動時間（記録できない状態から記録できる状態になるま
での時間）が異なる。例えば、光ピックアップのパワーの調整などを要するＤＶＤドライ
ブ２９よりもＨＤＤ２８の方が起動時間は短い。そこで、電源・モード切り替えスイッチ
２４は選択順として、電源切のポジションから電源投入操作時に最初に選ばれるスイッチ
ポジションとしてＨＤＤモードとなるようにし、その後に選ばれるスイッチポジションに
ＤＶＤモードとなるように工夫した。このようなスイッチ構成にすることによって、電源
投入時は起動時間の短いＨＤＤモードをＤＶＤドライブを起動する操作よりも早い操作で
起動させることができ、早く撮影したユーザはハードディスクを起動させることで早く記
録可能にすることができるので、ユーザーが大切なシーンを撮り逃がす可能性を低減でき
、使い勝手が向上する。
【００３２】
　また、ＨＤＤとＤＶＤドライブの２つの記録部を設けたデジタルビデオカメラにおいて
は、通常ＨＤＤに記録しておき、必要な映像をＤＶＤにダビングするという使われ方によ
り、ＨＤＤモードの使用頻度が多いことも予想される。そこで電源投入する際に最初にＨ
ＤＤモードを経由するような電源・モード選択スイッチ２４とすることが望ましい。
【００３３】
　また、ＤＶＤドライブの場合はＤＶＤディスクが挿入されていない場合には、ＤＶＤデ
ィスクを挿入しなければならずＤＶＤディスクの挿入に時間がかかり大切なシーンを撮り
逃してしまうことになるが、ＨＤＤは内蔵されているので起動すれば記録できるという利
点もある。
【００３４】
　なお、図１ではスイッチ２４を右回転させるとメモリカード、左回転させるとＨＤＤ又
はＤＶＤに記録できるようにしている。これを例えば左回転させるとメモリカード又はＨ
ＤＤ又はＤＶＤに記録できるようにしてもよい。ただしこの場合、ＤＶＤを選択させるた
めには３ポジション分を回転させなければならない。また例えばメモリカードのときには
静止画専用、ＨＤＤとＤＶＤのときには動画専用と区別しているときには、ユーザの回転
操作が足らず又はさせすぎてしまい、動画を取りたいのにメモリカードを選択していると
動画を撮影しているつもりが撮影できていなかったという事態となり好ましくないの右回
転させると静止画、左回転させると動画というように区別するようにするとよい。
【００３５】
　また、ビデオカメラとパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の外部機器をビデオカメラの
インタフェース（送受信部）を介してＵＳＢケーブルなどで接続している場合、その外部
機器上でビデオカメラをＤＶＤドライブと見えるかＨＤＤと見えるかはスイッチ２４のモ
ードによって異なる。ＤＶＤモード（７の位置）が選択されている場合には外部機器上で
ＤＶＤドライブとして見せるよう信号を送る。また、ＨＤＤモード（６の位置）が選択さ
れている場合には外部機器上でＨＤＤとして見せるよう信号を送る。ただし、ここでもし
ＨＤＤドライブにＵＤＦ（Universal Disk Format）形式でデータが記憶されていると特
にＰＣではＨＤＤとして認識できず、ＤＶＤドライブとして認識する。そこで、ＵＤＦ形
式であってもＤＶＤモードではなくＨＤＤモードで接続していることを区別できるよう、
ハードディスクであることを示す情報（例えばボリュームラベルやアイコン）を送るとよ
い。
【００３６】
　（２）ビデオカメラの起動時間
  図３によってＨＤＤ２８とＤＶＤドライブ２９の起動タイミングについて詳細に説明す
る。
【００３７】
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　図３は、横軸に時間をとり、ユーザによる電源・モード切り替えスイッチ２４が操作さ
れてモード（電源切、ＨＤＤモード、ＤＶＤモード）が切り替わった時間（Ｔ０、Ｔ１、
Ｔ２）を表記している。図３の上のバー（ＴｓとＴｈ）は、電源切のポジションから、ユ
ーザが電源・モード切り替えスイッチ２４をＨＤＤモード選択ポジションに動かしＨＤＤ
を起動する場合を示している。一方、図３の下のバー（Ｔｄ）は電源切のポジションから
ＨＤＤモード選択ポジションを経由してＤＶＤモード選択ポジションに動かしてＤＶＤを
起動する場合を示している。Ｔｓは電源切の状態から、電源入となり電源供給部２６が本
デジタルビデオカメラの各部に電源を供給しシステム制御部２５が動作開始して電源モー
ド切り替えスイッチ２４のポジションを確認し始めるまでのいわゆる本ビデオカメラのシ
ステム起動するシステム起動時間を示している。また、ＴｈはＨＤＤ２８が起動から記録
可能状態になるまでの起動時間であり、ＴｄはＤＶＤドライブ２９の起動時間である。Ｔ
ｈ内では例えば、ハードディスクの回転が安定し、ハードディスクにデータを読み書きす
る磁気ヘッドが書き込み位置に移動（シーク）する。Ｔｄ内では例えば、ＤＶＤの回転が
安定し、ＤＶＤにデータを読み書きする光ヘッド（光ピックアップ）がＤＶＤの情報を読
み取って光ピックアップの光出力を調整し、書き込み位置に移動（シーク）する。
【００３８】
　ユーザが撮像部２１からの映像を記録しようと電源・モード切り替えスイッチ２４を操
作した場合、電源・モード切り替えスイッチ２４を電源切のポジションからＨＤＤモード
選択のポジションまで回転させる時間（Ｔ１）になると本ビデオカメラのシステムが起動
し、時間（Ｔ１＋Ｔｓ）後にＨＤＤ２８の起動が開始する。その後、ＨＤＤ２８の起動時
間Ｔｈを合わせた時間（Ｔ１＋Ｔｓ＋Ｔｈ）後にはＨＤＤ２８へ記録が可能となる。以上
説明したように、起動時間がＤＶＤよりＨＤＤの方が早いときに、起動時間の短いＨＤＤ
モードを電源切からスイッチの切り替えで近い側に配置することで、電源入操作時に先に
選ばれるモードをＨＤＤモードとでき、カメラが撮影可能になるまでの時間が逆の場合に
比べて短くて済む。よって、電源投入操作後記録可能までの待ち時間を短縮できるので、
ユーザが大切なシーンを撮り逃がす可能性を低減でき、使い勝手が向上する。
【００３９】
　また、ＤＶＤモードで記録する場合にも、電源・モード切り替えスイッチ２４を電源切
のポジションからＨＤＤモード選択のポジションに移したところで、まず本ビデオカメラ
のシステムが起動させる。さらに電源・モード切り替えスイッチ２４をＤＶＤモード選択
のポジションまで回転させると（Ｔ２）、ＤＶＤドライブ２９が起動を開始する。その後
、ＤＶＤドライブ２９の起動時間Ｔｄを合わせた時間（Ｔ２＋Ｔｄ）後にはＨＤＤ２８へ
記録が可能となる。すなわち、ＤＶＤモードを選択するために、ＨＤＤモード選択のポジ
ションを経由するように工夫したので、ＨＤＤモード選択のポジションに入ったとき（Ｔ
１）に、電源供給が開始されシステム制御部２５は動作開始しているので、ＨＤＤモード
で記録して使用した後、Ｔｓ＜Ｔ２でＤＶＤモード選択のポジションに電源・モード切り
替えスイッチ２４を動かした後でもＤＶＤドライブ２９の起動時間Ｔｄだけしかかからな
い。従って電源・モード切り替えスイッチ２４がＤＶＤモード選択のポジションに入って
からＤＶＤに記録可能になるまでの待ち時間（＝ＤＶＤモードでの見かけ上の起動時間）
は、Ｔｄのみとなり、ＤＶＤモードが選択されてからシステム起動する技術と比べるとＴ
ｓ分時間短縮可能となる。
【００４０】
　尚、図３では時間（Ｔ２）でＤＶＤモードになった後もＨＤＤ２８の起動処理を行って
いる様子を示すが、時間（Ｔ２）でＤＶＤモードになった場合にＨＤＤ２８の起動処理を
中断することで消費電力を低減できる。また、時間（Ｔ２）でＤＶＤモードになった後、
ＨＤＤ２８の起動処理完了したときに、ＨＤＤ２８は消費電力の低い待機モードに入るよ
うにしておくと、再度にＨＤＤモードに切り替えたときのＨＤＤ２８の起動処理が早い。
【００４１】
　なお、本実施例においては、ＨＤＤとＤＶＤドライブで説明したが、これらに限らず、
記録機能を有する複数の記録部を備えた装置に対して適用可能である。例えばＤＶＤに限
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定されず、ＢＤ（Blu-ray Disc）やＨＤ（High Definition）－ＤＶＤなどの他の光ディ
スクであってもよい。また、ＨＤＤと光ディスクの組み合わせに限定されず、例えばＨＤ
Ｄと半導体メモリ、光ディスクと半導体メモリとの組み合わせであってもよい。
【００４２】
　（３）シャッターボタンの機能
  本実施例のビデオカメラのように複数の記録媒体を搭載したことでダビング機能を有し
たり、画像を編集する機能を有したり、動画と静止画とを撮影する機能を有する等、多機
能になった装置を操作するに当たって種々の機能のボタンが求められる。しかし、多くの
ボタンを携帯型のカメラに設けると大型化してしまう。そこで、いくつかのボタンは複数
の機能を兼用し、モードに応じて異なる機能を実行するよう制御される。
【００４３】
　例えば、ズームボタン３４は、録画（撮影）モードのときににはズームアップとダウン
を指示するが、録画した動画の再生中には音量の増減を指示する機能を有する。
【００４４】
　特に本実施例では、全押（凸状に突出したボタンを所定の位置まで押下すること）と半
押（ボタンを全押まで押下せず途中まで押下すること）とを検出して、半押されたときと
全押されたときとで異なる機能を実行できるボタン（例えばシャッターボタン３２）にも
モードに応じて複数の機能を兼用させるようにした。
【００４５】
　ここで、そのようなボタンはゆっくりと押下すると半押として１回、全押として１回の
計２回を検出してしまう。このボタンに対して或るモードでは半押と全押とで共通する機
能（たとえば選択・選択解除機能）を割り当てた場合が問題となる。例えば、全押と半押
との両方に反応してしまうと、選択・選択解除機能が２回押されたと検出して、例えば半
押のときに選択し、全押のときにはその選択を解除してしまうので、ユーザとしてみれば
画像を選択するためにボタンを押下しているつもりが、選択とその解除がともに実行され
、画像が選択されない。また、全押のみに反応するようにするとボタンをきちんと押下し
ないと反応しないので操作性が悪く、半押のみに反応するようにするとボタンをゆっくり
押下しないと反応しないのでやはり操作性が悪い。
【００４６】
　そこで、本実施例では図９に示すように制御する。図９は、モードに応じたシャッター
ボタンの機能と制御を示す。
【００４７】
　「モード種類」とはビデオカメラのモードの種類を示す。図１に示したポジション５、
６、７が選択されている状態はいずれも録画モードとする（メモリーカードモード５だけ
を静止画撮影モードとしてこのときだけ録画モードとして作動するようにしてもよい）。
この録画モードにおいて図８のカーソルボタン３２の中央部にある再生ボタンの押下を検
出すると録画した画像を再生する再生モードに切り替わる。また録画モードにおいて図８
のナビゲーションボタン３８の押下を検出するとナビモードに切り替わる。
【００４８】
　「録画モード」のときに、シャッターボタン３２を半押すると、オートフォーカス機能
により被写体とのフォーカスをロックする。シャッターボタン３２を全押すると静止画を
撮影する。
【００４９】
　「再生モード」のときには、シャッターボタン３２を半押しても全押しても再生中の画
像から静止画を別途保存する静止画キャプチャ機能の実行を指示するものとする。ここで
、上述したようにシャッターボタン３２の二度押しの問題があるため、シャッターボタン
３２が全押された場合には、その前に半押を検出しているかを判断する。もし半押を検出
していたらなら、シャッターボタン３２への指が離れるなどして押下が開放され、その半
押が解除されていたかを判断する。半押を検出していないか、検出していても解除されて
いた場合には静止画キャプチャ機能を有効とする。
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【００５０】
　「ナビモード」のときには、シャッターボタン３２を半押しても全押しても、録画され
た複数の画像のうちから任意の画像を選択し、選択された画像についてはその選択を解除
する、選択・解除機能の実行を指示するものとする。シャッターボタン３２が全押された
場合には、その前に半押を検出しているかを判断する。もし半押を検出していたらなら、
シャッターボタン３２への指が離れるなどして押下が解放されてその半押が解除されてい
たかを判断する。半押を検出していないか、検出していても解除されていた場合には全押
が有効として選択・解除機能を実行する。
【００５１】
　なお、半押が解除されていたかを判断するとしたが、半押が継続しているかを判断する
ようにしてもよい。
【００５２】
　また、全押が有効でないときには無効として、機能を実行させない（全押を無視する）
。
【００５３】
　このように制御することで、ビデオカメラのボタンを有効活用できる。
【実施例２】
【００５４】
　電源・モード切り替えスイッチ２４の形状が実施例１とは異なる実施例２を説明する。
【００５５】
　図５は、実施例２における電源・モード切り替えスイッチの形状例を示す外観図である
。図１とは異なり、スイッチのポジションを示す基準マーク１０３は、ダイヤル部１０１
に印刷されており、ユーザが突起部１０２を指で保持しながら回転させると、上記基準マ
ーク１０３もそれに合わせて回転する。また、電源の入／切は、ダイヤル部１０１を回転
させ、入モード選択表示１０９や切モード選択表示１０４の部分に上記基準マーク１０３
を動かす事で選択するが、ＨＤＤモード、ＤＶＤモードおよびメモリーカードモードを切
り替えるためには、入モード選択表示１０９のポジションからさらに時計回りにダイヤル
部１０１を「モード矢印マーク」１１０のポジションまで押し込むことによって順次切り
替えを行う。なお、ばねの力によって、押す力を弱めたり指を離したりすると、上記基準
マーク１０３が入モード選択表示１０９のポジションに戻るようになっている。このよう
に、電源・モード切り替えスイッチでは、どのモードが選択されているかユーザに分から
ないため、各モードを示すためのＬＥＤランプが備え付けられている。
【００５６】
　図５では、上から順に、ＨＤＤモードインジケータ１１１、ＤＶＤモードインジケータ
１１２、メモリーカードインジケータ１１３が並んでいる。ここでは、ダイヤル部１０１
を切モード選択表示１０４のポジションから入モード選択表示１０９のポジションに動か
した時はまずＨＤＤモードとなりＨＤＤモードインジケータ１１１が点灯するようになっ
ている。その後ダイヤル部１０１を押し込むと「ＤＶＤモード→メモリカード→ＨＤＤモ
ード→ＤＶＤモード・・・」と順次切り替わる。
【００５７】
　図６は、実施例２における電源・モード切り替えスイッチの操作に伴うデジタルビデオ
カメラの状態遷移を表すフローチャートを示す。図６により電源切の状態からのユーザー
の操作とデジタルビデオカメラの動作の処理の流れを説明する。
【００５８】
　電源切状態すなわち基準マーク１０３が切モード選択表示１０４の部分にあるとき（Ｓ
Ｔ０１）、ユーザがダイヤル部１０１を時計周りに動かして入モード選択表示１０９ポジ
ションに入れたことを検出すると（ＳＴ０２）、電源供給部２６から各部に電源が供給さ
れ、システム制御部２５が動作開始し、ＨＤＤモードで起動する（ＳＴ０３）。このデジ
タルビデオカメラにおいても、実施例１と同様に、ＨＤＤの起動時間の方がＤＶＤの起動
時間よりも短い為、ＨＤＤモードが最初に選ばれるようなシステムにしている。またメモ
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リカードが最後に選ばれるようにしているが、ＨＤＤよりもメモリカードの方が起動時間
が短いのでメモリカードが先に選ばれるようにしてもよい。
【００５９】
　ダイヤル部１０１を時計回りに動かして「モード矢印マーク」１１０に押し込んだこと
を検出すると（ＳＴ０４で「モード矢印」）、ＤＶＤモードで起動し、ＨＤＤの起動を停
止する（ＳＴ０５）。さらに「モード矢印マーク」１１０に押し込んだことを検出すると
（ＳＴ０６で「モード矢印」）、メモリーカードモードで起動し、ＤＶＤドライブの起動
を停止する（ＳＴ０７）。さらに「モード矢印マーク」１１０に押し込んだことを検出す
ると（ＳＴ０８で「モード矢印」）、ステップＳＴ０３に戻り再びＨＤＤモードで起動し
、メモリカードの起動を停止する。なお、ステップＳＴ０２、０４、０６、０８において
、切モード選択表示１０４のポジションに上記基準マーク１０３を動かした場合は、ステ
ップＳＴ０１に戻り電源切の状態となる。
【実施例３】
【００６０】
　ＤＶＤの起動開始のタイミングが実施例１とは異なる実施例３を説明する。
【００６１】
　図７は、実施例３における起動時間について説明したタイミング図である。
【００６２】
　ＤＶＤを起動する場合には、電源・モード切り替えスイッチ２４を電源切のポジション
からＨＤＤモード選択のポジションになったところで本ビデオカメラのシステムが起動し
、さらに時間（Ｔ１＋Ｔｓ）後にＨＤＤ２８及びＤＶＤドライブ２９の起動が開始される
。その後、ＤＶＤドライブ２９の起動時間Ｔｄを合わせた時間（Ｔ１＋Ｔｓ＋Ｔｄ）後に
はＤＶＤドライブ２９へ記録が可能となる。一方ユーザはＤＶＤポジションにするため、
さらに電源・モード切り替えスイッチ２４を回転させ、時間（Ｔ２）後にＤＶＤモードと
なる。
【００６３】
　このように、ＤＶＤドライブ２９の起動開始を時間（Ｔ２）よりも前に開始するように
しているので、時間Ｔ２時にＤＶＤドライブ２９を起動開始する場合よりユーザがＤＶＤ
ポジションに操作した後の待ち時間が短縮される。
【００６４】
　時間（Ｔ２）でＤＶＤモードになった後もＨＤＤ２８の起動処理を行っているが、時間
（Ｔ２）でＤＶＤモードになった場合にＨＤＤ２８の起動処理を終了してもよい。また、
時間（Ｔ２）でＤＶＤモードになった後、ＨＤＤ２８の起動処理完了したときに、ＨＤＤ
２８は消費電力の低い待機モードに入るようにしても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】電源・モード切り替えスイッチの外観例
【図２】デジタルビデオカメラの構成例
【図３】起動時間について説明したタイミング例
【図４】ビデオカメラの外観例（１）
【図５】実施例２の電源・モード切り替えスイッチの外観例
【図６】実施例２の電源・モード切り替えスイッチの操作に伴うデジタルビデオカメラの
状態遷移例
【図７】実施例３の起動時間について説明したタイミング例
【図８】ビデオカメラの外観例（２）
【図９】シャッターボタンの機能例
【符号の説明】
【００６６】
　１、１０１：ダイヤル部、２、１０２：突起部、３、１０３：基準マーク、４、１０４
：切モード選択表示、５：メモリカード選択表示、６：ＨＤＤモード選択表示、７：ＤＶ
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Ｄモード選択表示、８：ロックスイッチ、１０９：入モード選択表示、１１０：モード矢
印マーク、１１１：ＨＤＤモードインジケータ、１１２：ＤＶＤモードインジケータ、１
１３：メモリーカードインジケータ、２１：撮像部、２２：映像処理部、２３：符号化・
複号化処理部、２４：電源・モード切り替えスイッチ、２５：システム制御部、２６：電
源供給部、２７：映像表示部、２８：ＨＤＤ、２９：ＤＶＤドライブ、３０：メモリカー
ド、３１：ベルト

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】

【図９】
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