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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体から記録画像を再生し、再生画像信号を出力する再生手段（３２）と、
　当該再生画像信号を外部に出力する画像出力手段（３８，４０；１１２，１１４）と、
　当該画像出力手段への外部機器の接続を検知する接続検知手段（６２，１５０）と、
　当該接続検知手段の検知結果に従い、当該画像出力手段に当該外部機器が接続されてい
ないときには、第１のサイズの第１の操作アイコンを表示し、当該画像出力手段に当該外
部機器が接続されているときには、当該第１のサイズよりも大きい第２のサイズの第２の
操作アイコンを表示する画像表示手段（２６）と、
　当該画像表示手段の表示画像を透過するタッチパネル（２８）と、
　当該画像表示手段に表示される操作アイコンのサイズに応じた範囲の、当該タッチパネ
ルの操作を受け付ける操作受付け手段（５０）
とを具備することを特徴とする画像再生装置。
【請求項２】
　更に、
　当該第１及び第２の操作アイコンの画像信号を発生可能なアイコン画像発生手段（５０
，５６）と、
　当該再生画像信号又は所定背景画像信号に当該アイコン画像発生手段からの当該第１及
び第２の操作アイコンの何れかの画像信号を重畳し、当該画像表示手段に供給する重畳器
（２４）
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とを具備することを特徴とする請求項１に記載の画像再生装置。
【請求項３】
　当該重畳器は、当該画像出力手段に当該外部機器が接続されていないときには、当該再
生画像信号に当該第１の操作アイコンの画像信号を重畳し、当該画像出力手段に当該外部
機器が接続されているときには、当該所定背景画像信号に当該第２の操作アイコンを重畳
することを特徴とすることを特徴とする請求項２に記載の画像再生装置。
【請求項４】
　当該画像出力手段がデジタルインターフェース（１１２）を有し、
　当該接続検知手段が、当該デジタルインターフェースを介して、当該外部機器の種類を
判別するコマンドを発行し、当該外部機器からのレスポンスを受信する手段（１５０）で
あり、
　当該重畳器は、当該画像出力手段に当該外部機器として画像表示機能を具備する画像表
示機器が接続されていないときには、当該再生画像信号に当該第１の操作アイコンの画像
信号を重畳し、当該画像出力手段に当該画像表示機器が接続されているときには、当該所
定背景画像信号に当該第２の操作アイコンを重畳することを特徴とすることを特徴とする
請求項２に記載の画像再生装置。
【請求項５】
　更に、当該画像出力手段に当該外部機器が接続されているときには、当該第１の操作ア
イコンを当該画像表示手段に表示させるか、当該第２の操作アイコンを表示させるかを設
定する設定手段を具備することを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の画像再
生装置。
【請求項６】
　記録媒体から記録画像を再生し、再生画像信号を出力する再生手段（３２）と、
　当該再生画像信号を外部に出力する画像出力手段（３８，４０；１１２，１１４）と、
　当該画像出力手段への外部機器の接続を検知する接続検知手段（６２，１５０）と、
　操作アイコンを表示する画像表示手段（２６）と、
　当該画像表示手段の表示画像を透過するタッチパネル（２８）
とを具備する画像再生装置の制御方法であって、
　当該接続検知手段の検知結果に従い、当該画像出力手段に当該外部機器が接続されてい
ないときには、当該操作アイコンとして、第１のサイズの第１の操作アイコンを当該画像
表示手段に表示させ、
　当該接続検知手段の検知結果に従い、当該画像出力手段に当該外部機器が接続されてい
るときには、当該第１のサイズよりも大きい第２のサイズの第２の操作アイコンを当該画
像表示手段に表示させる
ことを特徴とする画像再生装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像再生装置及びその制御方法に関し、より具体的には、タッチパネルを有
する画像再生装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タッチパネルの普及により、多くの電子機器がタッチパネル式のユーザインター
フェースを採用するようになっている。タッチパネル式のユーザインターフェースを用い
た場合、タッチパネルに一体化された液晶表示パネル上に操作ボタンを表示することにな
るので、機械的な操作ボタンが不要になり、省スペース化を実現できる。タッチパネルの
利点は、特に小型電子機器において特に効果的である。操作ボタンの配置を状況に応じて
変更できるという利点もある。
【０００３】
　例えば、デジタルカメラに関して、フォーカス合わせや測光の設定を、タッチパネルを
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用いて容易に行う技術が提案されている（特許文献１、特許文献２）。
【特許文献１】特開平６－０７０２０６号公報
【特許文献２】特開平１１－１３６５６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　デジタルビデオカメラのような小型電子機器では、もともとタッチパネルはそれほど大
きくない。また、画像をタッチパネル上で確認しながら操作する必要があるので、必然的
に操作アイコンの占めるスペースは小さくなり、指の大きな人には操作しづらいという問
題が生じている。
【０００５】
　ここで、デジタルビデオカメラの使い方を考えてみると、屋外などに持ち出して撮影を
行った後は、テレビなどのモニタに接続して撮影した画像を楽しむという使い方が一般的
である。モニタに接続しているときは、再生画像はモニタ上に表示されるため、タッチパ
ネルに一体化された液晶表示パネルに再生画像を表示しなくても、特に不都合は生じない
。
【０００６】
　そこで、本発明は、タッチパネルの操作性を改善した画像再生装置及びその制御方法を
提示することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る画像再生装置は、記録媒体から記録画像を
再生し、再生画像信号を出力する再生手段と、当該再生画像信号を外部に出力する画像出
力手段と、当該画像出力手段への外部機器の接続を検知する接続検知手段と、当該接続検
知手段の検知結果に従い、当該画像出力手段に当該外部機器が接続されていないときには
、第１のサイズの第１の操作アイコンを表示し、当該画像出力手段に当該外部機器が接続
されているときには、当該第１のサイズよりも大きい第２のサイズの第２の操作アイコン
を表示する画像表示手段と、当該画像表示手段の表示画像を透過するタッチパネルと、当
該画像表示手段に表示される操作アイコンのサイズに応じた範囲の、当該タッチパネルの
操作を受け付ける操作受付け手段とを具備することを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る画像再生装置の制御方法は、記録媒体から記録画像を再生し、再生画像信
号を出力する再生手段と、当該再生画像信号を外部に出力する画像出力手段と、当該画像
出力手段への外部機器の接続を検知する接続検知手段と、操作アイコンを表示する画像表
示手段と、当該画像表示手段の表示画像を透過するタッチパネルとを具備する画像再生装
置の制御方法であって、当該接続検知手段の検知結果に従い、当該画像出力手段に当該外
部機器が接続されていないときには、当該操作アイコンとして、第１のサイズの第１の操
作アイコンを当該画像表示手段に表示させ、当該接続検知手段の検知結果に従い、当該画
像出力手段に当該外部機器が接続されているときには、当該第１のサイズよりも大きい第
２のサイズの第２の操作アイコンを当該画像表示手段に表示させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、画像出力手段が外部機器に接続されているときは、タッチパネルの操
作アイコンを拡大表示するので、操作が容易になり、タッチパネルの操作性が向上する。
特にブラインドタッチが容易になる。
【００１０】
　また、デジタルインターフェースを用いる場合には、外部機器が画像表示機器を具備す
るか否かを容易に特定できるので、画像表示機器が接続する場合に操作アイコンを拡大表
示するように制御できる。即ち、画像表示機器以外の機器が外部機器として接続するとき
に、操作アイコンが拡大表示されるのを防止できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１２】
　図１は、本発明の一実施例である撮像装置の概略構成ブロック図を示す。図１では、実
線は画像データの流れを示し、破線はイネーブル信号等の制御信号を示す。なお、音声の
処理系は、本発明とは関係しないので、省略してある。
【００１３】
　撮像装置１０は、具体的には、デジタルカメラ又はデジタルスチルカメラ等である。再
生画像を表示する映像モニタ８０又は画像モニタが、デジタルケーブル８２を介して撮像
装置１０に接続する。
【００１４】
　撮像装置１０は、撮像ユニット１２として、撮影レンズ１４、撮像素子１６、Ａ／Ｄ変
換器１８及びカメラ信号処理装置２０を具備する。撮影レンズ１４は、被写体の光学像を
撮像素子１６の撮像面に結像する。撮像素子１６は、撮影レンズ１４による光学像を電気
画像信号に変換する。撮像素子１６は、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）撮像
素子又はＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）撮像素子等である。
【００１５】
　Ａ／Ｄ変換器１８は、撮像素子１６からのアナログ画像信号をデジタル信号に変換する
。カメラ信号処理装置２０は、Ａ／Ｄ変換器１８からのデジタル画像信号カメラで周知の
信号処理（例えば、ガンマ補正、色バランス調整、輝度／色分離）等を施す。セレクタ２
２は、撮像モード時には、カメラ信号処理装置２０の出力を選択し、再生モードでは、後
述するＭＰＥＧデコーダ３６の出力を選択する。
【００１６】
　ＭＰＥＧエンコーダ３０は撮影モード又は録画モード時に動作する。ＭＰＥＧエンコー
ダ３０は、ＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４又はＭｏｔｉｏｎ　ＪＰＥＧ（Joint Photographic E
xperts Group）等の動画圧縮方式、若しくは、ＪＰＥＧ又はＪＰＥＧ２０００等の静止画
圧縮方式で、カメラ信号処理装置２０からのデジタル画像信号を圧縮符号化し、圧縮画像
データを生成する。記録再生装置３２は、ＭＰＥＧエンコーダ３０により圧縮された画像
データを記録媒体３４に記録する。記録媒体３４は、不揮発性半導体メモリ（いわゆるメ
モリーカード）、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の磁気ディスク、又はＤＶＤ（Digital V
ersatile Disk）等に準拠する記録再生可能な光ディスクからなる。
【００１７】
　記録再生装置３２は、再生モードでは、記録媒体３４から指定された画像の圧縮画像デ
ータを読み出し、ＭＰＥＧデコーダ３６に供給する。ＭＰＥＧデコーダ３６は、記録再生
装置３２からの圧縮画像データを伸長して、画像データを復元する。復元された画像デー
タが、セレクタ２２に供給される。
【００１８】
　ＯＳＤ制御装置２４は、セレクタ２２からのデジタル画像信号又はブルーバック等の単
一色の背景画像信号にＣＰＵ５０からのメニュー情報及び操作アイコン等を重畳する重畳
器として機能し、その重畳結果により液晶表示パネル（ＬＣＤ）２６を駆動する。これに
より、撮像画像又は再生画像がＬＣＤ２６の画面上に表示される。ＬＣＤ２６の表示画面
上に透過式のタッチパネル２８が配置され、ユーザが、タッチパネル２８を透過して、Ｌ
ＣＤ２６の表示画像を観察できる。タッチパネル２８は、二次元的に圧力又は静電気等を
感知するセンサからなる。
【００１９】
　ＮＴＳＣエンコーダ３８は、セレクタ２２からのデジタル画像信号をＮＴＳＣ形式に変
換する。ＮＴＳＣエンコーダ３８の出力映像信号は、ＨＤＭＩ等のデジタル映像出力端子
４０及びケーブル８２を介して映像モニタ８０に供給される。
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【００２０】
　ＣＰＵ５０は、撮像装置１０の全体を制御する。なお、ＣＰＵ５０は、ＭＰＵ（Micro 
Processing Unit）又はマイクロコンピュータ等からなる。ＣＰＵ５０はまた、ＬＣＤ２
６に表示される操作アイコンのサイズに応じた範囲の、タッチパネル２８の操作を受け付
ける操作受付け手段として機能する。
【００２１】
　操作装置５２は、モードダイヤル、レリーズスイッチ、動画像撮影スイッチ、再生スイ
ッチ、停止スイッチ、メニューボタン、十字キー及び決定ボタン等を具備する。モードダ
イヤルは、電源ＯＮ／ＯＦＦモード、撮影モード、記録モード及び再生モード等の動作モ
ードの切替えに利用される。レリーズスイッチは静止画像撮影に使用される。動画像撮影
スイッチは動画像撮影の撮影開始／停止に使用される。再生スイッチは再生動作の開始、
停止スイッチは再生動作の停止に使用される。メニューボタンは、メニュー画面の表示に
使用される。十字キーと決定ボタンは、各種設定の選択と決定等に使用される。
【００２２】
　メモリ５４は、ＲＡＭ（Random Access Memory）と、電源オフ時にも設定値を保持する
ＥＥＰＲＯＭ（Electronically Erasable and Programmable Read Only Memory）等から
なる。ＲＡＭは、記録データの加工や記録データを展開するためのワークバッファとして
利用され、更には、各種設定を一時的に格納する手段、又は、外部インターフェースから
入力されたデータ及びコマンド、並びに外部インターフェースに出力するデータ及びコマ
ンドを格納する手段として利用される。メモリ５４のＥＥＰＲＯＭは、例えば、メニュー
画面で設定される設定値を保持する。
【００２３】
　ＲＯＭ５６には、処理手順等に対応したプログラムと、所要のテーブルその他の固定デ
ータが格納されている。特に、ＲＯＭ５６には、図２（Ａ），（Ｂ）に示すように、通常
サイズの操作アイコン９２ａと拡大サイズの操作アイコン９２ｂ（のビットマップデータ
）が格納されている。２つのサイズの操作アイコン９２ａ，９２ｂのビットマップデータ
を記憶する代わりに、ベクトルデータを格納し、ＣＰＵ５０が、適宜にサイズを変更する
ようにしてもよい。ＣＰＵ５０とＲＯＭ５６が、通常サイズの操作アイコン９２ａ及び拡
大サイズの操作アイコン９２ｂ（の画像信号）を発生するアイコン画像発生手段として機
能する。
【００２４】
　タイマ５８は、記録再生装置３２のストリーム時間を定期的に計時する。電力検知装置
６０は、内部電池の残量を検知する。
【００２５】
　接続検知装置６２は、出力端子４０に映像モニタ８０が接続されているか否かで、出力
端子４０のＤＣバイアス電位が変動することを利用して、出力端子４０に映像モニタ８０
が接続されているか否かを検知し、検知結果をＣＰＵ５０に通知する。
【００２６】
　図３は、映像モニタ８０が出力端子４０に接続していないときの、ＬＣＤ２６の再生画
面例を示し、図４は、映像モニタ８０が出力端子４０に接続しているときの、ＬＣＤ２６
の再生画面例を示す。図３では、ＬＣＤ２６の画面には、再生画像にタイムコード９０及
び通常サイズの操作アイコン９２ａが重畳されて表示される。図４では、再生画像が映像
モニタ８０の画面に表示され、ＬＣＤ２６の画面には、タイムコード９０及び拡大サイズ
の操作アイコン９２ｂが表示される。ＣＰＵ５０は、外部映像モニタ８０を利用しないと
きには、通常サイズの操作アイコン９２ａをＯＳＤ制御装置２４に供給するが、映像モニ
タ８０の利用時には、拡大サイズの操作アイコン９２ｂをＯＳＤ制御装置２４に供給する
。
【００２７】
　図５は、ＬＣＤ２６に表示されるメニュー画面例を示す。メニュー画面内に、操作アイ
コンのサイズを選択するメニューがあり、拡大サイズの操作アイコン９２ｂを利用するか
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否かをオン／オフで選択できる。例えば、このメニューがオフの場合、接続検知装置６２
で映像モニタ８０の接続が検知されても、ＬＣＤ２６には、常に通常サイズの操作アイコ
ン９２ａが表示される。このメニューがオンの場合、接続検知装置６２で映像モニタ８０
の接続が検知されたときに、ＬＣＤ２６には、拡大サイズの操作アイコン９２ｂが表示さ
れる。
【００２８】
　本実施例の撮影モードの基本動作を説明する。撮影モードでは、セレクタ２２は、カメ
ラ信号処理装置２０の出力を選択している。撮像素子１６は、撮影レンズ１４から被写体
の光学像に対応する画像信号を出力する。Ａ／Ｄ変換器１８は、撮像素子１６からの画像
信号をアナログ信号からデジタル信号に変換する。カメラ信号処理装置２０は、Ａ／Ｄ変
換器１８の出力画像信号に周知のカメラ信号処理を施す。カメラ信号処理装置２０の出力
画像データは、セレクタ２２を介してＯＳＤ制御装置２４が印加される。ＯＳＤ制御装置
２４は、セレクタ２２からの画像信号に、ＣＰＵ５０からのタイマ、電池残量及び撮影時
間等のデータ、必要により撮影開始／停止等の通常サイズの操作アイコン９２ａ等の画像
を合成し、合成画像をＬＣＤ２６に供給する。ユーザは、ＬＣＤ２６の表示画像で被写体
とその構図を確認できる。
【００２９】
　ユーザの記録開始の指示に応じて、ＭＰＥＧエンコーダ３０がカメラ信号処理装置２０
の出力画像データを圧縮符号化し、圧縮画像データを記録再生装置３２に供給する。記録
再生装置３２は、圧縮画像データを記録媒体３４に記録する。このようにして、撮影され
た画像の圧縮画像データが記録媒体３４に格納される。
【００３０】
　再生モードでは、セレクタ２２は、ＭＰＥＧデコーダ３６の出力を選択する。記録再生
装置３２は、ユーザにより指定された画像の圧縮画像データを記録媒体３４から読み出し
、ＭＰＥＧデコーダ３６に供給する。記録再生装置３２はまた、再生する圧縮画像データ
のタイムコード９０をＣＰＵ５０に供給する。ＣＰＵ５０は、このタイムコード９０を必
要によりＯＳＤ制御装置２４に供給する。ＭＰＥＧデコーダ３６は、記録再生装置３２か
らの圧縮画像データを伸長して、画像データを復元する。復元された画像データは、セレ
クタ２２を介してＯＳＤ制御装置２４に印加される。
【００３１】
　ＯＳＤ制御装置２４は、セレクタ２２からの画像データに、ＣＰＵ５０からの種々の情
報、例えば、記録再生装置３２からのタイムコード、及びＲＯＭ５６からの操作アイコン
９２ａ（通常サイズ）又は操作アイコン９２ｂ（拡大サイズ）の画像化されたデータを重
畳し、重畳結果をＬＣＤ２６に供給する。これにより、再生画像にタイムコード及び操作
アイコン等が重畳された画像が、ＬＣＤ２６の画面上に表示される。
【００３２】
　出力端子４０に映像モニタ８０が接続されている場合、ＮＴＳＣエンコーダ３８は、セ
レクタ２２で選択された画像データをＮＴＳＣ形式に変換する。ＮＴＳＣ形式の画像デー
タは、映像出力端子４０及びケーブル８２を介して映像モニタ８０に印加され、画像とし
て表示される。
【００３３】
　本実施例で、操作アイコン９２ａ，９２ｂを選択する処理の動作を説明する。図６は、
図５に示すメニューの選択と映像モニタ８０の接続の有無に応じて、操作アイコン９２ａ
，９２ｂを選択する処理の動作フローチャートを示す。
【００３４】
　ＣＰＵ５０は、アイコン拡大機能がオンに設定されているかどうかを判断する（Ｓ１）
。オンになっている場合（Ｓ１）、接続検出装置６２により、映像出力端子４０に外部電
子機器、通常は映像モニタ８０が接続されているかどうかを判断する（Ｓ２）。
【００３５】
　映像モニタ８０が接続されている場合（Ｓ２）、拡大された操作アイコン９２ｂがＬＣ
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Ｄ２６上に表示中かどうかを判断する（Ｓ３）。通常サイズのアイコン９２ａを表示中で
あれば（Ｓ３）、ＣＰＵ５０は、ＲＯＭ５６から拡大サイズの操作アイコン９２ｂ（のビ
ットマップデータ）を読み出して、ＯＳＤ制御装置２４に供給する。これにより、拡大サ
イズの操作アイコン９２ｂが表示される（Ｓ４）。また、このとき、ＯＳＤ制御装置２４
は、背景画像（又は記録再生装置３２からの再生画像）を単一色（例えばブルーバック表
示）でマスクする（Ｓ５）。従って、このとき、ＬＣＤ２６には、図４に示すように、ブ
ルーバック上に、タイムコード９０と拡大サイズの操作アイコン９２ｂが表示される。
【００３６】
　アイコン拡大機能がオフに設定されているか（Ｓ１）、アイコン拡大機能がオンに設定
されていても、映像モニタ８０が出力端子４０に接続されていない場合（Ｓ２）、拡大さ
れた操作アイコン９２ｂがＬＣＤ２６上に表示中かどうかを判断する（Ｓ６）。拡大サイ
ズのアイコン９２ｂを表示中であれば（Ｓ６）、ＣＰＵ５０は、ＲＯＭ５６から通常サイ
ズの操作アイコン９２ａ（のビットマップデータ）を読み出して、ＯＳＤ制御装置２４に
供給する。これにより、通常サイズの操作アイコン９２ａが表示される（Ｓ７）。また、
このとき、ＯＳＤ制御装置２４は、背景部分の単一色（例えばブルーバック）によるマス
クを解除する（Ｓ８）。これにより、図３に例示するように、再生画像上にタイムコード
９０と通常サイズの操作アイコン９２ａが重ねて表示される。
【００３７】
　このように、本実施例では、映像出力端子４０に映像モニタ８０が接続されるとき、即
ち、再生映像を外部モニタで観察する場合には、タッチパネル２８のＬＣＤ２６に操作ア
イコンを拡大表示するので、再生開始、再生停止等の再生操作が容易になり、タッチパネ
ル２８の操作性が向上する。いわば、タッチパネル２８を再生操作の専用コントローラと
することができる。また、ブルーバック上にタイムコード９０等を重ねて表示するので、
その内容を確認しやすくなる。
【実施例２】
【００３８】
　図７は、本発明の実施例２の概略構成ブロック図を示す。図１に示す実施例と同じ作用
の構成要素には同じ符号を付してある。
【００３９】
　図７に示す撮像装置１１０は、撮像装置１０の構成に加えて、ＩＥＥＥ１３９４（Inst
itute of Electrical and Electronic Engineers）インターフェース１１２とその接続端
子１１４を具備する。セレクタ２２の選択出力が、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１
１２に供給される。ＣＰＵ１５０は、ＣＰＵ５０の制御機能に加えて、ＩＥＥＥ１３９４
インターフェース１１２を介して、ＩＥＥＥ１３９４機器と通信する機能を具備する。
【００４０】
　接続端子１１４には、映像モニタ１２０又は画像モニタが接続する。映像モニタ１２０
は、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１２２と、内部を制御するＣＰＵ１２４を具備す
る。ＣＰＵ１２４はまた、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１２２を介して他のＩＥＥ
Ｅ１３９４機器、ここでは撮像装置１１０と通信する機能と、撮像装置１１０からの画像
データを受信してビデオＲＡＭ（ＶＲＡＭ）１２６に展開する機能を具備する。ＩＥＥＥ
１３９４インターフェース１２２，ＣＰＵ１２４及びＶＲＡＭ１２６はバス１２８に接続
し、バス１２８を介してデータをやり取りできる。表示装置１３０は、ＶＲＡＭ１２６に
展開される画像データを一定周期で読み出し、画像として表示する。
【００４１】
　撮像装置１１０のＣＰＵ１５０は、接続端子１１４に接続されるＩＥＥＥ１３９４機器
が、映像表示手段であるかどうかを、ＩＥＥＥ１３９４に規定されている以下のコマンド
により確認できる。撮像装置１１０では、ＣＰＵ１５０が、接続端子１１４に接続される
ＩＥＥＥ１３９４機器が映像表示手段又は画像表示手段であるかどうかを検知する手段と
なる。
【００４２】
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　ＩＥＥＥ１３９４は、図８に示すように、リアルタイムデータを伝送するためのアイソ
クロナス通信と、非同期にデータを伝送するアシンクロナス通信という２つの通信モード
を持ち、双方向で通信可能である。マルチメディアデータの伝送には、アイソクロナス通
信が利用される。アイソクロナス通信とアシンクロナス通信が混在する場合、１サイクル
１２５μｓｅｃの内の１００μｓｅｃをアイソクロナス通信に、残りをアシンクロナス通
信が利用する。
【００４３】
　ＣＰＵ１５０は、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１１２を介して、接続端子１１４
に接続するＩＥＥＥ１３９４機器、ここでは映像モニタ１２０に、ＡＶ／Ｃ（AudioVideo
 Control）コマンドを送信し、映像モニタ１２０からレスポンスを受信する。
【００４４】
　図９乃至１２を参照して、ＩＥＥＥ１３９４のＡＶ／Ｃコマンドとそのレスポンスを簡
単に説明する。図９はＡＶ／Ｃコマンドのコマンドフレームを示す。図１０はＵＮＩＴ　
ＩＮＦＯステータスコマンドのフォーマットを示す。図１１はＵＮＩＴ　ＩＮＦＯステー
タスコマンドに対するレスポンスのフォーマットを示す。図１２は、ｕｎｉｔ＿ｔｙｐｅ
の値と、それに対応する機器の種類を示す表である。
【００４５】
　ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１１２が映像モニタ１２０にＡＶ／Ｃコマンドを送
信すると、映像モニタ１２０は、ｕｎｉｔ＿ｔｙｐｅ＝００１６(Video Monitor)を含む
レスポンスをＩＥＥＥ１３９４インターフェース１１２に返信する。ＣＰＵ１５０は、こ
のレスポンスから、接続端子１１４に画像表示手段、ここでは映像モニタ１２０が接続し
ていることを検知する。この他にも、オーディオ機器、プリンタ及びチューナ等の様々な
電子機器を認識できる。
【００４６】
　図１３は、撮像装置１１０において、図５に示すメニューの選択と映像モニタ１２０の
接続の有無に応じて、操作アイコン９２ａ，９２ｂを選択する処理の動作フローチャート
を示す。
【００４７】
　ＣＰＵ１５０は、アイコン拡大機能がオンに設定されているかどうかを判断する（Ｓ２
１）。オンになっている場合（Ｓ２１）、ＣＰＵ１５０は、接続端子１１４に接続するＩ
ＥＥＥ１３９４機器にＵＮＩＴ　ＩＮＦＯステータスコマンドを発行するように、ＩＥＥ
Ｅ１３９４インターフェース１１２に指示する（Ｓ２３）。ＩＥＥＥ１３９４インターフ
ェース１１２は、コマンド信号発行後の一定期間内にレスポンスを受信すると、ＣＰＵ１
５０に転送する（Ｓ２３）。ＣＰＵ１５０は、レスポンスに含まれるｕｎｉｔ＿ｔｙｐｅ
の値から、接続端子１１４に接続するＩＥＥＥ１３９４機器が映像モニタ１２０であるか
どうかを判断する（Ｓ２４）。映像モニタ１２０は、ｕｎｉｔ＿ｔｙｐｅ＝００１６(Vid
eo Monitor)のレスポンスを返信する。
【００４８】
　接続端子１１４に映像モニタ１２０が接続されている場合（Ｓ２４）、ＣＰＵ１５０は
、拡大された操作アイコン９２ｂがＬＣＤ２６上に表示中かどうかを判断する（Ｓ２５）
。通常サイズのアイコン９２ａを表示中であれば（Ｓ２５）、ＣＰＵ１５０は、ＲＯＭ５
６から拡大サイズの操作アイコン９２ｂ（のビットマップデータ）を読み出して、ＯＳＤ
制御装置２４に供給する。これにより、拡大サイズの操作アイコン９２ｂが表示される（
Ｓ２６）。また、このとき、ＯＳＤ制御装置２４は、背景画像（又は記録再生装置３２か
らの再生画像）を単一色（例えばブルーバック表示）でマスクする（Ｓ２７）。従って、
このとき、ＬＣＤ２６には、図４の場合と同様に、ブルーバック上に、タイムコード９０
と拡大サイズの操作アイコン９２ｂが表示される。
【００４９】
　アイコン拡大機能がオフに設定されているか（Ｓ２１）、一定期間内にレスポンスを受
信しないか（Ｓ２３）、接続端子１１４に画像表示手段が接続していない場合（Ｓ２４）
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、ＣＰＵ１５０は、拡大された操作アイコン９２ｂがＬＣＤ２６上に表示中かどうかを判
断する（Ｓ２８）。拡大サイズのアイコン９２ｂを表示中であれば（Ｓ２８）、ＣＰＵ１
５０は、ＲＯＭ５６から通常サイズの操作アイコン９２ａ（のビットマップデータ）を読
み出して、ＯＳＤ制御装置２４に供給する。これにより、通常サイズの操作アイコン９２
ａが表示される（Ｓ２９）。また、このとき、ＯＳＤ制御装置２４は、背景部分の単一色
（例えばブルーバック）によるマスクを解除する（Ｓ３０）。これにより、図２に例示す
る場合と同様に、ＬＣＤ２６の画面上には、再生画像上にタイムコード９０と通常サイズ
の操作アイコン９２ａが重ねて表示される。
【００５０】
　このように、本実施例では、ＩＥＥＥ１３９４インターフェースを使って外部モニタに
接続する場合、ＡＶケーブル接続の場合と同様に、タッチパネル２８のＬＣＤ２６に操作
アイコンを拡大表示するので、再生開始、再生停止等の再生操作が容易になり、タッチパ
ネル２８の操作性が向上する。いわば、タッチパネル２８を再生操作の専用コントローラ
とすることができる。また、ブルーバック上にタイムコード９０等を重ねて表示するので
、その内容を確認しやすくなる。
【００５１】
　なお、デジタルインターフェース又はデジタル伝送の一例として、ＩＥＥＥ１３９４の
実施例を説明した。しかし、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）や無線
ＬＡＮのようなデジタルインターフェースにおいても、接続機器が画像表示装置か否かを
確認できる。従って、ＨＤＭＩ等のデジタルインターフェースを利用する場合にも、本発
明は適用可能である。
【００５２】
　特定の説明用の実施例を参照して本発明を説明したが、特許請求の範囲に規定される本
発明の技術的範囲を逸脱しないで、上述の実施例に種々の変更・修整を施しうることは、
本発明の属する分野の技術者にとって自明であり、このような変更・修整も本発明の技術
的範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施例１の概略構成ブロック図である。
【図２】操作アイコンのビットマップマターン例である。
【図３】映像モニタ８０が映像出力端子４０に接続していないときの、ＬＣＤ２６の再生
画面例である。
【図４】映像モニタ８０が映像出力端子４０に接続しているときの、ＬＣＤ２６の再生画
面例である。
【図５】ＬＣＤ２６に表示されるメニュー画面例である。
【図６】メニュー選択と映像モニタ８０の接続の有無に応じて、操作アイコン９２ａ，９
２ｂを選択する処理の動作フローチャートである。
【図７】本発明の実施例２の概略構成ブロック図である。
【図８】ＩＥＥＥ１３９４の通信モードの説明図である。
【図９】ＩＥＥＥ１３９４のＡＶ／Ｃコマンドのコマンドフレームである。
【図１０】ＵＮＩＴ　ＩＮＦＯステータスコマンドのフォーマットである。
【図１１】ＵＮＩＴ　ＩＮＦＯステータスコマンドに対するレスポンスのフォーマットで
ある。
【図１２】ｕｎｉｔ＿ｔｙｐｅの値と、それに対応する機器の種類を示す表である。
【図１３】メニュー選択と映像モニタ１２０の接続の有無に応じて、操作アイコン９２ａ
，９２ｂを選択する実施例２の処理の動作フローチャートである。
【符号の説明】
【００５４】
１０　撮像装置
１２　撮像ユニット
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１４　撮影レンズ
１６　撮像素子
１８　Ａ／Ｄ変換器
２０　カメラ信号処理装置
２２　セレクタ
２４　ＯＳＤ制御装置
２６　ＬＣＤ
２８　タッチパネル
３０　ＭＰＥＧエンコーダ
３２　記録再生装置
３４　記録媒体
３６　ＭＰＥＧデコーダ
３８　ＮＴＳＣエンコーダ
４０　映像出力端子
５０　ＣＰＵ
５２　操作装置
５４　メモリ
５６　ＲＯＭ
５８　タイマ
６０　電力検知装置
６２　接続検知装置
８０　映像モニタ
８２　デジタルケーブル
９０　タイムコード
９２ａ　操作アイコン（通常サイズ）
９２ｂ　操作アイコン（拡大サイズ）
１１０　撮像装置
１１２　ＩＥＥＥ１３９４インターフェース
１１４　接続端子
１２０　映像モニタ
１２２　ＩＥＥＥ１３９４インターフェース
１２４　ＣＰＵ
１２６　ＶＲＡＭ
１２８　バス
１３０　表示装置
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