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(57)【要約】
【課題】適切なタイミングで、チャプター管理機能をす
ぐに立ち上げて利用者の操作性を格段に向上する。
【解決手段】画像取り込み部で取得された取得画像デー
タを処理する画像データ処理部と、表示用画像データを
表示する表示部と、記憶用画像データを記憶する記憶部
と、操作入力部と、操作入力に応答して、前記画像取り
込み部、画像データ処理部、表示部、および記憶部を制
御する制御部は、撮影モードの設定状態から再生モード
に切換わったとき、最新の動画に設定された複数チャプ
ターの各代表の小画像を前記表示部に配列するとともに
、その背景画像としてしては最初のチャプターの代表の
小画像に対応した大画像を表示する。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像取り込み部で取得された取得画像データを処理する画像データ処理部と、
　前記画像データ処理部で処理された表示用画像データを表示する表示部と、
　前記画像データ処理部で処理された記憶用画像データを記憶する記憶部と、
　操作入力を与えるための操作入力部と、
　前記操作入力部からの操作入力に応答して、前記画像取り込み部、画像データ処理部、
表示部、および記憶部を制御する制御部を有し、
　前記制御部は、前記画像データ取り込み部、前記画像データ処理部を介して前記記憶用
画像データが前記記憶部に記憶される撮影モードの設定状態から、再生モードに切換わっ
たとき、前記記憶部に格納されている最新の動画に設定された複数チャプターの各代表の
小画像を前記表示部に配列するとともに、その背景画像としてしては最初のチャプターの
代表の小画像に対応した大画像を表示するチャプター制御部を有することを特徴とするチ
ャプター表示機能を有した撮像装置。
【請求項２】
　前記背景画像として表示された画像は一定時間経過後、動画像として再生開始されるこ
とを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記チャプター制御部は、さらに各チャプターの再生時間長を視覚的に与えるタイムバ
ーを前記表示部に表示することを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記チャプター制御部は、前記操作入力に応じて任意の小画像を選択し、当該小画像の
周りにハイライトによるカーソルを表示し、選択された小画像に対応する前記大画像を背
景に表示することを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記チャプター制御部は、前記タイムバー上で前記選択された小画像に対応する箇所を
マークで指し示すようにしたことを特徴とする請求項２記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記チャプター制御部は、前記選択された小画像が、前記動画に対して位置する開始時
間を表示することを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項７】
　画像取り込み部で取得された取得画像データを処理する画像データ処理部と、前記画像
データ処理部で処理された表示用画像データを表示する表示部と、前記画像データ処理部
で処理された記憶用画像データを記憶する記憶部と、操作入力を与えるための操作入力部
とを有し、前記操作入力部からの操作入力に応答して、制御部により前記画像取り込み部
、画像データ処理部、表示部、および記憶部を制御するようにした撮像装置の制御方法に
おいて、
　前記画像データ取り込み部、前記画像データ処理部を介して前記記憶用画像データが前
記記憶部に記憶される撮影モードを設定するステップと、
　前記記憶部に記憶された動画が前記画像データ処理部を介して前記表示部に表示される
再生モードを設定ステップと、
　前記撮影モードから再生モードに切換わったとき、前記記憶部に格納されている最新の
動画に設定された複数チャプターの各代表の小画像を前記表示部に配列するとともに、そ
の背景画像としてしては最初のチャプターの代表の小画像に対応した大画像を表示するス
テップを有する撮像装置の制御方法。
【請求項８】
　前記撮影モードから再生モードに切換わったとき、
　各チャプターの再生時間長を視覚的に与えるタイムバーを前記表示部に表示し、
　前記タイムバー上で前記選択された小画像に対応する箇所をマークで指し示し、
　前記操作入力に応じて任意の小画像を選択し、当該小画像の周りにハイライトによるカ
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ーソルを表示しかつ選択された小画像に対応する前記大画像を背景に表示し、
　前記選択された小画像が、前記動画に対して位置する開始時間を表示する
　ことを特徴とする請求項７記載の撮像装置の制御方法。
【請求項９】
　請求項８記載の撮像装置の制御方法における各処理を実行させるプログラム。
【請求項１０】
　請求項８記載の撮像装置の制御方法における各処理を実行させるプログラムを格納した
メモリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、撮像装置とその制御方法に関するもので、特にチャプター表示、チャプタ
ー管理を改善したものである。
【背景技術】
【０００２】
　動画を記録再生することができる記録再生装置では、チャプター管理機能が設けられて
いる。チャプター管理機能を起動するためには、メインメニューからチャプター項目を選
択して起動している。
【０００３】
　チャプター項目が選択されると、チャプターメニューとして、動画に設定されている複
数のチャプターの代表画像がそれぞれ画面上に配列される。所望の代表画像をカーソルで
選択するか、または代表画像の番号をキー入力すると、対応するチャプターの動画再生が
開始される。ここで、再生を開始されたチャプターが、利用者が希望するチャプターでは
なかった場合、利用者は、再度チャプターメニューに戻り、任意の代表画像を選択してい
る。
【０００４】
　しかしチャプターメニューとチャプター動画再生を切換える方式であると、利用者の操
作が面倒である。そこで各チャプターの代表画像と、指定しているチャプターの再生動画
とを、同時に同一画面上に表示する工夫がされている（特許文献１）。
【０００５】
　ところで従来の記録再生装置では、チャプター管理機能を起動する場合、メインメニュ
ーからまずチャプター項目を選択する必要がある。しかし撮像装置（例えばビデオムービ
ー）では、メインメニューからチャプター項目を選択すること自体が手間になることがあ
る。利用者が撮像装置を取り扱う場合、利用者は、撮像装置で撮像したシーンをすぐに確
認したいという状況が頻繁に生じる。このような場合は、メニュー表示に戻り、チャプタ
ー項目を選択するという操作自体が利用者の負担となることがある。
【特許文献１】特開２００５－３３３０８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこでこの発明の目的は、適切なタイミングで、チャプター管理機能をすぐに立ち上げ
て利用者の操作性を格段に向上した撮像装置とその制御方法を提供することにある。なお
この明細書では撮像と撮影は同じ意味で用いることにする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、この発明の一面では、画像取り込み部と、前記画像取り込
み部で取得された取得画像データを処理する画像データ処理部と、前記画像データ処理部
で処理された表示用画像データを表示する表示部と、前記画像データ処理部で処理された
記憶用画像データを記憶する記憶部と、操作入力を与えるための操作入力部と、前記操作
入力部からの操作入力に応答して、前記画像取り込み部、画像データ処理部、表示部、お
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よび記憶部を制御する制御部を有し、前記制御部は、前記画像データ取り込み部、前記画
像データ処理部を介して前記記憶用画像データが前記記憶部に記憶される撮影モードの設
定状態から再生モードに切換わったとき、前記記憶部に格納されている最新の動画に設定
された複数チャプターの各代表の小画像を前記表示部に配列するとともに、その背景画像
としてしては最初のチャプターの代表の小画像に対応した大画像を表示するチャプター制
御部を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　上記の手段によると、撮影モードの設定状態から再生モードに切換わったとき、すぐに
複数のチャプターの小画像、最初のチャプターの大画像が表示されるために、チャプター
機能を起動するための操作が不要である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下図面を参照して、この発明の実施の形態を説明する。図１には、この発明が適用さ
れた撮像装置、例えばハイビジョン・ビデオカメラの概観を示している。ハイビジョン・
ビデオカメラは、動画の撮影、および静止画の撮影が可能である。
【００１０】
　図１（Ａ）はハイビジョン・ビデオカメラを上部から見た図である。また、図１（Ｂ）
はハイビジョン・ビデオカメラを後方から見た図である。図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示
すように、ハイビジョン・ビデオカメラは、撮像装置本体１０００、表示パネル２０００
、及びレンズ部４０００を備えている。
【００１１】
　撮像装置本体１０００は、電源スイッチ１１００、ズームレバー１１０１、撮像／再生
切替ボタン１１０２、撮像ボタン１１０３、チャプターボタン１１０４、及びオート設定
ボタン１１０５を備えている。
【００１２】
　電源スイッチ１１００は、ハイビジョン・ビデオカメラの電源状態を切り替える為のも
のである。ズームレバー１１０１は、レンズ部４０００のレンズの焦点距離を調整する為
のものである。撮像／再生切替ボタン１１０２は、ハイビジョン・ビデオカメラの動作モ
ードを、映像を撮像する撮影モードと記憶されている撮像データを再生する再生モードと
で切り替える為のものである。撮像ボタン１１０３は、ハイビジョン・ビデオカメラの動
作モードが撮影モードである場合に映像の記録を実行するものである。チャプターボタン
１１０４は、撮像データに区切りを設定する為のものである。オート設定ボタン１１０５
は、映像を撮像する場合、例えば、光感度、明るさ等の各種の設定を自動的に設定する処
理を実行させるためのものである。また１１０６は、静止画撮影用のボタンである。
【００１３】
　表示パネル２０００は、撮像装置本体１０００に対して開閉可能な状態で取り付けられ
ているハイビジョン・ビデオカメラの表示部である。この表示パネル２０００は、通常は
、撮像装置本体１０００の凹部に収まるもので、使用時には図に示すように開かれる。表
示パネル２０００は、表示パネル２０００の長手方向を軸として回転することが出来る。
表示パネル２０００は、液晶モニタを備えている。液晶モニタは、ハイビジョン・ビデオ
カメラが撮像している映像を表示するものであり、アスペクト比１６：９のハイビジョン
用画面により構成されている。表示パネル２０００の液晶モニタの外枠には、ジョグダイ
ヤル２１００、メニューボタン２１０１、多機能ボタン２１０３が設けられている。
【００１４】
　ジョグダイヤル２１００は、各種機能の選択操作を行うためのものであり、例えば、回
転可能なダイヤルにより構成される。メニューボタン２１０１は、液晶モニタに各種のメ
ニュー表示を行うためのものである。多機能ボタン２１０３は、十字キー機能を含み各種
機能の選択操作を行うことができ、例えば、上下方向及び左右方向に押し下げ可動可能で
ある。また多機能ボタン２１０３は、ＯＫボタン機能を含み、各種機能の選択操作を確定
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するためのものであり、十字キーの中央に設けられている。なお、メニューボタン２１０
１、ジョグダイヤル２１００と多機能ボタン２１０３とが隣接して設けることにより、ジ
ョグダイヤル２１００を操作後にＯＫボタンを容易に操作することができる。右手で撮像
装置本体１０００を安定して支え、左手で表示パネル２０００のフレームを支えて、かつ
、左手の親指で、メニューボタン２１０１、ジョグダイヤル２１００と多機能ボタン２１
０３を任意に選択して操作することができ、操作性が優れている。
【００１５】
　レンズ部４０００は、映像を撮像するためのものであり、映像を受光するための撮像レ
ンズを有する。
【００１６】
　図２は、上記のハイビジョン・ビデオカメラの光学系、及び電気系のブロック構成を示
す図である。ハイビジョン・ビデオカメラは、画像取り込み部１００、信号処理部２００
、表示部３００、記憶部４００、及び制御部５００を備えている。
【００１７】
　画像取り込み部１００は、レンズ１１、撮像素子１２、アナログデジタル（Ａ／Ｄ）変
換部１３、制御部１８を備えている。レンズ１１から取り込まれた被写体像は、撮像素子
１２（例えばＣＣＤ撮像素子）の結像面に結像させる。被写体像は、ここで電気信号に変
換されアナログデジタル（Ａ／Ｄ）変換部１３によりデジタル信号（映像データ）に変換
され、後段の信号処理部１４に入力する。撮像部の制御部１８は、制御部５００からの制
御信号に応じてズーム調整、自動アイリス調整（ＡＥ）、自動フォーカス調整（ＡＦ）、
フラッシュ制御等を行うことができる。
【００１８】
　信号処理部２００は、信号処理部１４、メモリコントローラ１５、画像圧縮・伸張処理
部１６、ワークメモリ１７、及びメモリ４５を備えている。信号処理部１４では、画像取
り込み部１００からの被写体像のデジタル信号に対してガンマ補正、色信号分離、ホワイ
トバランス調整等が行われる。通常の撮影状態で撮影開始操作がなされていないときは、
信号処理部１４からの映像データは、メモリコントローラ１５を介して画像表示処理部６
１に入力される。撮影開始操作がなされると、映像データは、画像圧縮・伸張処理部１６
において、記憶部４００に格納する為に画像圧縮（例えばMPEG/JPEG方式による圧縮）が
施される。
【００１９】
　ワークメモリ１７は、例えば、画像データを編集したり、サムネイル画像を作成したり
、画像の順番の入れ替えをするときに利用される。さらには、各種のアイコンを編集する
場合にも利用される。このワークメモリ１７は、１画面分の画像データ或は複数画面分の
画像データを保存することができる。このワークメモリ１７に保存されている映像データ
は、メモリコントローラ１５を介して画像表示処理部６１に入力される。
【００２０】
　表示部３００は、画像表示処理部６１、及び液晶モニタ６２を備えている。画像表示処
理部６１は、受信した映像データを液晶モニタ６２に表示する為の変換処理及びメニュー
などの各種の表示パーツ（アイコンなど）を合成するＶｉｄｅｏ　ＯＳＤ合成を行い、液
晶モニタ６２に供給する。液晶モニタ６２は、受信した映像データを逐次表示する。これ
により、撮像中の画像、あるいはスタンバイ状態で狙っている被写体画像が液晶モニタ６
２に表示される。
【００２１】
　記憶部４００は、記憶メディアＩｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ（Ｉ／Ｏ）３１を備えている
。記憶メディアＩ／Ｏ３１には、ハードディスク（ＨＤＤ）３２Ａ、若しくは半導体メモ
リ３２Ｂなどの記憶媒体が装着される。記憶メディアＩ／Ｏ３１に装着されている記憶媒
体には、制御部５００による制御に基づいて、映像データが格納される。また、制御部５
００による制御に基づいて、記憶メディアＩ／Ｏ３１に装着されている記憶媒体に格納さ
れている映像データが読み出された場合、映像データは、画像圧縮・伸張処理部１６にお
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いて伸張処理され、メモリコントローラ１５を介して画像表示処理部６１に入力される。
即ち、再生画像が液晶モニタ６２に表示される。なお、記録メディアとしては、上記のも
のに限定されず、例えば光ディスク（ＤＶＤ）などであってもよい。
【００２２】
　制御部５００は、システム制御部２０を備えている。システム制御部２０は、ハイビジ
ョン・ビデオカメラ全体の動作を制御するものであり、ＣＰＵ、ＣＰＵの作業領域として
機能するＲＡＭなどのバッファメモリ、ＣＰＵが実行する種々のプログラムや制御データ
などが記憶されているＲＯＭなどのプログラムメモリなどから構成される。システム制御
部２０では、ＣＰＵがプログラムメモリに記憶されているプログラムを実行することによ
り種々の機能を実現している。
【００２３】
　また、ハイビジョン・ビデオカメラは、操作部２１、リモコン受信部２２、姿勢検出部
２３、外部インターフェース２４、音声Ｉ／Ｏ４１、マイク４３、及びスピーカ４４を備
えている。
【００２４】
　操作部２１は、外部からの操作入力を受け取る為のものであり、図１に示した各種のボ
タン、またはスイッチの総称である。リモコン受信部２２は、外部の図示しないリモート
コントローラによる操作入力を受信するためのものである。制御部５００は、操作部２１
及びリモコン受信部２２により受信した操作入力を装置全体に反映させるように制御して
いる。
【００２５】
　図３は、上記したシステム制御部２０の内部の機能の一部をブロック化して示している
。撮像制御部２０１は、操作入力に応じて撮影モードを設定し、撮像画像データを取り込
むために各部を制御する。再生制御部２０２は、操作入力に応じて再生モードを設定する
。表示制御部２０３は信号処理部２００からの表示用画像データを表示する。記録制御部
２０４は、撮像した画像データが信号処理部２００で圧縮され、選択された記録メディア
に記録されるように、各部を制御する。操作入力判定２１０は、操作部２１、あるいはリ
モコン受信部２２から入力した操作信号を解析して操作信号を判定する。
【００２６】
　表示パーツ選択部２１１は、メニュー画面などに表示する任意の表示パーツ（アイコン
、マークなど）を選択する。各種表示パーツは、メモリ或いは、画像表示処理部６１に格
納されている。
【００２７】
　表示パーツ移動処理部２１２は、操作入力に応答して、表示パーツの移動・消去などを
制御する。ハイライト（カーソル）位置制御部２１４は、操作入力に応答して、ハイライ
ト位置（カーソル位置）の表示位置を制御する。機能設定部２１５は、セットアップ部２
１６と相俟って、撮像装置に対して各種機能を設定するための部分である。基本処理制御
部２１７は、基本的な動作機能、例えばデータ転送、読出し、タイミング設定などを制御
する部分である。サムネイル制御部２２０は、サムネイルの作成、表示出力、スクロール
などの制御を行なう。チャプター制御部２３０は、チャプター管理機能を有し、チャプタ
ーの生成、チャプターの代表画像の設定とその小画像の作成などを行なう。姿勢情報処理
部２４０は、姿勢検出部２３からの情報を処理し、画面に対して、水平基準となる参照画
像を表示したり、傾き状態に応じて参照画像の濃度を可変したりする。
【００２８】
　図４は、上記の撮像装置の撮像/再生切替ボタン１１０２を撮影モードから再生モード
に切換えたときに、表示パネル２０００の画面に現れる画像の例を示している。再生モー
ドに切換えられたとき、この装置では、チャプター制御部２３０がすぐに起動する。そし
て、記憶部４００のハードディスク２３Ａもしくは、半導体メモリ２３Ｂに格納されてい
る最新の動画に設定された複数チャプターの各代表の小画像（図の例ではＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ
，Ｅ）を表示部３００の液晶モニタ６２に配列するとともに、その背景画像としてしては
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最初のチャプターの代表の小画像に対応した大画像（図の例ではＡ）を表示する。ここで
背景画像として表示された画像は一定時間経過後、動画像として再生開始される。
【００２９】
　さらにこのとき、各チャプターＡ－Ｅの再生時間長を視覚的に与えるタイムバー６２ａ
を液晶モニタ６２に表示することができる。ここで、チャプター制御部は、操作入力に応
じて任意の小画像を選択し、当該小画像の周りにハイライトによるカーソルを表示するこ
とができる。このときは図５に示すように、選択された小画像に対応する大画像が背景に
表示される。タイムバー６２ａでは、各チャプターの再生時間長を視覚的に感知できるよ
うに、各チャプターブロックの長さがチャプターの再生時間長に比例した長さで表示され
る。
【００３０】
　さらにまた、チャプター制御部は、選択された小画像に対応するタイムバー６２ａ上の
箇所をマーク６２ｂで指し示すことができる。またチャプター制御部は、選択された小画
像が、前記動画に対して位置する開始時間６２ｃを表示する。これにより、利用者は、動
作の一部を再生して確認したい場合、タイムバーを見て、再生を希望するチャプターの位
置を感覚的に捉えることができる。
【００３１】
　上記のチャプターの作成方法について説明する。
【００３２】
　図６に示すように、撮像装置本体１０００には、チャプターボタン１１０４が設けられ
ている。撮影モードにおいて、希望のシーンのときこのチャプターボタン１１０４を押す
ことにより、チャプターの区切り（先頭位置）とすることができる。
【００３３】
　図７（Ａ）－図７（Ｄ）は、撮像時にチャプターを作成しなかった動画について、後で
チャプターを作成する場合の例である。まず再生モードにして、多機能ボタンを押すと再
生状態となる（図７（Ａ））。ここで、利用者は、分割した場面で、多機能ボタンを押し
て一時停止を行なう。こま選択を行ないたい場合には、ジョグダイヤルを廻して、希望の
シーンを選択することができる（図７（Ｂ））。
【００３４】
　チャプターボタン１１０４を押すと、チャプター設定の準備となる（図７（Ｃ））。次
に多機能ボタンを操作して、カーソルを「はい」に移動し、多機能ボタンを押すと、チャ
プターが設定される（図７（Ｄ））。そして次のシーンが動画再生される。チャプターは
最大２０個まで設定可能である。
【００３５】
　図８（Ａ）－図８（Ｃ）はチャプター再生時の操作を示す説明図である。複数の動画が
記憶部４００に格納されているときは、メディア選択の後、ジョグダイヤル２１００を回
転させることで、希望の動画を選択することができる（図８（Ａ））。このときは、選択
された動画に設定された複数チャプターの各代表の小画像を液晶モニタ６２に配列すると
ともに、その背景画像としてしては最初のチャプターの代表の小画像に対応した大画像を
表示する。次に多機能ボタンを下方向に押すと、カーソルがチャプターの小画像に移動す
る（図８（Ｂ））。ここで、多機能ボタンを左右方向のいずれかに押すことで、任意の小
画像を選択することができる（図８（Ｃ））。
【００３６】
　再生したいチャプターが決定したら多機能ボタン２１０３を押すことで、当該チャプタ
ーの再生が開始される。
【００３７】
　上記したようにこの発明により撮影モードの設定状態から再生モードに切換わったとき
、すぐに複数のチャプターの小画像、最初のチャプターの大画像が表示されるために、チ
ャプター機能を起動するための操作が容易である。
【００３８】
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　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【００３９】
　また上記の説明では、操作入力を与える手段が表示パネル２０００の左側部の多機能ボ
タンを有するものとして説明した。しかしこの手法に限らず、この発明の装置は、外部イ
ンターフェース２４を介して、ＨＤＭＩ装置を含むＣＥＣ機能を用いて、デジタルテレビ
ジョン受信装置と接続することができる。このときは、デジタルテレビジョン受信装置は
、モニタとして機能する。さらに、当該デジタルテレビジョン受信装置を操作するリモー
トコントローラの十字キー、ＯＫボタンを用いて、表示パネル２０００の左側部の多機能
ボタンの操作と同じ操作を行うことが可能である。
【００４０】
　またこの発明は、制御方法及びこの制御方法を実効させるためのプログラム、さらには
このプログラムを格納した記憶媒体にも及ぶものである。
【００４１】
　即ち、この発明の他の面では、画像取り込み部で取得された取得画像データを処理する
画像データ処理部と、前記画像データ処理部で処理された表示用画像データを表示する表
示部と、前記画像データ処理部で処理された記憶用画像データを記憶する記憶部と、操作
入力を与えるための操作入力部と、前記操作入力部からの操作入力に応答して、前記画像
取り込み部、画像データ処理部、表示部、および記憶部を制御する制御部を有する。ここ
で撮像装置の制御方法において特徴を有するもので、前記画像データ取り込み部、前記画
像データ処理部を介して前記記憶用画像データが前記記憶部に記憶される撮影モードを設
定するステップと、前記記憶部に記憶された動画が前記画像データ処理部を介して前記表
示部に表示される再生モードを設定ステップとを有する。そして前記撮影モードから再生
モードに切換わったとき、前記記憶部に格納されている最新の動画に設定された複数チャ
プターの各代表の小画像を前記表示部に配列するとともに、その背景画像としてしては最
初のチャプターの代表の小画像に対応した大画像を表示するステップを有する。
【００４２】
　さらにこの発明では、前記撮影モードから再生モードに切換わったとき、各チャプター
の再生時間長を視覚的に与えるタイムバーを前記表示部に表示し、前記タイムバー上で前
記選択された小画像に対応する箇所をマークで指し示し、前記操作入力に応じて任意の小
画像を選択し、当該小画像の周りにハイライトによるカーソルを表示しかつ選択された小
画像に対応する前記大画像を背景に表示し、前記選択された小画像が、前記動画に対して
位置する開始時間を表示することを特徴とする。ここで、上記の撮像装置の制御方法にお
ける各処理を実行させるプログラム及びこのプログラムを格納したメモリについても本発
明の効力は及ぶものである。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】この発明が適用された撮像装置の概観を示す説明図である。
【図２】図１の撮像装置の内部の電気的機能ブロックを示す図である。
【図３】図２の制御部の内部の機能ブロックを示す図である。
【図４】この発明の特徴となるチャプター管理機能により表示された画像の例を示す説明
図である。
【図５】この発明の特徴となるチャプター管理機能により表示された画像の他の例を示す
説明図である。
【図６】動画撮影中にチャプターを設定する際の操作説明図である。
【図７】撮影済みの動画にチャプターを設定する際の操作説明図である。
【図８】チャプター管理機能により所望のチャプターを選択する際の操作説明図である。
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【符号の説明】
【００４４】
１０００・・・撮像装置本体、１１００・・・電源スイッチ、１１０１・・・ズームレバ
ー、１１０２・・・撮像／再生切替ボタン、１１０３・・・撮影ボタン、１１０４・・・
チャプターボタン、２０００・・・表示パネル、２１００・・・ジョグダイヤル、２１０
１・・・メニューボタン、２１０３・・・多機能ボタン、１００・・・画像取り込み部、
２００・・・画像データ処理部、３００・・・表示部、４００・・・記憶部、５００・・
・制御部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】
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