
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の撮像を行なう撮像部を設けた装置本体と、
　前記撮像部で撮像した画像データを記録媒体に蓄積する記録部と、
　前記装置本体に傾動機構を介して傾動自在に設けられた表示パネルと、
　前記表示パネルに設けられた操作ボタンと、
　前記表示パネルの傾動変位を検出する検出手段と、
　画像データを一時的に格納するデータバッファと、
　前記操作ボタンによって動作モードの変更が指示された場合に、その指示に対応する動
作モードを実行し、前記データバッファを用いて画像データを一時格納するとともに、前
記検出手段によって表示パネルの傾動変位を監視し、所定の時間以内に表示パネルの傾動
変位が検出されたときには前記動作モードの変更を無効とし、元の動作モードに復帰させ
る制御手段と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記操作ボタンがタッチパネル式の操作ボタンであることを特徴とする請求項１記載の
撮像装置。
【請求項３】
　前記傾動機構は表示パネルを支持軸を中心に回転する回転機構を含み、前記検出手段は
前記回転機構による表示パネルの回転を検出する手段であることを特徴とする請求項１記

10

20

JP 3829937 B2 2006.10.4



載の撮像装置。
【請求項４】
　前記傾動機構は表示パネルを装置本体に対して開閉するヒンジ機構を含み、前記検出手
段は前記ヒンジ機構による表示パネルの開閉変位を検出する手段であることを特徴とする
請求項１記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、操作ボタンによって撮影動作が指示された場合に、撮影動作を開始し
て撮像部からの撮影データを前記データバッファに蓄積していくとともに、前記検出手段
によって表示パネルの傾動変位を監視し、所定の時間以内に表示パネルの傾動変位が検出
されたときには前記撮影動作を無効とし、元の状態に復帰させることを特徴とする請求項
１記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、操作ボタンによって再生動作が指示された場合に、再生動作を開始し
て記録媒体からの再生データを前記データバッファに蓄積していくとともに、前記検出手
段によって表示パネルの傾動変位を監視し、所定の時間以内に表示パネルの傾動変位が検
出されたときには前記再生動作を無効とし、元の状態に復帰させることを特徴とする請求
項１記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記動作モードの変更処理を無効とし、元の状態に復帰させる復帰処
理の実行とともに、前記表示パネルに復帰処理を行った趣旨のメッセージを表示する表示
処理を行うことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項８】
　装置本体に設けられた撮像部により被写体の撮像を行う撮像処理と、
　前記撮像部で撮像した画像データを記録媒体に蓄積する記録処理と、
　前記装置本体に傾動機構を介して傾動自在に設けられた表示パネルへの表示処理と、
　前記表示パネルに設けられた操作ボタンの操作処理と、
　前記表示パネルの傾動変位を検出する検出処理と、
　画像データを一時的に格納するデータバッファ一時格納処理と、
　前記操作ボタンによって動作モードの変更が指示入力された場合に、その指示に対応す
る動作モードの変更処理を実行し、前記データバッファを用いて画像データを前記一時格
納処理するとともに、前記検出処理によって表示パネルの傾動変位を監視し、前記記録処
理の所定の時間以内に表示パネルの傾動変位が検出されたときには前記動作モードの変更
処理を無効とし、元の動作モードに復帰処理させる制御処理と、
　を有することを特徴とする撮像システム制御方法。
【請求項９】
　前記制御処理は、前記動作モードの変更処理を無効とし、元の状態に復帰させる復帰処
理の実行とともに、前記表示パネルに復帰処理を行った趣旨のメッセージを表示する表示
処理を行うことを特徴とする請求項８記載の撮像システム制御方法。
【請求項１０】
　前記表示処理は、所定の期間中行うことを特徴とする請求項９記載の撮像システム制御
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種操作ボタンを搭載した傾動式の表示パネルを有する撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、カメラ一体型レコーダー等の撮像装置において、映像確認用の表示パネルを
設けたものが使用されている。
　この撮像装置の表示パネルは、例えば大型のビューファインダとして撮影者側が画像確
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認を行なったり、あるいは被写体となる人が自己の表情等を確認するのに用いることがで
き、多彩な用途に使用できるように、様々な角度に配置できるような回転機構やヒンジ機
構を含む傾動機構を介して撮像装置本体に設けられている。
　さらに、この表示パネルには、撮像装置の小型化の要請により、各種の操作ボタンを搭
載したものが実用化されており、さらに操作ボタンとしては表示パネル上の画面表示との
組み合わせによるタッチパネル式のスイッチを用いたものが知られている。
【特許文献１】特開２００１－５３９９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前述の如く、撮像装置本体に傾動可能に設けた表示パネルに各種操作ボ
タンを設けた場合、電源が入った状態で表示パネルを変位させる操作を行なった際に、間
違って操作ボタンに指が触れてしまい、誤操作してしまう場合がある。
　例えば連続的な動画像の記録等を行なっている場合に、表示パネルを見易い角度に直そ
うとして誤って停止ボタンを操作してしまった場合には、連続的な画像記録が中断してし
まい、大切な記録となるべき眼前の撮影機会を逸し、適切な撮影が行なえなくなる。
　また、動作停止状態で表示パネルの角度を調整している際に、誤って記録ボタンを操作
してしまった場合にも、不要な画像が記録されてしまい、その削除を行なうことが必要と
なる。
　そして、このような誤操作による不正な動作が生じた場合、使用している記録媒体が例
えば１回しか記録できないＤＶＤ－Ｒ映像ディスク、ＣＤ－Ｒ等の場合には、その記録媒
体が無駄になってしまい、また、繰り返し記録が可能なＤＶＤ－ＲＷ映像ディスク、ＣＤ
－ＲＷ、ＨＤＤ、メモリカード等の場合でも、再度記録を行なうためにファイルシステム
でのメディア上の連続記録済データファイルの消去という、煩雑な再設定操作が必要とな
るなど、円滑な撮影を著しく妨げてしまうという問題がある。
　そこで本発明は、撮像装置本体に傾動可能に設けられた操作ボタン付き表示パネルを傾
動操作する際に、誤って操作ボタンを操作してしまった場合でも、それによる誤動作を防
止でき、適正な動作状態を確保でき、または適正な動作への復帰を容易化することが可能
な撮像装置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】
【０００４】
　上述の目的を達成するため、本発明にかかる撮像装置は、被写体の撮像を行なう撮像部
を設けた装置本体と、前記撮像部で撮像した画像データを記録媒体に蓄積する記録部と、
前記装置本体に傾動機構を介して傾動自在に設けられた表示パネルと、前記表示パネルに
設けられた操作ボタンと、前記表示パネルの傾動変位を検出する検出手段と、画像データ
を一時的に格納するデータバッファと、前記操作ボタンによって動作モードの変更が指示
された場合に、その指示に対応する動作モードを実行し、前記データバッファを用いて画
像データを一時格納するとともに、前記検出手段によって表示パネルの傾動変位を監視し
、所定の時間以内に表示パネルの傾動変位が検出されたときには前記動作モードの変更を
無効とし、元の動作モードに復帰させる制御手段とを有することを特徴とする。
　また上述の目的を達成するための本発明にかかる撮像システム制御方法は、装置本体に
設けられた撮像部により被写体の撮像を行う撮像処理と、前記撮像部で撮像した画像デー
タを記録媒体に蓄積する記録処理と、前記装置本体に傾動機構を介して傾動自在に設けら
れた表示パネルへの表示処理と、前記表示パネルに設けられた操作ボタンの操作処理と、
前記表示パネルの傾動変位を検出する検出処理と、画像データを一時的に格納するデータ
バッファ一時格納処理と、前記操作ボタンによって動作モードの変更が指示入力された場
合に、その指示に対応する動作モードの変更処理を実行し、前記データバッファを用いて
画像データを前記一時格納処理するとともに、前記検出処理によって表示パネルの傾動変
位を監視し、前記記録処理の所定の時間以内に表示パネルの傾動変位が検出されたときに
は前記動作モードの変更処理を無効とし、元の動作モードに復帰処理させる制御処理と、
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を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明にかかる撮像装置および撮像システム制御方法によれば、表示パネルに設けた操
作ボタンによって動作モードの変更が指示された場合に、その指示に対応する動作モード
を実行し、データバッファを用いて画像データを一時格納するとともに、所定の時間以内
に表示パネルの傾動変位が検出されたときには、ボタン操作が誤操作であると判断し、動
作モードの変更を無効とし、元の動作モードに復帰させるようにしたことから、表示パネ
ルを傾動操作する際に、誤って操作ボタンを操作してしまった場合でも、それによる誤動
作を防止でき、適正な動作状態を確保でき、記録媒体に対する無駄なデータ記録やデータ
再生動作を排除できるので、記録媒体の消耗を未然に防止でき、また誤動作に伴う復旧作
業を行なう必要がなくなり、適正な動作への復帰を容易化することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明の最良な形態は、撮像装置本体の側面にヒンジ機構及び回転機構を含む傾動機構
によって適宜角度調整可能に設けられたＬＣＤや有機ＥＬ等の表示パネルに、例えばタッ
チパネル方式の各種操作ボタンを設け、この表示パネルの映像を視認して被写体の確認を
行なえるとともに、この表示パネル上の操作ボタンの操作によって動画や静止画の記録、
再生を行なう。
　また、被写体の映像を取り込む撮像部と記録／再生部との間にデータを一時蓄積するた
めのバッファを設け、撮像等の動作に際しては、このバッファを通してデータを処理する
。
　そして、表示パネルの変位を検出する変位検出手段を設けるとともに、表示パネルの操
作ボタンの操作タイミングと変位検出手段からの検出信号とを監視し、操作ボタンの操作
タイミングに対して表示パネルの変位が所定の時間内に生じた場合に、誤操作と判断して
動作を無効にする制御手段を設ける。これにより、表示パネルの角度調整操作に際して誤
って操作ボタンが操作された場合に、その操作に基づく動作を無効とし、撮像装置の状態
を誤操作前の状態に復帰させる。
　したがって、表示パネルの角度調整操作中の操作ボタンの誤操作に対し、無駄なデータ
の記録動作や再生動作を行なったり、記録中または再生中の動作を誤って中断してしまっ
たりすることを防止でき、画像データの破壊や記録媒体の消耗、操作性の低下や撮影チャ
ンスの消失等を有効に防止でき、使い勝手のよい撮像装置を提供する。
【実施例１】
【０００７】
　本実施例の撮像装置は本発明をカメラ一体型レコーダーに適用したものであり、図１は
本実施例によるカメラ一体型レコーダーの外観を示す斜視図であり、図２は図１に示すカ
メラ一体型レコーダーのシステム構成を示すブロック図であり、図３は本実施例の動作概
要を示すフローチャートである。
　図１に示すように、本例のカメラ一体型レコーダーは、撮像部や信号処理部を内蔵した
装置本体１００と、この装置本体１００の側部に回転機構とヒンジ機構を含む傾動機構１
１０を介して角度調整自在に設けられた表示パネル１２０とを有し、例えば光ディスク等
の交換可能な記録媒体１３０を用いて動画像の記録、再生を行なう。
　表示パネル１２０は、装置本体１００の側部に設けた収納部１００Ａに収納された状態
（図１（Ａ））から外側に開いてビューファインダ等として用いる状態（図１（Ｂ））に
開閉操作でき、さらに、表示パネル１２０を開いた状態でその角度を調整できるようにな
っている。
　そして、この表示パネル１２０の表示画面１２０Ａには、タッチパネル式の操作ボタン
（図１では省略）が設けられており、記録、再生等の各種動作を指で指示できるようにな
っている。
　また、傾動機構１１０には、表示パネル１２０の状態が変化したことを検出するセンサ
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が設けられている。
【０００８】
　次に、図２に基づいて本装置のハードウエアシステム構成について説明する。
　ホストシステム１は、本装置のシステム全体を制御するものであり、記録媒体や外部Ｐ
Ｃ等を接続する各種インターフェースを有して構成されている。
　まず、ユーザーインターフェース１－１は、例えばタッチパネル２等からのキー入力ボ
タンやスイッチなどによるユーザー入力を受信するとともに、発光素子、音響素子によっ
て本装置の状態表示を行うものである。
　システム制御部１－２は、システム制御プロセッサ部であり、システムコントロールバ
ス１－１０とプログラムメモリ１－３－１を有している。
　プログラムメモリ１－３－１はシステム制御プロセッサのプログラム格納メモリ、作業
用ワークメモリとして機能する。ここにファイルシステムが搭載されている。
　タイマー部１－４は、リアルタイムクロック部であり、システムプロセッサの基本クロ
ック計時を行っている。
　ビデオ・オーディオインターフェース部１－５は、カメラ映像入力、マイク入力、スピ
ーカ出力、液晶画像モニターなどの各種映像音響機器５に対する映像表示出力部を有して
いる。なお、この映像表示出力部には、ユーザーに通知するアイコンなどの文字・図形表
示出力信号演算のため、スクリーンメモリ１－３－４を設けるようにしてもよい。
　ＰＣインターフェース部１－９は、ＰＣとのインターフェースを司るものである。
【０００９】
　圧縮伸長部１－６は映像音声信号の圧縮伸張処理を行なうコーデック（エンコーダ・デ
コーダ）であり、 MPEG１、 MPEG2 、 MPEG4 、あるいは将来実用化が想定される動画像、静
止画像の圧縮伸張フォーマットに沿った高圧縮の信号処理を行うブロックである。このブ
ロックにはエンコーダ・デコーダメモリ１－３－３が設けられ、動画像信号のフレームま
たはフィールド間の差分信号圧縮の記憶部として使用されている。
　データ制御部１－７は、後述するメディアデバイスのハンドシェークプロトコルによる
データ転送処理部１－８と、上述した圧縮伸張に必要な連続ストリーム転送処理との間に
あって、 Fast In Fast Outのバッファ動作を行っている。そして、そのデータバッファ領
域として使用されるのが、データメモリ１－３－２である。
　デバイスインターフェース制御部１－８は、データ制御部１－７を介してメモリ１－３
－２とのハンドシェークを行い、スロット２を経由してメディアドライブ（図１では省略
）とは、例えば ATA/ATAPI プロトコル標準に沿った非連続なハンドシェークプロトコル処
理を行ってデータ転送を実行する。
　なお、図２（Ｂ）には記録媒体のデータの一例を示している。図示のように、本例では
、記録媒体内に日付等の撮影属性情報、及び、ユーザのコメント等を含むユーザ情報を登
録情報として格納され、さらに、画像情報データが所定の方式で圧縮されて格納されてい
る。
【００１０】
　次に、図３を用いて本実施例の基本的な動作について説明する。
　本実施例の撮像装置では、表示パネルを角度調整しようとしたユーザが誤ってタッチパ
ネルを操作し、誤動作が生じた場合に、その後に続く表示パネルの変位を検出することに
より、最初の操作が誤操作であることを判定し、実行中の動作を無効とするものである。
　図３において、システム制御部はタッチパネルからの入力と表示パネルの変位（図示の
例ではパネル回し動作）を監視しており、タッチパネルからの操作によって何らかの動作
モードの変更があった場合には（ステップＳ１）、その操作内容に従って動作を実行する
とともに、所定時間内のパネル回し動作を監視する（ステップＳ２）。そして、このパネ
ル回し動作が検出された場合には、その動作モードの変更操作を無効とし、以前のモード
に戻るものとする（ステップＳ３）。なお、本装置では、動作モードの内容から必要に応
じて処理するデータを一時的にデータバッファに格納する構成により、記録媒体及びデー
タに影響を及ぼすことなく、未然に動作モードを無効とするようになっている。
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　また、パネル回し動作が検出されない場合には、その動作モードの変更操作を有効とし
、そのまま変更した動作を継続する（ステップＳ４）。
　このようにして、タッチパネルの操作に迅速に対応して動作モードの切り替えを行ない
、例えば記録動作におけるシャッタチャンスを逃すことなく動作を実行するとともに、誤
操作についても適切な回復処理を行なうことができ、記録媒体の消耗やデータの破壊を未
然に防止することが可能である。
【００１１】
　次に、以上のような構成の装置における具体的な構成例と動作例について説明する。
　まず、図４～図７は第１の具体例を示す図であり、本実施例の機能を記録動作に適用し
た場合を説明する。なお、これらの図において共通する構成については同一符号を付して
説明する。
　本例では、パネルタッチ入力による記録モードの開始操作を検出した場合に、バッファ
への撮影データの蓄積を開始するとともに、所定の期間にわたってパネル回し動作検出信
号を監視し、検出信号が検出された場合には、強制的に記録モードからスタンバイモード
に復帰するものである。
　図４に示すように、本例の撮像装置は、撮影ブロック２１０、ＣＡＭ画像出力部２２０
、画面表示部２３０、システム制御部２４０、画像記録部２５０、表示ボタン入力部２６
０、回動軸センサ２７０、回し動作論理検出部２８０、及びタッチパネル入力部２９０を
有し、撮影ブロック２１０にて撮影した動画像を記録媒体３００に記録する。
　回動軸センサ２７０は、表示パネルの支持軸の回転を検出するものであり、回し動作論
理検出部２８０は、この回動軸センサ２７０からの検出信号から表示パネルの旋回を検出
する。
　また、システム制御部２４０には、モード切替え部２４２が設けられ、画像記録部２５
０には、モード制御部２５２、 Data蓄積バッファ２５４が設けられている。
【００１２】
　撮影ブロック２１０はＣＡＭ画像出力部２２０を介して画面表示部２３０に撮影画像を
出力するとともに、画像記録部２５０の Data蓄積バッファ２５４に所定時間かけてデータ
を蓄えてから記録する。
　表示ボタン入力部２６０は、記録（ REC ）ボタン指定面積領域のタッチされたことを検
出してタッチパネル入力部２９０にＸＹ座標を出力する。タッチパネル入力部２９０はこ
のＸＹ座標が記録ボタン表示領域範囲内であることを判別して、システム制御部２４０内
のモード切替え部２４２に入力する。
　システム制御部２４０のモード切替え部２４２はタッチパネル入力部２９０のタッチ入
力信号を受けて画像記録部２５０のモード制御部２５２に対してモード切替え信号を出力
する。
　画像記録部２５０のモード制御部２５２は、システム制御部２４０のモード切替え部２
４２からモード切替え信号を受けて、同じく画像記録部２５０をスタンバイモードからカ
メラ記録モードにして、Ｄａｔａ蓄積バッファ２５４にカメラ撮影画像の記録圧縮データ
を作成、蓄積する。
　記録媒体３００には画像記録部２５０から記録圧縮データが書き込まれる。
　画面表示部２３０を撮影装置本体に回動可能に係止され、その軸回動を検出する回動軸
センサ２７０から回し動作論理検出部２８０に検出信号が入力される。
　回し動作論理検出部２８０では論理信号として回し動作論理検出信号を出力する。
この回し動作論理検出信号を受けたシステム制御部２４０のモード切替え部２４２では、
記録始動してバッファ２５４に蓄積している途中で、記録動作開始前のスタンバイモード
に強制的に戻すモード遷移制御を行う。
　これによって、パネル回わし動作中に操作ボタンに誤ってタッチして記録媒体３００へ
の記録が開始してしまうのを未然に防止する。
【００１３】
　図５は本例の制御動作フローおよび処理タイミングチャートを示しており、図６は本例
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における記録系と表示系のデータストリームの流れを示している。
　ここで、図５（Ａ）に示す最上段の図は撮像装置本体に回動可能に軸支されたタッチパ
ネル一体型画像表示パネルのユーザーの指による回し操作を時間遷移で図式化したもので
ある。
　また、図５（Ｂ）に示す上半分の図は、従来のタッチパネル一体型画像表示パネルの場
合の誤操作発生の内部処理フローを示す図である。
　さらに、図５（Ｃ）に示す下半分の図は、本例のタッチパネル一体型画像表示パネルの
場合の誤操作発生が防止される場合の内部処理フローを示す図である。
【００１４】
　まず、図５（Ｂ）に示す従来の動作について説明する。
　図５（Ｂ）に示す項目として、パネルＲＥＣｔｏｕｃｈ入力信号処理は、画面表示部に
表示されたＲＥＣボタンにタッチしたとき発生する記録開始の操作入力信号処理である。
　また、パネルＳＴＯＰｔｏｕｃｈ入力信号処理は、画面表示部に表示されたＳＴＯＰボ
タンにタッチしたとき発生する記録停止の操作入力信号処理である。
　また、画像記録部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処理は、カメラ画像入力信号を受けて
、メディア記録用に画像データ圧縮処理を行いつつ、所定のデータ量が蓄積されたら記録
メディア（媒体）への記録処理を開始する。
　画像記録部ＤａｔａＷｒｉｔｅＣｏｍｍａｎｄ動作処理は、画像データ圧縮したデータ
をＤａｔａＢｕｆｆｅｒに所定量以上が蓄積されたことをうけて、Ｗｒｉｔｅコマンド発
行によって記録メディアにバースト的に記録する記録処理を行う。
【００１５】
　ここで、ユーザーがパネルを回すときに誤ってパネル表示のＲＥＣボタンに触れてしま
うと、パネルＲＥＣｔｏｕｃｈ入力信号処理に、ＲＥＣボタンへのタッチ信号がＲＥＣ開
始操作信号として入力される。
　これを受けた画像記録部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処理では、スタンバイモードか
らカメラ記録モードに遷移処理した後、カメラ画像入力信号を記録用に画像データ圧縮し
たデータをＤａｔａＢｕｆｆｅｒに蓄積を開始する。
　またこの処理と並行して、画像記録部ＤａｔａＷｒｉｔｅＣｏｍｍａｎｄ動作処理では
、記録メディアＤａｔａＲｅｃ処理に対して、メディアのブート処理を行わせる、Ｉｎｉ
ｔｉａｌルーチンを起動する。そして、メディアドライブがレディになったことを画像記
録部に返す。
　ドライブレディが確認されたら、続いて、画像記録部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処
理は、ＤａｔａＩｎ／ＤａｔａＯｕｔＦＩＦＯ処理に入る。カメラ画像入力信号を記録用
に画像データ圧縮したデータをＤａｔａＢｕｆｆｅｒに蓄積しつつ、ＷｒｉｔｅＣｏｍｍ
ａｎｄを発行して所定のクラスタ単位でデータをメディアに書き込んでゆく。
　このような画像記録装置では、メディアへの書込みはコマンド発行ごとの不連続転送を
行っている。
　ここで、パネルを回転したためにタッチパネルの誤操作をしてしまったと気づいたユー
ザーがＳＴＯＰ表示ボタンに触れて、パネルＳＴＯＰｔｏｕｃｈ入力信号が出力処理され
る。
　ここで初めて、画像記録部のモード制御部は画像記録部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作
処理でのＤａｔａＩｎ／ＤａｔａＯｕｔＦＩＦＯ処理を停止するとともに、画像記録部Ｄ
ａｔａＷｒｉｔｅＣｏｍｍａｎｄ動作処理におけるＷｒｉｔｅコマンド発行停止と記録メ
ディアへのＦｌｕｓｈＣａｃｈｅコマンド発行を行い、システムの記録動作の停止処理を
行なう。
　以上の結果、メディアにはボタン誤操作によるデータ記録が行なわれる。
【００１６】
　次に、図５（Ｃ）に示す本例の動作について説明する。
　図５（Ｃ）に示す項目として、パネルＲＥＣｔｏｕｃｈ入力信号処理は、画面表示部に
表示されたＲＥＣボタンにタッチしたとき発生する記録開始の操作入力信号処理である。
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　また、パネルＳＴＯＰｔｏｕｃｈ入力信号処理は、画面表示部に表示されたＳＴＯＰボ
タンにタッチしたとき発生する記録停止の操作入力信号処理である。
　また、パネル旋回動作検出信号処理は、タッチパネルと一体型の画面表示部が軸まわり
に回し動作が発生した場合にパネルが回されていることを検出する。
　また、画像記録部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処理は、カメラ画像入力信号を受けて
、メディア記録用に画像データ圧縮処理を行いつつ、所定のデータ量が蓄積されたらメデ
ィアへの記録処理を開始する。
　また、画像記録部ＤａｔａＷｒｉｔｅＣｏｍｍａｎｄ動作処理は、画像データ圧縮した
データをＤａｔａＢｕｆｆｅｒに所定量以上が蓄積されたことをうけて、Ｗｒｉｔｅコマ
ンド発行によって記録メディアにバースト的に記録する記録処理を行う。
【００１７】
　ここで、ユーザーがパネルを回すときに誤ってパネル表示のＲＥＣボタンに触れてしま
う場合には、パネルＲＥＣｔｏｕｃｈ入力信号処理に、ＲＥＣボタンへのタッチ信号がＲ
ＥＣ開始操作信号として入力される。
　これを受けた画像記録部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処理では、スタンバイモードか
らカメラ記録モードに遷移処理した後、カメラ画像入力信号を記録用に画像データ圧縮し
たデータをＤａｔａＢｕｆｆｅｒに蓄積を開始する。
　またこの処理と並行して、画像記録部ＤａｔａＷｒｉｔｅＣｏｍｍａｎｄ動作処理では
、記録メディアＤａｔａＲｅｃ処理に対して、メディアのブート処理を行わせるＩｎｉｔ
ｉａｌルーチンを起動する。そして、ドライブの内部チェック処理のあとでドライブがレ
ディになったことを画像記録部に返す。
【００１８】
　このような装置では、メディアへの記録開始されるまえに、画像記録部ＤａｔａＢｕｆ
ｆｅｒ蓄積動作処理でメディアへの記録開始準備としてＤａｔａＢｕｆｆｅｒでの蓄積処
理が行なわれている。
　ここで、パネルを回したことにより発生したパネル旋回動作検出信号がシステム制御部
内のモード切替え部に対してＲＥＣモードのスタンバイモードへの強制モード遷移制御信
号を発行処理して画像記録部をスタンバイモードに戻す。
　この処理によって、パネルを回し動作することによって誤って触れてしまったタッチパ
ネルの操作ボタンの誤操作発生によって、記録メディアへの記録開始することを未然に防
止させる。
　さらにパネル回し動作途中でたびたびボタンに触れてしまっても、タッチパネルのＲＥ
Ｃボタンからの入力によるモード切替え信号であるＲＥＣ操作入力信号はパネル旋回動作
検出信号により、システム制御部内のモード切替え部でのＲＥＣモードへの遷移をブロッ
クしているので、パネル誤操作による記録開始はブロックされている。
【００１９】
　次に、図７はシステム制御部のＲＥＣモード制御の要部処理動作を示す説明図である。
　まず、システム制御部の第１状態は、スタンバイモードでＲＥＣスタート操作入力を待
っている状態である。
　ここでＲＥＣスタートボタン操作入力を受けると、第２状態であるＢｕｆｆｅｒＤａｔ
ａＳｔｏｒｅモードに遷移する。この状態で、カメラ部からの画像データの記録のための
圧縮エンコードとＢｕｆｆｅｒＤａｔａへのデータ蓄積が開始され、所定量のデータが蓄
積されるまで、画像記録部でのＤａｔａＢｕｆｆｅｒＲｅａｄｙとなることを待つ。
　ここで、パネルの回動可能に軸支持された回動軸の回し動作検出部から画像表示パネル
の回し動作が検出入力されたなら、ＢｕｆｆｅｒＤａｔａＳｔｏｒｅモードからＳｔａｎ
ｄＢｙモードに強制的に遷移して、ＲＥＣスタート操作入力を待つ第１状態に戻る。
　次に、画像記録部でＢｕｆｆｅｒＲｅａｄｙとなって画像圧縮データがバッファに十分
蓄積され、メディアへのデータ記録が開始できる状態になったら、第３状態のＭｅｄｉａ
ＷｒｉｔｅＳｔａｒｔモードに移行する。この状態では、記録メディアへのＤａｔａＢｕ
ｆｆｅｒからの書き込みが開始される。カメラ画像データの圧縮エンコードによる画像記
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録部のＤａｔａＢｕｆｆｅｒへの蓄積とＤａｔａＢｕｆｆｅｒからの記録メディアへの圧
縮画像データの書込みがＦＩＦＯ動作で行なわれる。
　また、カメラ画像データの圧縮エンコードと記録メディアへの書き込みの終了を指示す
るＳｔｏｐ操作入力がなされる場合には、第４状態のＲＥＣＳｔｏｐモードに入り、記録
各部の記録終了設定処理を行なってから第１状態のＳｔａｎｂｙモードに戻る。
【００２０】
　次に、第２の具体例を説明する。
　図８～図１２は第２の具体例を示す図であり、本実施例の機能を再生動作に適用した場
合を説明する。なお、これらの図において共通する構成については同一符号を付して説明
する。
　本例では、パネルタッチ入力による再生モードの開始操作を検出した場合に、表示パネ
ルへのデータの再生を開始するとともに、所定の期間にわたってパネル回し動作検出信号
を監視し、検出信号が検出された場合には、強制的に再生モードからスタンバイモードに
復帰するものである。
　図８に示すように、本例の撮像装置は、撮影ブロック４１０、ＰＢ（再生）画像出力部
４２０、画面表示部４３０、システム制御部４４０、画像再生部４５０、表示ボタン入力
部４６０、回動軸センサ４７０、回し動作論理検出部４８０、及びタッチパネル入力部４
９０を有し、検索用の小画像（サムネイル画像）入りの原画像記録済み記録媒体５００を
再生する。
　回動軸センサ４７０は、表示パネルの支持軸の回転を検出するものであり、回し動作論
理検出部４８０は、この回動軸センサ４７０からの検出信号から表示パネルの旋回を検出
する。
　また、システム制御部４４０には、モード切替え部４４２が設けられ、画像記録部４５
０には、モード制御部４５２、 Data蓄積バッファ４５４が設けられている。
【００２１】
　表示ボタン入力部４６０には、サムネイル画像が画面表示部４３０の所定位置に合わせ
て表示されている。サムネイルの指定面積領域がタッチされたことを検出してタッチパネ
ル入力部４９０にＸＹ座標を出力する。タッチパネル入力部４９０はこのＸＹ座標がサム
ネイル表示領域範囲内であることを判別して、サムネイル選択入力信号として、システム
制御部４４０のモード切替え部４４２に入力する。
　システム制御部４４０のモード切替え部４４２はタッチパネル入力部４９０のサムネイ
ル選択入力信号をうけて、画像再生部４５０のモード制御部４５２に対してモード切替え
信号およびサムネイル画像選択信号を出力する。
　画像再生部４５０のモード制御部４５２は、システム制御部４４０のモード切替え部４
４２からモード切替え信号を受けて同じく画像再生部４５０がスタンバイから再生ＰＢモ
ードになる。
　サムネイル選択信号に対応する原画像データが記録済みメディアから検索して読み出さ
れ、このデータを所定量蓄積したあとで、Ｄａｔａ蓄積バッファから原画像の圧縮データ
が伸張されて読み出され、ＰＢ再生画出力部から画像表示部に出力される。これによって
、サムネイル画像の選択にリンクして対応した原画像データが再生される。
　画面表示部４５０は装置本体に回動可能に係止され、その軸回動を検出する回動軸セン
サ４７０から回し動作論理検出部４８０に検出信号が入力されている。
　回し動作論理検出部４８０では論理信号として回し動作論理検出信号を出力する。この
回し動作論理検出信号を受けたシステム制御部４４０のモード切り替え部４４２では、再
生始動してメディアから読み出し準備および再生バッファ４５４に蓄積している途中で、
再生動作開始前のスタンバイモードに強制的に戻すモード遷移制御を行う。
　これによって、パネル回わし動作中に操作ボタンに誤ってタッチしてメディアからの原
画像選択再生が開始して画面が切り替わってしまうのを未然に防止する。
【００２２】
　図９は本例の制御動作フローおよび処理タイミングチャートを示しており、図１０は本
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例における記録系と表示系のデータストリームの流れを示している。
　ここで、図９（Ａ）に示す最上段の図は撮像装置本体に回動可能に軸支されたタッチパ
ネル一体型画像表示パネルのユーザーの指による回し操作を時間遷移で図式化したもので
ある。
　また、図９（Ｂ）に示す上半分の図は、従来のタッチパネル一体型画像表示パネルの場
合の誤操作発生の内部処理フローを示す図である。
　さらに、図９（Ｃ）に示す下半分の図は、本例のタッチパネル一体型画像表示パネルの
場合の誤操作発生が防止される場合の内部処理フローを示す図である。
【００２３】
　まず、図９（Ｂ）に示す従来の動作について説明する。
　図９（Ｂ）に示す項目として、パネルＰＢｔｏｕｃｈ入力信号処理は、画面表示部に表
示されたサムネイル画像表示領域にあわせた選択ボタン領域にタッチしたとき発生する再
生開始の操作入力信号処理である。また、パネルＳＴＯＰｔｏｕｃｈ入力信号処理は、画
面表示部に表示されたＳＴＯＰボタンにタッチしたとき発生する再生停止の操作入力信号
処理である。
　また、画像再生部ＤａｔａＲｅａｄＣｏｍｍａｎｄ動作処理は、Ｒｅａｄコマンド発行
によって記録済みメディアからバースト的に読み出しする再生処理を行う。
　また、画像再生部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処理は、メディアからの読み出し画像
データ信号をうけて、画像表示用に画像データ伸張処理を行いつつ、所定のデータ量が蓄
積されたら再生ＰＢ出力部４２０への再生処理を開始する。
【００２４】
　ここで、ユーザーがパネルを回すときに誤ってパネル表示のサムネイル画像の選択ボタ
ンに触れてしまうと、パネルＰＢｔｏｕｃｈ入力信号処理に、サムネイル画像の選択ボタ
ンへのタッチ信号が原画像の再生開始操作信号として入力される。
　これを受けた画像再生部ＤａｔａＲｅａｄＣｏｍｍａｎｄ動作処理では、記録済みメデ
ィアＤａｔａＰＢ処理に対して、メディアの読み出し準備処理を行なう。そして、ドライ
ブが読み出しレディになったことを画像再生部に返す。
　画像再生部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処理では、スタンバイモードから画像再生モ
ードに遷移処理したのち、メディアのドライブレディが確認されたら、記録済みメディア
から選択されたサムネイル画像にリンク対応する原画像圧縮データを読み出して、Ｄａｔ
ａＢｕｆｆｅｒに取り込みを開始する。画像再生部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処理は
データバッファに所定のデータ量が蓄積されるまで継続される。
【００２５】
　その後、ＤａｔａＩｎ／ＤａｔａＯｕｔＦＩＦＯ処理に入る。ＲｅａｄＣｏｍｍａｎｄ
を発行して所定のクラスタ単位でメディアから読み出された圧縮画像データのＤａｔａＢ
ｕｆｆｅｒへの蓄積が行なわれつつ、ＤａｔａＢｕｆｆｅｒからの圧縮画像データの伸張
がなされ、ＰＢ画出力部で画面表示部への選択サムネイル画像に対応する原画像の再生画
像出力処理が行なわれる。
　ここで、パネルを回転したためにタッチパネルの誤操作をしてしまったと気づいたユー
ザーがＳＴＯＰ表示ボタンに触れて、パネルＳＴＯＰｔｏｕｃｈ入力信号が出力処理され
る。
　ここで初めて、画像再生部のモード制御部は画像再生部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作
処理でのＤａｔａＩｎ／ＤａｔａＯｕｔＦＩＦＯ処理を停止するとともに、画像再生部の
画像データ伸張出力動作処理の停止、および記録メディアへのＷｒｉｔｅコマンド発行停
止とＦｌｕｓｈＣａｃｈｅコマンド発行を行うことによって、システムの再生動作の停止
処理を行なう。
　以上の結果、画像表示パネル部にはボタン誤操作により意図しない原画像が選択され、
読み出され、表示が入れ替わったあとで停止される。
【００２６】
　次に、図９（Ｃ）に示す本例の動作について説明する。
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　図９（Ｃ）に示す項目として、パネルＰＢｔｏｕｃｈ入力信号処理は、画面表示部に表
示されたＰＢボタンにタッチしたとき発生する記録開始の操作入力信号処理である。
　また、パネルＳＴＯＰｔｏｕｃｈ入力信号処理は、画面表示部に表示されたＳＴＯＰボ
タンにタッチしたとき発生する記録停止の操作入力信号処理である。
　また、パネル旋回動作検出信号処理は、タッチパネルと一体型の画面表示部が軸まわり
に回し動作が発生した場合にパネルが回されていることを検出する。
　また、画像再生部ＤａｔａＲｅａｄＣｏｍｍａｎｄ動作処理は、圧縮した画像データを
Ｒｅａｄコマンド発行によって記録済みメディアからバースト的に読み出しする再生処理
を行う。
　また、画像再生部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処理は、メディアからの再生処理が開
始されて所定のデータ量がＤａｔａＢｕｆｆｅｒに蓄積された後に、メディア記録用に画
像データ圧縮処理を行いつつ画像再生部で圧縮画像データの伸張を行なう、いわゆるＤａ
ｔａＢｕｆｆｅｒでのＤａｔａＩｎ／ＤａｔａＯｕｔＦＩＦＯ動作に移行する処理をいう
。
【００２７】
　ここで、パネルＰＢｔｏｕｃｈ入力信号処理として、ユーザーがパネルを回すときに誤
ってパネル表示のＰＢボタンを兼ねる縮小画像サムネイルに触れてしまう場合には、ＰＢ
ボタンへのタッチ信号がサムネイル画像とともに選択されたとしてＰｌａｙＢａｃｋ開始
操作信号として入力される。これを受けた画像記録部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処理
では、スタンバイモードから読み出しＢｕｆｆｅｒＤａｔａＳｔｏｒｅモードに遷移処理
した後、記録済みメディア上からサムネイル画像に対応する原画像データにアドレス検索
して、セクタ単位でデータが読み出される。
　そして、読み出された画像データ圧縮したデータがＤａｔａＢｕｆｆｅｒに蓄積開始さ
れる。このような画像記録装置では、画像記録部ＤａｔａＢｕｆｆｅｒ蓄積動作処理でメ
ディアから読み出された圧縮データの再生開始準備としてＤａｔａＢｕｆｆｅｒでの蓄積
処理が行なわれる。
　ここで、パネルを回転したことにより発生したパネル旋回動作検出信号がシステム制御
部内のモード切替え部に対してＰＢモードのスタンバイモードへの強制モード遷移制御信
号を発行処理して画像再生部をスタンバイモードに戻す。
　この処理によって、パネルを回し動作したときに誤って縮小画像（サムネイル画像）に
触れてしまったことによるタッチパネルの操作ボタンの誤操作発生によって、記録済みメ
ディアから縮小画像に対応する原画像の読み出し伸張表示開始による表示の差し替えを未
然に防止させる。
　さらにパネル回し動作途中でたびたびボタンに触れてしまっても、タッチパネルのサム
ネイル縮小画像ボタンからのサムネイル画像選択操作入力およびＰＢ操作入力信号となる
ＰＢモード切替え信号は、パネル旋回動作検出信号により、システム制御部内のモード切
替え部でのＰＢモードへの遷移をブロックしているので、パネル誤操作による再生原画像
表示は未然に防止されている。
【００２８】
　図１１はシステム制御部のＰｌａｙＢａｃｋモード制御の要部処理動作の説明図である
。
　まず、システム制御部の第１状態は、スタンバイモードでＰＢスタート操作入力を待っ
ている状態である。
　そして、ＰＢスタートボタン操作入力を受けると、第２状態であるＢｕｆｆｅｒＤａｔ
ａＳｔｏｒｅモードに遷移する。この状態で、メディアからのデータ読み出しとＢｕｆｆ
ｅｒＤａｔａへのデータ蓄積が開始され、所定量のデータが蓄積されるまで、画像再生部
でのＤａｔａＢｕｆｆｅｒＲｅａｄｙとなることを待つ。
　ここで、パネルの回動可能に軸支持された回動軸の回し動作検出部から画像表示パネル
の回し動作が検出入力されたなら、ＢｕｆｆｅｒＤａｔａＳｔｏｒｅモードからＳｔａｎ
ｄＢｙモードに強制的に遷移して、ＰＢスタート操作入力を待つ第１状態に戻る。
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　画像再生部でＢｕｆｆｅｒＲｅａｄｙとなって画像データ伸張、再生出力が開始できる
状態になったら、第３状態のＰＢ－ｏｕｔｐｕｔＳｔａｒｔモードに移行する。この状態
では、記録済みメディアからのサムネイル画像にリンク対応する原画像の画像再生部から
の画面表示部への出力が開始される。ＤａｔａＢｕｆｆｅｒは記録済みメディアからの圧
縮画像データを読み出しつつ、画像の伸張デコードにより画像再生部へ原画像データを出
力する。
　原画像データの読み出しと画像伸張デコードが終了したら第４状態のＰＢ－ｏｕｔｐｕ
ｔＳｔｏｐモードに入り、再生各部の再生終了設定処理を行なってから第１状態のＳｔａ
ｎｂｙモードに戻る。
【００２９】
　図１２は撮影画像ファイルデータベースのファイルアクセス処理を示す説明図である。
　図１２において、タッチパネルと一体となった画面表示部４３０に、サムネイル画像４
３１が所定の指定位置に並んで表示されている。
　画面表示部（表示パネル）４３０を回そうとして、誤ってサムネイル画像の一つに触れ
た場合、パネル誤操作による縮小画像選択操作入力およびＰＢ開始操作入力がなされたこ
とになる。
　その縮小画像選択操作入力信号とＰＢ開始操作入力信号は、システム制御部４４０の縮
小画像／原画像リンク制御部４４４に入り、ファイルシステムのメディア上の検索によっ
て、画像フォルダ内部の縮小画像データにリンク呼び出し動作対応する原画像データをア
クセスして読み出し、伸張デコードされて画像再生部４５０からの出力が切り替わって、
原画像４３２が画面表示部４３０に表示される。
【実施例２】
【００３０】
　次に、本発明の実施例２を説明する。
　上述した実施例１では本発明をカメラ一体型レコーダーに適用した例を説明したが、本
発明はその他の撮像装置にも適用可能であり、実施例２ではカメラ付き携帯電話機に適用
した例を説明する。
　図１３は実施例２によるカメラ付き携帯電話機の具体的構成例を示すブロック図であり
、図１４は実施例２によるカメラ付き携帯電話機の操作時の様子を示す斜視図である。
　図１４に示すように、本例の携帯電話機では、電話機本体６００に対してヒンジ機構等
の傾動機構を介して結合された蓋部６１０側に表示パネル６２０が設けられている。そし
て、本例では、この表示パネル６２０側にタッチパネル式の操作ボタンが設けられており
、上述した実施例１と同様に、タッチパネルからの操作によって各種の処理を行なえるよ
うになっている。
【００３１】
　また、図１３に示すように、本例の携帯電話機は、カメラ部７１０から映像を入力する
映像入力部７２０、マイク及びライン入力部７３０からの音声を入力する音声入力部７４
０、映像や音声の伸長・圧縮を行なう圧縮・伸長部７５０、映像や音声を表示する画面表
示部７６０、画面表示部７６０に設けられたタッチパネル部（操作入力部）７７０、映像
や音声の出力を行なう映像音声出力部７８０、表示パネルの回転を検出するパネル回り検
出部７９０、操作入力を処理するヒューマンインターフェース（ＨＩ）操作制御部８００
、メディアへの読み書きデータを一時蓄積する読み書きデータバッファ部８１０、メディ
アへの記録再生を制御する記録メディア部８２０、及びシステム全体を制御するシステム
動作モード制御部８３０を有する。
　そして、本例においても、タッチパネル部７７０からの入力によってモード変更指示が
あった場合に、読み書きデータバッファ部８１０を用いてデータを一時蓄積するとともに
、所定時間内の表示パネルの回転をパネル回り検出部７９０によって検出し、表示パネル
の回転が検出された場合には、誤操作と判定して元の動作モードに復帰する。
そしてさらにこのとき、表示パネルには、「表示パネル回し中なのでボタン操作は取り消
されました」という警告メッセージを数秒間、具体的には２～３秒の期間、表示し、この
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撮像装置使用者に知らせて誤操作に対する注意を喚起することとしてもよい。
【００３２】
　なお、本発明の撮像装置は、上述の例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を
逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
　例えば、上述の例では、主に表示パネルの回転を検出して誤操作の判定に用いたが、そ
れに加えてヒンジ機構による傾きの変化を検出して誤操作の判定に用いるようにしてもよ
い。
　また、誤操作を判定する表示パネル上の操作ボタンとしては、必ずしもタッチパネル式
のものである必要はなく、押しボタン式のものに適用してもよい。
　また、使用する記録媒体についても、上述した光ディスク系の媒体に限らず、データ圧
縮して内蔵バッファメモリに一時的に所定時間分を蓄えて記録メディアに書き込みする、
あるいは記録メディアから圧縮されたデータを読み出して内蔵バッファメモリに一時的に
所定時間分を蓄えてデータ伸張して映像音声出力する、さらにはコマンドに呼応してアク
セス可能なレディ状態になるまで所定時間かかるドライブを内蔵する、映像音声デジタル
データ撮像装置において使用される、磁気ディスク系の媒体や半導体メモリ媒体、さらに
は磁気テープ系の媒体等を使用する撮像装置に広く適用できるものである。
　また、上述した説明では、主にデータの記録や再生のボタン操作時の動作について説明
したが、例えば表示画面の明度やコントラスト等を調整するためのボタンが操作された場
合にも、上述した動作モード変更制御動作を同様に適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施例１に係るカメラ一体型レコーダーの外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示すカメラ一体型レコーダーのハードウエア構成を示すブロック図である
。
【図３】本発明の実施例１に係る動作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施例１に係る第１の具体的構成例を示すブロック図である。
【図５】図４に示す装置における動作例を示す説明図である。
【図６】図４に示す装置における動作例を示す説明図である。
【図７】図４に示す装置における動作例を示す説明図である。
【図８】本発明の実施例２に係る第２の具体的構成例を示すブロック図である。
【図９】図８に示す装置における動作例を示す説明図である。
【図１０】図８に示す装置における動作例を示す説明図である。
【図１１】図８に示す装置における動作例を示す説明図である。
【図１２】図８に示す装置における撮影画像ファイルデータベースのファイルアクセス処
理を示す説明図である。
【図１３】本発明の実施例２に係るカメラ付き携帯電話機のハードウエア構成を示すブロ
ック図である。
【図１４】図１３に示す携帯電話機の外観を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１００……装置本体、１１０……傾動機構、１２０……表示パネル、１３０……記録媒
体、１－１……ユーザーインターフェース、１－２……システム制御部、１－３－１……
プログラムメモリ、１－３－２……データメモリ、１－３－３……エンコーダ・デコーダ
メモリ、１－３－４……スクリーンメモリ、１－４……タイマー部、１－５……ビデオ・
オーディオインターフェース部、１－６……圧縮伸長部、１－７……データ制御部、１－
８……データ転送処理部、１－９……ＰＣインターフェース部、１－１０……システムコ
ントロールバス。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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