
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一の記録媒体の再生モードにおいて、第一の記録媒体が非再生中であって、かつ第二の
記録媒体が装着されていることを条件として、第二の記録媒体を再生するための第一アイ
コンを表示することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
前記第一アイコンの表示は、第一の記録媒体の再生モードで表示されるアイコンのひとつ
を入れ替えて表示することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
前記第一アイコンの操作によって表示された第二の記録媒体の再生画面には、第一の記録
媒体の再生モードに戻すための第二アイコンを表示することを特徴とする請求項２に記載
の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は撮像装置に関し、ビデオモードからダイレクトにメモリ再生画面へ移行できるよ
うにしたものである。
【０００２】
【従来の技術】
撮影した画像を記録したり再生したりする撮像装置として、最近では、複数の記録媒体に
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、異なる記録方式によって記録させる、カメラ一体型ＶＴＲなどが製品化されている。こ
のような撮像装置の中には、各記録媒体ごとに、異なる記録モードが用意され、使用者が
記録モードを選択できるように、モード切替スイッチを設けたものがある。例えば、記録
媒体として、テープとメモリカードとに記録を行なう撮像装置では、テープへの記録を行
なう「ビデオモード」と、メモリカードへの記録を行なう「メモリモード」とが用意され
、これらの２つのモードはモード切替スイッチによって切り替えられる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、このように記録媒体ごとにモードが用意されている撮像装置では、使用者によ
って「ビデオモード」が選択されると、「ビデオモード」が選択されている間は、メモリ
カードへの記録や再生を行なうことが容易ではなかった。
【０００４】
そこで本発明は、斯かる課題を解決し、複数の記録媒体への記録と再生とを容易に行なう
ことができる撮像装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
斯かる目的を達成するための撮像装置の構成は、第一の記録媒体の再生モードにおいて、
第一の記録媒体が非再生中であって、かつ第二の記録媒体が装着されていることを条件と
して、第二の記録媒体を再生するための第一アイコンを表示することを特徴とする。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による撮像装置の実施の形態を説明する。
【０００７】
カメラ一体型ＶＴＲの構成を図２に示す。本体１における被写体と対向させる側にはレン
ズ部２が設けられており、画像を記録する場合は、電子ビューファインダ３又は液晶モニ
タ４を見ながら、被写体を記録することができる。モード切換スイッチ９が設けられてお
り、「ＯＦＦ」「カメラモード」「ビデオモード」「メモリモード」の４位置を選択する
ことができる。そして、図示しないテープ（第一の記録媒体）又はメモリスティック（第
二の記録媒体）７に動画を記録するための記録ボタン１０と、静止画を記録するためのフ
ォトボタン２７とが設けられている。また、音声を記録するためのマイクロホン５が設け
られている。
【０００８】
カセットテープは開閉可能な蓋体６を開いて着脱することができ、メモリスティック７は
媒体挿入口８に着脱自在に挿入して装着される。なお、図２中、１４はオーディオ端子、
２８は充電式のバッテリである。
【０００９】
図２モード切換スイッチ９を「ビデオモード」にすると、液晶モニタ４には図１（ａ）の
テープの再生画面が表示される。図１（ａ）の再生画面では従来と同様に再生キー１１ｃ
に触れることによりテープの再生が可能である。本発明ではこれに加えて、「ビデオモー
ド」のときに、一定の要件下で、メモリスティック７が再生できるようになっている。即
ち、テープが再生中でない場合であって、かつメモリスティック７が媒体挿入口８に挿入
されている場合にのみ、図１（ｂ）に示すように、図１（ｄ）のメモリスティックの静止
画再生画面にダイレクトに移行できる切替キー（第一アイコン）１１ｆが図１（ａ）の停
止キー（１１ａ）に代えて表示されるようになっており、「ビデオモード」の図１（ｂ）
の画面ではテープとメモリスティックとのいずれかを選択して再生することが可能である
。
【００１０】
停止キー（１１ａ）のアイコンは、図１（ａ）に示すように例えば正方形のマークであり
、テープを停止させるためのキーであることが使用者にわかるように、液晶モニタ４上に
表示される。これに対して、メモリスティックの再生のための切替キー１１ｆのキーは、
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図１（ｂ）に示すように例えば長方形の角部が切り欠かれた図形（メモリスティツク自体
の外形と類似）の中に「再生」という文字と三角形の図形を描いたマークであり、使用者
にとって、テープの再生のための再生キー１１ｃと容易に区別できるように表示される。
【００１１】
前記の内容を詳述すると以下のようになる。「ビデオモード」では、図１（ａ）～（ｃ）
に示すように、左端に存在する本来の停止キーが画面に応じて変わることになる。つまり
、以下のように変化する。図１（ｃ）のようにテープの再生中はテープの再生を止めるこ
とが必要なため本来の停止キー（１１ａ）が表示され、この停止キー（１１ａ）に触れる
と図１（ａ）のようにテープの再生が停止した状態の画面となる。テープの再生が行われ
ていない図１（ａ），（ｂ）の画面であっても、メモリスティック７が装着されていない
図１（ａ）の場合は、メモリスティック７の再生はできないので停止キー（１１ａ）が表
示されるが、メモリスティック７が装着された図１（ｂ）の場合は図１（ｄ）のメモリス
ティックの再生画面に切り替えるための切替キー（１１ｆ）が表示される。
【００１２】
図１（ｂ）のテープの再生画面で切替キー（１１ｆ）に触れると、ダイレクトに図１（ｄ
）に示すメモリスティックの再生画面へ移行する。そして、従来と同様にして静止画を順
次に再生することができる。図１（ｄ）のメモリスティックの再生画面には、図１（ｂ）
のテープの再生画面へ戻るための切替キー（第二アイコン）（１２ｆ）が設けられている
。
【００１３】
図５はカメラ一体型ＶＴＲのブロック図である。図５において、１５は光を電気信号に変
換する撮像素子、１６は電気信号に変換された画像を処理するビデオカメラ信号処理回路
、１７は電気信号化された画像・音声を記録又は再生のために分配するテープの記録再生
処理回路、１８は記録又は再生のために電気信号と磁気信号との間で変換を行うための磁
気ヘッド、１９はテープ、２０は電気信号に変換された音声を処理する音声信号処理回路
、２１はスルー画（液晶モニタ４に表示される被写体の画像）や再生画の画面にキーや文
字等を挿入するための文字挿入回路、２２は電気信号に変換された画像を処理するスチル
カメラ信号処理回路、２３は電気信号化された画像を一時的に保存するバッファメモリ、
２４はメモリスティック７への画像の記録と再生によるバッファメモリ２３への画像の保
存とを行うためのメモリスティックの記録再生処理回路、２５は各部を制御するための制
御部、２６は液晶モニタ４上のキーや録画ボタン１０，フォトボタン２７等の操作部であ
る。
【００１４】
次に、斯かるカメラ一体型ＶＴＲの作用を説明する。
【００１５】
テープに画像を記録する場合は、モード切換スイッチ９を「カメラモード」にする。する
と電子ビューファインダ３及び液晶モニタ４には図３のように被写体を映し出すスルー画
が表示されるので、録画ボタン１０を押すとテープへの動画の記録が開始され、再び録画
ボタン１０を押すと動画の記録が終了する。テープに静止画を記録する場合は、フォトボ
タン２７を押せば、約７秒間の間、静止画が記録される。これを図５で説明すると、レン
ズ部２を通過した光が撮像素子１５によって電気信号に変換されたのちにビデオカメラ信
号処理回路１６，テープの記録再生処理回路１７を介して磁気ヘッド１８に至り、磁気ヘ
ッド１８において電気信号から磁気信号に変換されてテープ１９に記録される。このとき
、音声はマイク５により電気信号に変換され、音声信号処理回路２０，テープの記録再生
処理回路１７，磁気ヘッド１８を介して画像と共にテープ１９に記録される。記録中に再
び記録ボタン１０を押すと、動画の記録が終了する。静止画の場合は最初の一回のみで静
止画が記録される。
【００１６】
次に、テープに記録した動画あるいは静止画を再生する場合は、モード切換スイッチ９を
「ビデオモード」にする。このとき、メモリスティック７が媒体挿入口８に装着されてい
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なければ、液晶モニタ４および電子ビューファインダ３には図１（ａ）に示すようにキー
のみからなる再生画面が表示されるので、夫々のキーに触れることによりテープを操作し
て画像を再生する。１１ａは停止キー、１１ｂは巻戻しキー、１１ｃは再生キー、１１ｄ
は早送りキー、１１ｅはメニューやモニタ画面の明るさを選択するキーを表示するための
機能キーである。
【００１７】
一方、メモリスティック７が媒体挿入口８に装着されている場合は液晶モニタ４に図１（
ｂ）の再生画面が表示される。図１（ａ）の画面では左端のキーが停止キー（１１ａ）の
表示となっており、再生キー１１ｃに触れることにより図１（ｃ）のように動画又は静止
画の再生が可能であるが、図１（ｂ）の画面では左端のキーがメモリスティツク７の再生
用の切替キー（１１ｆ）となっているので、再生キー１１ｃ又は切替キー（１１ｆ）に触
れることにより図１（ｃ）のテープの再生又は図１（ｄ）のメモリスティツク７の再生の
いずれかを選択することができる。つまり、再生キー１１ｃに触れると図１（ｃ）に示す
ようにテープが再生され、切替キー（１１ｆ）に触れると図１（ｄ）に示すようにメモリ
スティツク７が再生される。図１（ｄ）のメモリスティツク７の再生画面から図１（ｂ）
のテープの再生画面へ戻るには図１（ｄ）の切替キー（１２ｆ）に触れればよい。即ち、
切替キー（１１ｆ）と切替キー（１２ｆ）とにより、メモリスティツク７の再生を行なう
図１（ｄ）の再生画面とテープの再生を行なう図１（ｂ）の再生画面との間で相互に切り
替えが可能である。
【００１８】
図１（ｃ）の「ビデオモード」でのテープの再生を図５に基づいて説明する。テープ１９
に記録された画像と音声の磁気信号が磁気ヘッド１８により電気信号に変換されてテープ
の記録再生処理回路１７へ至り、画像は文字挿入回路２１を介して電子ビューファインダ
３，液晶モニタ４へ至って文字挿入回路２１からの文字等と画像とが表示される一方、音
声は音声信号処理回路２０，オーディオ端子１４を介して図示しないヘッドホン等に供給
される。
【００１９】
次に、メモリスティック７に画像を記録する場合は、モード切替スイッチ９を「メモリモ
ード」にする。すると、「メモリモード」になって図４（ａ）のスルー画面が表示される
ので、録画ボタン１０を押すとメモリスティック７への動画の記録が開始され、再び録画
ボタン１０を押すと動画の記録が終了する。メモリスティック７に静止画を記録する場合
は、フォトボタン２７を押せば、静止画が記録される。メモリスティック７への記録を図
５に基づいて説明する。撮像素子１５により電気信号に変換された画像がスチルカメラ信
号処理回路２２を介して画像としてバッファメモリ２３に一時的に保存され、メモリステ
ィックの記録再生の処理回路２４を介してメモリスティック７に記録される。
【００２０】
メモリスティツクに記録した画像を再生する場合は、モード切換スイッチ９を「メモリモ
ード」にする。すると、最初は液晶モニタ４には図４（ａ）のスルー画が表示されるので
、キー１３に触れて図４（ｂ）に示す再生画面に切り替える。図４（ｂ）の再生画面では
、図１（ｄ）の再生画面に表示されたキーと一部一致するが、複数のキーが表示される。
１２ａはひとつ前の静止画を表示する戻りキー、１２ｂは次の静止画を表示する送りキー
、（１２ｃ）は図４（ａ）のスルー画面へ戻るための切替キー（図４（ａ）の切替キー（
１３）と図４（ｂ）の切替キー（１２ｃ）とを押すことにより、図４（ａ）のスルー画面
と図４（ｂ）の再生画面とが交互に切り替わる）、１２ｄは記録した複数の静止画を小さ
なサムネイル画像として表示するためのインデックスキー、１２ｅは前記１１ｅと同一の
機能を有する機能キーである。
【００２１】
このほか、前記のように「ビデオモード」にして図１（ｂ）のようにメモリスティック７
を装着した状態で切替キー１１ｆに触れることにより前記の図１（ｄ）のメモリスティッ
クの再生画面を表示させることもできる。図４（ｂ）又は図１（ｄ）の再生画面を表示す

10

20

30

40

50

(4) JP 3614120 B2 2005.1.26



ると静止画が表示されるので、戻しキー１２ａ又は送りキー１２ｂに触れることにより静
止画を順番に再生することができる。静止画の再生は、図５においてメモリスティック７
から再生された画像が、メモリスティックの記録再生処理回路２４を介してバッファメモ
リ２３に一時的に保存され、スチルカメラ信号処理回路２２，文字挿入回路２１を介して
電子ビューファインダ３，液晶モニタ４に至り、文字挿入回路２１からの文字等と画像と
が表示される。メモリスティックによる動画の再生については説明を省略する。
【００２２】
このほか、例えば「メモリモード」でのメモリスティックの再生時に、テープなどの他の
記録媒体へ記録するためのキーを表示することによって、メモリスティックに記録された
画像をテープに記録できるようにしてもよい。また、逆に、「ビデオモード」でのテープ
の再生時に、メモリスティックへ記録するためのキーを表示することによって、テープに
記録された画像をメモリスティックに記録できるようにしてもよい。
【００２３】
今回の発明に係る「ビデオモード」からダイレクトに「メモリスティックの再生画面」へ
移行する部分のフローチャート図を図６に示す。まず、ステップＳＰ１において、図１（
ａ）（ｂ）（ｃ）に表示された液晶モニタ４の最も左のキーに触れると、ステップＳＰ２
において、従来のように「ビデオモード」からダイレクトに「メモリスティックの再生画
面」へ移動する機能がない場合は、ステップＳＰ３においてキーの表示は「停止キー」と
なっているため変化はない。「ビデオモード」からダイレクトに「メモリスティックの再
生画面」へ移行する機能がある場合は、ステップＳＰ４においてテープが停止状態でかつ
メモリスティック７が媒体挿入口８に装着されているかどうかを検出し、少なくともいず
れか一方が満たされない場合はステップＳＰ５においてキーの表示は図１（ａ）（ｃ）の
ように停止キー（１１ａ）のままである。双方の要件が満たされている場合はステップＳ
Ｐ６において図１（ｂ）のように切替キー（１１ｆ）が表示され、この切替キー（１１ｆ
）に触れると図１（ｄ）に示すように「メモリスティックの再生画面」になりメモリステ
ィックが再生される。
【００２４】
なお、本実施の形態では第一記録媒体がテープで第二記録媒体がメモリスティックの場合
を示したが、テープに代えてＣＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ等を用いたり、メモリスティックに代
えてコンパクトフラッシュ，マルチメディアカード，メモリカード等を用いたり、あるい
はこの逆の用い方をしてもよい。
【００２５】
【発明の効果】
以上の説明からわかるように、請求項１～３に係る撮像装置によれば第一の記録媒体の再
生モードにおいて第二の記録媒体を再生させるためのアイコンを表示するので、第二の記
録媒体の再生が容易に行なえる。また、例えば従来の撮像装置では、「メモリモード」で
の再生画面を表示する際に、スルー画面を経由しなければならず、スルー画面は消費電力
が大きかったが、「ビデオモード」から直接に「メモリスティックの再生画面」に移行で
きるため、電力の消費が少なくてすむ。
【００２６】
請求項２に係る撮像装置によれば、第一の記録媒体の再生モードで表示されるアイコンの
ひとつを第一アイコンと入れ替えて表示するので、決められた画面上に第一アイコンを別
個に追加する必要がなく、画面上でのキーの占有面積を増やさずにすむ。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による撮像装置の実施の形態に係り、（ａ）はメモリスティックなしの「
ビデオモード」での非再生時の再生画面図、（ｂ）はメモリスティック有りの「ビデオモ
ード」での非再生時の再生画面図、（ｃ）は「ビデオモード」での再生中の再生画面図、
（ｄ）はメモリスティックの再生画面図。
【図２】撮像装置の一実施例としてのカメラ一体型ＶＴＲの斜視図。
【図３】カメラ一体型ＶＴＲをカメラモードにしたときのスルー画面図。
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【図４】カメラ一体型ＶＴＲを「メモリモード」にしたときに係り、（ａ）はスルー画面
図、（ｂ）は再生画面図。
【図５】本発明による撮像装置の実施の形態を示すブロック図。
【図６】本発明による撮像装置の実施の形態の要部の作用を示すフローチャート。
【符号の説明】
１１ａ…停止キー
１１ｆ，１２ｆ…切替キー

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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