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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像し、動画及び静止画を出力する撮像手段と、
　該動画及び静止画を記録媒体に記録再生する記録再生手段と、
　動画を記録する動画記録モード又は静止画を記録する静止画記録モードを選択するモー
ド選択手段と、
　該撮像手段により撮像している画像および該記録媒体に記録されている動画及び静止画
を表示する表示手段と、
　該撮像手段により被写体を撮像するとき、撮像している画像を該表示手段に表示してい
る状態で、該撮像している画像とともに、該モード選択手段により選択された該動画記録
モード又は該静止画記録モードに応じて、動画又は静止画を表すマークを該表示手段に表
示し、かつ、当該マークを表示して撮影された動画及び静止画のうち複数の動画及び静止
画の縮小画を一画面に表示し、所望の縮小画が表示されている動画又は静止画の選択を受
付けている状態で、該縮小画とともに、動画又は静止画を表すマークを該表示手段に表示
し、かつ、該複数の動画及び静止画の縮小画を一画面に表示し、所望の縮小画が表示され
ている動画又は静止画の選択を受付けている状態で、所望の縮小画が表示されている動画
又は静止画が選択されると、該選択された動画又は静止画を該表示手段に表示するように
制御する制御手段と、
　を備え、
　該記録媒体に記録されている動画及び静止画の縮小画を該表示手段に表示する際、該記
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録媒体に記録されている動画及び静止画の記録された記録時間を該表示手段に表示するこ
と、
　を特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　被写体を撮像し、動画及び静止画を出力する撮像手段と、
　該動画及び静止画を記録媒体に記録再生する記録再生手段と、
　動画を記録する動画記録モード又は静止画を記録する静止画記録モードを選択するモー
ド選択手段と、
　該撮像手段により撮像している画像および該記録媒体に記録されている動画及び静止画
を表示する表示手段と、
　該撮像手段により被写体を撮像するとき、撮像している画像を該表示手段に表示してい
る状態で、該撮像している画像とともに、該モード選択手段により選択された該動画記録
モード又は該静止画記録モードに応じて、動画又は静止画を区別するマークを該表示手段
に表示し、かつ、当該マークを表示して撮影された動画及び静止画のうち複数の動画及び
静止画の縮小画を一画面に表示し、所望の縮小画が表示されている動画又は静止画の選択
を受付けている状態で、該縮小画とともに、動画又は静止画を区別するマークを該表示手
段に表示し、かつ、該複数の動画及び静止画の縮小画を一画面に表示し、所望の縮小画が
表示されている動画又は静止画の選択を受付けている状態で、所望の縮小画が表示されて
いる動画又は静止画が選択されると、該選択された動画又は静止画を該表示手段に表示す
るように制御する制御手段と、
　を備え、
　該記録媒体に記録されている動画及び静止画の縮小画を該表示手段に表示する際、該記
録媒体に記録されている動画及び静止画の記録された記録時間を該表示手段に表示するこ
と、
　を特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　該記録再生手段は、該動画及び静止画を記録する際、該モード選択手段で選択されたモ
ード情報を該動画及び静止画に対応させて記録し、
　該制御手段は、該記録媒体に記録されている動画及び静止画の縮小画を該表示手段に表
示する際、該モード情報に応じて、該縮小画とともに、該マークを該表示手段に表示する
ように制御すること、
　を特徴とする撮像装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかにおいて、
　該撮像手段により被写体を撮像する際に該表示手段に表示する該マークと、該記録媒体
に記録されている動画又は静止画の縮小画を該表示手段に表示する際に該表示手段に表示
する該マークとが、同一であること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかにおいて、
　該記録媒体は半導体メモリであること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　請求項１ないし４のいずれかにおいて、
　該記録媒体はハードディスクであること
　を特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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　本発明は、映像記録再生技術に関し、特に携帯用ディジタルビデオカメラの操作性の向
上に関する技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の技術としては、特開平２－２９２９７４号公報に示されるように、半導体メモリに
映像信号として、静止画信号を記録する電子写真システム、いわゆる電子スチルカメラが
ある。近年、パーソナルコンピューターの普及により、半導体メモリやハードディスク等
の記録媒体の低価格化や小型化、大容量化が進む一方で、ＪＰＥＧ、ＭＰＥＧに代表され
る信号圧縮技術の進歩により、小型機器でも、より多くの静止画や動画の記録までも可能
となってきており、カードサイズで３００ＭＢｙｔｅ程度の容量を持ったハードディスク
が実現されている。
【０００３】
この場合、静止画においてはＪＰＥＧ圧縮を用いた静止画で約３０００枚程度、ＭＰＥＧ
圧縮を用いた動画で約２０分程度の記録が可能となる。したがって、このような、大量の
記録データの検索や分類、削除等を小型機器で行うために操作性を向上する必要性があっ
た。しかしながら、上記特開平２－２９２９７４号公報においては、大量の記録データを
高速にかつ簡単に検索する手段が記載されておらず、再生画面をすべて確認しながら検索
する方法しかなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記のハードディスクなどにより実現可能なメディアを用いて、３０００枚のＪＰＥＧ静
止画を記録し、再生画面を展開しながら検索した場合、一般に１枚展開するのに１秒程度
の時間を必要とするので、３０００枚展開するには、約１時間かかることになり、実用性
にかける。そこで、大量のデータを検索するにはシステムの高速処理を可能にする必要性
があった。
【０００５】
　本発明の目的は、上記課題を解決し、携帯機器での操作性向上を実現する手段を提供す
ることにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成する本発明の一つは、記録した動画及び静止画を表示装置の表示画面に
表示する映像記録再生装置に対して、前記記録した動画及び静止画の縮小画と共に動画と
静止画とを区別するデータを前記表示画面上に表示する構成としたものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施形態を図１から図１９を用いて説明する。
【０００８】
図１は、本発明を適用した一実施形態のソフトウェアの流れを示したものである。
【０００９】
図２は図１に示す実施形態のソフトウェアが動作する携帯用ディジタルビデオカメラ２０
０の外観の一例である。本機２００はＮＴＳＣまたはＰＡＬテレビ方式の信号が記録再生
できる。
【００１０】
図３は図２の一実施形態の操作スイッチ部分の拡大図である。図２の携帯用ディジタルビ
デオカメラ２００において、全体の構成としては、カメラシステムから得たディジタル動
画信号をＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐの略）１
フォーマットに圧縮し、メモリーカードに記録するものである。また、再生に於いては、
メモリカードに記録されているＭＰＥＧ１フォーマットの信号を展開し、内蔵表示装置２
０１に表示するというものである。表示装置は、外部に接続された表示装置でも差し支え
ない。図２の携帯用ディジタルビデオカメラ２００は、ＭＰＥＧ動画データに加え、静止
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画データであるＪＰＥＧ、音声データであるＭＰＥＧの音声フォーマットを記録できる。
【００１１】
図４は携帯用ディジタルビデオカメラ２００の回路ブロックの概略を示したものである。
まず、携帯用ディジタルビデオカメラ２００を使って、動画を記録する手順の一例を説明
する。記録スイッチ３０１がユーザーにより押されると、レンズ４０１より得られた被写
体映像はＣＣＤセンサ４０２によって電気信号に変換される。センサ４０２から読み出さ
れた信号は、低周波雑音を抑圧するＣＤＳ（Ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　Ｄｏｕｂｌｅ　Ｓａ
ｍｐｌｉｎｇ）回路、信号レベルを安定にするため自動利得制御を行うＡＧＣ回路を一体
化した回路４０３で電気的処理が行われた後、ＡＤＣ４０４によってディジタル信号に変
換され、カメラ信号処理回路４０５に入力される。
【００１２】
カメラ信号処理回路（カメラＤＳＰ）４０５は、センサ出力ディジタル画素信号をマトリ
クス回路により輝度信号Ｙ、色差信号Ｕ，Ｖに変換する機能、同期信号を付加する機能、
アイリスとシャッター速度の関係を調整する機能、ホワイトバランスを調整する機能、デ
ィジタル的にズーム拡大する機能などで構成されている。また図４中には詳記していない
が、前記カメラＤＳＰ４０５はＣＣＤセンサ４０２の水平垂直駆動信号パルスを出力し、
同期信号とのタイミングを取りながら、ＣＣＤセンサ４０２の信号を読み出すようにして
いる。またカメラ制御マイコン４０６はＤＳＰ４０５の動作におけるパラメータをカメラ
ＤＳＰ４０５に供給し、カメラシステム全体を制御する。
【００１３】
一方、カメラＤＳＰ４０５から得られたディジタルによる輝度信号Ｙ、色差信号Ｕ，Ｖは
、ディジタルバスラインにより動画ディジタル信号の標準圧縮フォーマットであるＭＰＥ
Ｇ１のエンコーダ４０９におくられ、データが圧縮され、ディジタルデータに変換される
。４１０はＭＰＥＧ１エンコードを行う際のワークメモリである。さらにＭＰＥＧ１に変
換されたデータは、ディジタル出力データの伝送レートを制御するマイコン４１１に送ら
れ、ＭＰＥＧ１エンコーダ４０９とともに動画圧縮システム全体が構成される。
【００１４】
伝送レートを制御するマイコン４１１は、ＭＰＥＧ１フォーマット化されたデータをバッ
ファメモリ４１２に一定量たくわえ、インターフェース回路４１３を介して、６８ピンで
構成されるＰＣＭＣＩＡ規格のカードコネクタ４１４を経由して、ＰＣＭＣＩＡ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎの略）が定めたＰＣカード規格のメモリカード型のハードディ
スク（以下ＨＤＤ）４１５に転送する。
【００１５】
ここでは動画映像を記録する方法について詳しく説明した。一方ユーザーにより静止画記
録モードが選択された場合は、ＭＰＥＧエンコーダ４０９がＪＰＥＧの圧縮回路に切り替
られ、４０９から静止画データが発生され、マイコン４１１に送られる。ＭＰＥＧ圧縮デ
ータ処理とＪＰＥＧ圧縮データ処理は共通点が多く、回路規模が節約できるので有効な方
法として知られている。
【００１６】
また、音声信号はマイク４１８より音声がアナログ電気信号に変換され、音声用ＡＤＣ４
１９によりディジタルデータになり、ＭＰＥＧエンコーダ４０９によりデータバスに音声
データが取り込まれ、マイコン４１１によりＭＰＥＧフォーマットに準拠した圧縮が、ソ
フトウェアによって実行され、前記した動画映像または静止画映像データと時系列的に加
算される。
【００１７】
本実施形態では、携帯用ディジタルビデオカメラ２００は、ＭＰＥＧ１フォーマット化さ
れたデータに加えて、ＪＰＥＧフォーマット化されたデータ、ＭＰＥＧ１フォーマット化
された音声のみのデータも記録できる。
【００１８】
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この際、マイコン４１１は、記録スイッチ３０１が押された日付、時刻、ＭＰＥＧ１フォ
ーマット化されたデータ、ＪＰＥＧフォーマット化されたデータ、ＭＰＥＧ１フォーマッ
ト化された音声のみのデータの何れかを表す符号が記録される。また、記録されているデ
ータの検索の手段として分類を表す符号、記録されたデータを削除する操作を禁止するか
否かを表す符号を記録する。記録時には、一旦、分類は分類していないことを示す符号、
削除する操作の可、不可を表す符号には削除可能として記録する。
【００１９】
ここで、上記の撮影モードを示す符号は、一般的なディスクオペレーションシステムにお
いて、データのタイプを示すコードを用いて判別される。また、分類を表す符号やデータ
削除可能かどうかを表す符号は、データに関連付けされた個別のファイルに記録される。
【００２０】
一方記録時のモニタ信号としては上記のカメラＤＳＰ４０５に入力されたディジタル信号
は、この回路４０５に内蔵されたＮＴＳＣまたはＰＡＬエンコーダとＤＡＣによりアナロ
グテレビ信号となり、出力端子４１６および内蔵表示装置２０１に出力する。この例では
ＭＰＥＧ１の音声付動画データについて説明したが、ＪＰＥＧ、ＭＰＥＧ１音声のみのデ
ータでも同様の処理が行われる。
【００２１】
システムが再生の時には上記記録モードと信号が逆に流れる。図１６はそれを示したフロ
ーチャートである。まず、データの情報を示してあるテキストデータを、ＨＤＤ４１５か
ら読み込む。次に、ユーザーが、内蔵表示装置２０１に表示される本発明の特徴であるデ
ータの一覧リストからデータを検索し、再生したいデータを操作スイッチ４０８を用いて
指定する。そして、ファイルシステムを起動し、ＨＤＤ４１５よりデータをマイコン４１
１に読み出す。
【００２２】
ここで、データのタイプの判別を行い、動画の場合はＭＰＥＧ映像のデコード、ＭＰＥＧ
音声のデコード、静止画の場合はＪＰＥＧ映像のデコード、そして静止画付き音声の場合
はＪＰＥＧ映像のデコード、ＭＰＥＧ音声のデコードをそれぞれ行い、再生画を表示する
。
【００２３】
ここでは、操作スイッチ４０８による指示信号はサブマイコン４０７により読み取られ、
カメラ制御マイコン４０６を経由して、マイコン４１１に送られる。また、本実施形態の
ソフトウェアプログラムは、プログラム収納用のＲＯＭ４１７（ＲｅａｄＯｎｌｙＭｅｍ
ｏｒｙ）から読みだされて実行される。本実施形態では、プログラム収納の場所はＲＯＭ
４１７としたが、ＦｌａｓｈＲＡＭ、ＨＤＤ等の記憶装置でも差し支えない。
【００２４】
次に、このデータはＰＣＭＣＩＡコネクタ４１４およびインターフェース回路４１３を介
してバッファメモリ４１２にデータに転送される。バッファメモリ４１２に貯えられたデ
ータはマイコン４１１によりタイミングが制御され、ＭＰＥＧ１デコーダ４０９に送られ
る。４０９の回路はＭＰＥＧ１の符号化、復号化が切換られる構成となっている。
【００２５】
ＭＰＥＧ１デコーダ４０９で復号されたデータはディジタルバスラインによりカメラＤＳ
Ｐ回路４０５に送られ、この回路４０５に内蔵されたＮＴＳＣまたはＰＡＬエンコーダと
ＤＡＣによりアナログビデオ信号に変換され、出力端子４１６および内蔵表示装置２０１
から装置外部に出力される。この例ではＭＰＥＧ１の音声付動画データについて説明した
が、ＪＰＥＧ、ＭＰＥＧ１音声のみのデータでも同様の処理が行われる。
【００２６】
本実施形態では、記憶装置であるＨＤＤ４１５に容量２６０ＭＢのＨＤＤを使用するため
、特にＪＰＥＧフォーマットの静止画のみを記録した場合、およそ３０００枚の静止画デ
ータの記録が可能である。本発明においては、３０００個のデータに対しても、分類する
機能を用いることにより、高速かつ容易に検索が可能となっている。
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【００２７】
図４は動画映像についての回路構成を示しているが、静止画映像及び音声については図４
に対応する回路構成が必要となる。即ち、本発明においては、動画映像撮像手段と静止画
映像撮像手段と音声マイクと、動画映像ディジタル変換処理手段と静止画映像ディジタル
変換処理手段と音声ディジタル変換手段と、前記動画映像、静止画映像及び音声ディジタ
ル信号記録手段と、から構成されるのである。
【００２８】
図５は、本発明の実施形態として、内蔵表示装置２０１に画面の大きさがその対角の長さ
１．８インチ（４５．７ｍｍ）、つまり、横３６．６ｍｍ、縦２７ｍｍであり、画面の画
素構成が３５２画素ｘ２４０画素の液晶パネルを用いた場合の画面表示構成を示したもの
である。携帯用ディジタルビデオカメラ２００の低消費電力、小型化を実現するため、１
．８インチの液晶を内蔵表示装置２０１に用いた。この内蔵表示装置２０１には、記録時
のモニタ信号による撮影画面、検索時のソフトウェアによる検索画面、再生時の復号デー
タによる再生画面が表示される。
【００２９】
記録時において、動画記録モード（ＭＰＥＧによる圧縮記録モード）、静止画記録モード
（ＪＰＥＧによる圧縮記録モード）等は２０２のモード選択ボタンを押すごとに切り替わ
っていく。ユーザーはこのボタンによって記録するモードを選択することができるが、表
示画面上では、これらのモードが切り替わるごとに、図１７、図１８のように撮影画面の
左上のモード別のマークが切り替えられるようになっている。
【００３０】
図１７は、記録時に静止画記録モードが選択されている場合の撮影画面であり、１７０１
は静止画モードを表すマークである。図１８は、記録時に動画記録モードが選択されてい
る場合の撮影画面であり、１８０１は動画モードを表すマークである。上記のモード別の
マークの表示により、ユーザーは、１個のモード選択ボタンを押す度に切り替わるモード
に対して、自分がどのモードで撮影するのかを視覚的に認識することができる。このため
、記録時に表示される撮影画面から目を離すことなく操作することができ、使い勝手がよ
い。
【００３１】
上記のモード別のマークと同一のものは、データ保有部からの検索時におけるソフトウェ
アによる検索画面でも表示されるが、このことも含めて検索画面については詳細に後述す
る。なお、本発明の携帯用デジタルビデオカメラでは、図１９のモード別のマーク図に示
すようなマークを用いる設定としているが、これに限るものではなく、モード別に区別で
きる表示であればどんなものでも構わないことはいうまでもない。
【００３２】
画面表示構成５００は１６画素ｘ２４画素で構成される文字を最大２０文字ｘ９文字表示
できる。文字の大きさ１６画素ｘ２４画素は、本実施形態で用いた１．８インチの液晶に
於いて、文字として認識しやすい最小の大きさと、文字データを２値化する際の効率的な
符号化を両立したものである。画面左側５０１、画面右側５０２、画面上側５０３、画面
下側５０４の余白は、出力端子４１６に接続される表示装置および内蔵表示装置２０１が
本画面の全領域を表示できないので設定したものである。
【００３３】
動作状態表示領域５０５には、本実施形態のソフトウェアが動作している状態を表示する
領域である。領域５０６には、記録データの情報、ユーザーが機能スイッチ３０４を押し
て、データの詳細設定をする際に、動作させる機能を項目表示する小画面を表示するため
の領域である。操作手順表示領域５０７には、ユーザーに操作方法を示唆する操作手順を
表示する。
【００３４】
図６は、本実施形態のソフトウェアを起動するため、ユーザーによりソフト起動スイッチ
３０３が押された際に表示される表示画面６００である。表示画面６００は操作の状態遷
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移を示す図１の分類選択１０１に相当する。先に記述したように、ユーザーによって記録
されたデータは、記録時に無条件に未分類として記録する。未分類６０１の行に表示され
る数字は、それぞれ、ＭＰＥＧ１の音声付動画データ数６０２、ＪＰＥＧの静止画データ
数６０３、ＭＰＥＧ１音声のみのデータ数６０４を表す。
【００３５】
同様に第１の分類を示すマーク６０５、第２の分類を示すマーク６０６、第３の分類を示
すマーク６０７の各行に表示する数値は、ユーザーにより任意に分類されたデータの数を
表す。全てのデータを一括して表示するマーク６０８は、未分類６０１、第１の分類６０
５、第２の分類６０６、第３の分類６０７の総数を示したものである。
【００３６】
一時廃棄を示すマーク６０９は、ユーザーが誤ってデータを削除しないように、一時廃棄
するための分類で、ユーザーが未分類、第１から第３の分類に分類されているデータを一
時的に移動できるようにしたものである。また、一時廃棄を表すマーク６０９の行に表示
する数字は、全てのデータを一括して表示するマーク６０８の行に表示する数字を含まな
い。
【００３７】
未分類を表すマーク６０１の行が白黒反転しているのは、未分類を表すマーク６０１が項
目として選択されていることを表しているが、色を変化させる等、白黒反転以外の表現方
法でも差し支えない。ユーザーにより本ソフトウェアを用いて、分類先が変更されていな
い記録データは、表示画面上の未分類を表わすマーク６０１の行の示すところの分類に含
まれる。
【００３８】
ユーザーによって図３の上矢印スイッチ３０５ａが押されると、選択項目は一行上に移行
し、下矢印スイッチ３０５ｃが押されると、選択項目は一行下に移行する。
【００３９】
本実施形態では、選択項目が表示領域５０６の１行目の項目、つまり、未分類を表すマー
ク６０１にある場合に、ユーザーによって上矢印スイッチ３０５ａが押されると、選択項
目は、選択項目が表示領域５０６の６行目の項目、つまり、一時廃棄を表すマーク６０９
に移行する。また、選択項目が表示領域５０６の６行目の項目、つまり、一時廃棄を表す
マーク６０９にある場合に、ユーザーによって下矢印スイッチ３０５ｃが押されると、選
択項目は、表示領域５０６の１行目の項目、つまり、未分類を表すマーク６０１に移行す
る。
【００４０】
ユーザーによって、右矢印スイッチ３０５ｂが押されると、選択していた行の表す分類の
内容を表示する画面へ移行する。
【００４１】
また、ユーザーに対して操作がいつでも思い出せるよう、操作手順のガイド表示６１０を
表示する。
【００４２】
例として、第１の分類を表すマーク６０５を選択項目とし、ユーザーによって、右矢印ス
イッチ３０５ｂが押された場合に表示される、個別のデータを選択するための表示画面７
００を図７に示す。本機能は図１のデータ選択１０２に相当する。
【００４３】
表示画面７００は、本発明の特徴であるデータの一覧リストから、データを検索し再生す
るための画面であり、ユーザーが、携帯用ディジタルビデオカメラ２００を用いて記録し
たデータを、記録開始年月日７０１、記録開始時間７０２、動画、静止画、音声を示すデ
ータの内容の種類を表すマーク７０３、分類マーク７０４、誤った操作によるデータの削
除を保護するマーク７０５を項目として一覧できる。
【００４４】
また、画面７００に表示されるデータは、記録年月日７０１、記録開始時間７０２の順に
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古い方から下に並べられる。このため、最も新しく記録した最新データは、最上段に表示
され、非常に効果的にデータの検索ができる。また表示した一覧が記録データ全体で何枚
有るかを調べて、７０７の様にページ表示することもできる。ページ表示７０７は分母が
全体の一覧表示の枚数で、分子がその何枚目かを表示したものである。
【００４５】
これらの情報は、記録日時やデータの種類と言ったユーザーによる撮影時の状況が自動的
に記録されるので、ユーザーの手をわずらわせることがない。また、ユーザーがそれぞれ
の使用目的によって、任意に分類先を変更できるため、ユーザーが目的のデータを検索す
る作業が非常に簡単、効率化する。
【００４６】
さらにこれらは全て、文字表示にによる一覧リストで構成されているため、記録されてい
る圧縮画像データを展開する時間が不要となり、ユーザが操作ボタンで選択した場合に、
高速に画面を書き換える事ができ、高速検索が可能となる。
よって記録画像を早く選択したいユーザにストレスを与えることなく、快適な操作性を提
供できる。
【００４７】
選択分類７０６は、表示画面６００で選択した分類を示している。この例では、ユーザー
により、表示画面６００で第１の分類６０５が選択された場合を説明する。
【００４８】
リストの表示順番は、ＨＤＤ４１５に記録されている順番に表示、つまり、記録された日
付時刻に従って、新しい順に表示されるが、ユーザーの操作により、ＨＤＤ４１５に記録
されている順番を変更できるため、この表示順番も変更することができる。また、撮影直
後のデータは、未分類データ選択表示画面の表示領域５０６の最上段に記録される。ユー
ザーが、撮影直後にデータを確認したい場合は、未分類データ選択表示画面の表示領域５
０６の最上段を再生確認するだけで良い。
【００４９】
表示画面６００の際と同様に、ユーザーによって、上矢印スイッチ３０５ａが押されると
選択項目は一行上に移行し、下矢印スイッチ３０５ｃが押されると、一行下に移行する。
本実施形態では、データを一画面で６行表示するようにしたが、ユーザーによって、６番
目データが選択されている場合に、下矢印スイッチ３０５ｃが押された場合、７番目のデ
ータが表示領域５０６の１行目に表示され、７番目のデータが選択項目とされる。８番目
、９番目と以下続くデータは、２行目、３行目に表示される。
【００５０】
一方、例えば、７番目のデータを選択している場合に上矢印スイッチ３０５ａが押される
と、７番目のデータが表示領域５０６の１行目に表示され、以下２番目、３番目、４番目
、５番目、６番目、のデータが表示され、６番目のデータが選択項目とされる。
【００５１】
つまりｎ番目のデータは表示領域５０６において、ｎを６で除算した場合の余りの数値の
行に表示される。
【００５２】
また、選択行が最先頭、最後尾のデータが選択されている場合に、上矢印スイッチ３０５
ａ、下矢印スイッチ３０５ｃが押された場合は、表示画面６００の際と同様に、それぞれ
最後尾、最先頭のデータを含むリスト表示を行い、選択項目を最後尾、最先頭のデータと
する。
【００５３】
ユーザーによって、図３の上矢印スイッチ３０５ａ、下矢印スイッチ３０５ｃによって、
選択され、ユーザーによって右矢印スイッチ３０５ｂが押されると、選択されたデータが
出力端子４１６および内蔵表示装置２０１に再生される。
【００５４】
データが再生されている間は、図３の上矢印スイッチ３０５ａ、下矢印スイッチ３０５ｃ
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、左矢印スイッチ３０５ｄはそれぞれ、早送り、巻戻し、停止の役割を果たす。データが
再生されている間に、停止スイッチの役割を持つ左矢印スイッチ３０５ｄが、ユーザーに
よって押されると、再生は中止され、再び、表示画面７００が表示される。データが再生
されている状態遷移は図１中の１０３である。
【００５５】
次に、記録日時表示に、縮小画面を付加してデータの内容を容易に認識可能な表示内容に
ついて説明する。表示画面７００の状態で、縮小画表示スイッチ３０２がユーザーによっ
て押されると、図８に示す表示画面８００の縮小画８０１を表示する。これにより、デー
タの検索性を飛躍的に高めることが可能である。この縮小表示画面表示機能は状態遷移は
図１中の１０４の状態に相当する。
【００５６】
例えば、液晶による内蔵表示装置２０１の大きさが１．８インチで表示可能な画素数が横
３７９ｘ縦２２０ドットの場合、縮小画８０１の画素数を横６４ｘ縦４８ドットにすると
（前述した画面の画素構成が３５２ｘ２４０画素の液晶パネルの場合、縦について２４０
／４８＝５、となり、１／５の縮小映像となり、横についても３５２／５＝７０．４、と
なり、４８ｘ４／３＝６４画素から見て少し余裕をもって１／５の縮小映像となる）、同
時に３つの、縮小画と、記録開始年月日７０１、記録開始時間７０２、動画、静止画、音
声を示すデータの内容の種類を表すマーク７０３、分類マーク７０４、誤った操作による
データの削除を保護するマーク７０５を表示することが可能となり、縮小画の視認性を確
保できる。この表示画面８００でも表示画面７００の場合と同様に、操作ボタン３０５ｂ
等によるデータの再生等が可能である。
【００５７】
再度、縮小画表示スイッチ３０２が押されると、画面表示はデータ分類を表示する表示画
面６００に戻る。上記の縮小画面は、回路ブロック図４のＲＡＭ４１０に、コントロール
マイコン４１１、及びＭＰＥＧエンコーダ４０９により描画する。
【００５８】
次に前記のデータ分類表示表示画面６００、または、データ選択表示表示画面７００に於
いて表示状態を容易に変更可能な機能選択表示画面９００について説明する。機能選択表
示画面９００は、操作スイッチ点数を削減し、画面を見ながらの操作の使い勝手を向上さ
せるため、画面上に機能項目を表示し、図３の操作スイッチ３０４、３０５ａ、３０５ｂ
、３０５ｃ、３０５ｄにより、機能選択操作ができる操作系を実現している。表示画面９
００の状態遷移は図１中の１０５である。
【００５９】
また、縮小画面表示画面８００に於いても、同一の手順で画面が表示され、表示画面６０
０に於いては、同一の手順で、図１に示す表示画面６００の際に必要な機能をもつ表示画
面が表示される。この場合、表示画面９００の機能項目は、データ分類表示画面６００の
機能項目は同一ではなくても差し支えない。
【００６０】
表示画面９００における操作の流れを図１０に示す。表示画面９００は、表示画面７００
において、ユーザーが機能スイッチ３０４を押した際に表示される。各項目の選択移動は
、スイッチ上矢印３０５ａ、スイッチ下矢印３０５ｃによって行う。ユーザーによってス
イッチ上矢印３０５ａが押された場合、選択項目は一つ上に表示されている項目に移動す
る。スイッチ下矢印３０５ｃが押された場合、選択項目は一つ下に表示されている項目に
移動する。ユーザーがスイッチ右矢印３０５ｂを押した場合、選択項目の機能を実行する
。機能スイッチ左矢印３０５ｄが押された場合、データ選択表示画面７００に戻る。
【００６１】
先に記したように、本実施形態では、ユーザーが誤ってデータを削除しないように、一時
廃棄場所にデータ移動した後、一時廃棄場所に含まれるデータを削除する方法でデータの
削除を実現している。この機能の状態遷移は図１中の１０６である。
【００６２】
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以下にデータを削除する手順について説明する。
【００６３】
　データの削除する場合、一時廃棄場所にデータ移動する。この場合、「ゴミ箱へ移動」
を選択実行する手順を図９により説明する。
【００６４】
　まず、表示画面７００で、ユーザーが一時廃棄したいデータを、上矢印３０５ａ、操作
スイッチ下矢印３０５ｃを用いて選択後、機能スイッチ３０４が押されると、表示画面９
００を表示する。ユーザーが「ゴミ箱へ移動」９０１を、操作スイッチ上矢印３０５ａ、
操作スイッチ下矢印３０５ｃを用いて選択後、スイッチ右矢印３０５ｂが押されると、選
択されたデータを一時廃棄場所であるゴミ箱にデータを移動する。スイッチ３０６がユー
ザーによって押された場合も、同様に選択されたデータを一時廃棄場所であるゴミ箱にデ
ータを移動する。
【００６５】
　ユーザーによって、表示画面９００の「ゴミ箱を空に」９０２が選択されると、一時廃
棄場所であるゴミ箱にあるデータを全て削除する。この機能の状態遷移は図１の１０７で
ある。
【００６６】
この操作系に於いて、ユーザーはデータの削除のために２段階の操作を行うため、誤って
データを消失することがない。
【００６７】
先に説明したように、記録時に於いて、各データには分類の符号として未分類の状態が割
り当てられる。但し、再生時に於いて、ユーザーの操作により分類が変更可能である。こ
の分類の機能を用いることにより、データを分類することが可能となるので、ユーザーが
データの目的別にデータを分類することで、検索機能の使い勝手を画期的に高めることが
できる。この機能の状態遷移は図１の１０８である。
【００６８】
　以下にデータ分類を変更する手順について説明する。表示画面７００で、ユーザーが分
類を変更したいデータを上矢印３０５ａ、又は、操作スイッチ下矢印３０５ｃを用いて、
選択した後、機能スイッチ３０４が押されると、表示画面９００を表示する。ユーザーに
よって、操作スイッチ上矢印３０５ａ、操作スイッチ下矢印３０５ｃを用いて、分類を変
更する機能である「グループ変更」９０５が選択され、スイッチ右矢印３０５ｂが押され
ると、図１１に示す選択されたデータの分類を変更する表示画面１１００が表示される。
【００６９】
表示画面１１００において、スイッチ右矢印３０５ｂが押されると、分類が未分類→１→
２→３→未分類と循環して変化し、分類を変更する。本実施形態では、画面表示通りの分
類の為の符号の更新は、処理の高速化と、ユーザーの操作のやり直しを可能とするため、
ユーザーによりスイッチ左矢印３０５ｄが押され、表示画面６００が表示された時点でコ
ントロールマイコン４１１が行う。
【００７０】
先に記したように、ユーザーが次に示す機能を操作をしない限り、表示画面７００に示す
リストの順番は記録されたデータの日付、時刻の新しい順に行う。一方、再生時に於いて
、簡易的な編集機能を持たせるため、順番を変更することができる。この機能の状態遷移
は図１中の１０９である。
【００７１】
以下にデータ表示順番を変更する手順を説明する。まず、表示画面７００に於いてユーザ
ーは表示順番を変更したいデータをスイッチ上矢印３０５ａ、スイッチ下矢印３０５ｃを
用いて選択する。機能スイッチ３０４が押されると、表示画面９００を表示する。
【００７２】
　ユーザーによって、スイッチ上矢印３０５ａ、スイッチ下矢印３０５ｃを用いて、表示
順番を変更する機能である「データ表示順変更」９０６が選択され、スイッチ右矢印３０



(11) JP 4456675 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

５ｂが押されると、図１２に示す表示画面１２００が表示され、選択されたデータの表示
順番を変更することが可能となる。ユーザーによって、選択したデータを挿入する場所を
スイッチ上矢印３０５ａ、スイッチ下矢印３０５ｃを用いて指定する。次に、スイッチ右
矢印３０５ｂが押されると、選択されたデータを指定した箇所に挿入する。この際、挿入
前に指定された箇所以降にあったデータの順番は一つ後方に順番が変更される。
【００７３】
本実施形態の携帯用ディジタルビデオカメラ２００は表示画面７００のデータを記録した
日付時刻を表示するために、内蔵時計を搭載している。しかし、駆動電池切れ等の障害時
に撮影された場合、記録した日付時刻が、表示画面７００に於いて正しく表示されない可
能性がある。そこで、本実施形態では、ユーザーの操作により、データを記録した日付時
刻を任意に変更できる。本機能の状態遷移は、図１の１１０である。
【００７４】
　以下に日時表示変更手順を説明する。表示画面７００に於いて、ユーザーが記録日付時
刻を変更したいデータを、スイッチ上矢印３０５ａ、スイッチ下矢印３０５ｃを用いて選
択する。次に、機能スイッチ３０４が押されると、表示画面９００を表示する。ユーザー
によって、スイッチ上矢印３０５ａ、スイッチ下矢印３０５ｃを用いて、記録日時を変更
する機能である「記録日時変更」９０７が選択され、スイッチ右矢印３０５ｂが押される
と、図１３に示す選択されたデータの記録日時を変更する表示画面１３００が表示される
。
【００７５】
ここで、ユーザーによって、スイッチ上矢印３０５ａが押されると、年表示１３０１を１
増加し、スイッチ下矢印３０５ｃが押されると、年表示１３０１を１減少して表示する。
スイッチ右矢印３０５ｂが押されると、年表示１３０１はその時点で表示されている数値
に決定される。次に、ユーザーは月表示１３０２の数値の増減を指定できる様になる。
【００７６】
同様にスイッチ上矢印３０５ａが押されると、月表示１３０２を１増加し、スイッチ下矢
印３０５ｃが押されると、月表示１３０２を１減少して表示する。スイッチ右矢印３０５
ｂが押されると、月表示１３０２はその時点で表示されている数値に決定される。次に、
ユーザーは日表示１３０３の数値の増減を指定できる様になる。
【００７７】
また、スイッチ左矢印３０５ｄが押されると再び年表示１３０１の設定をやり直すことも
できる。同様の操作で、日表示１３０３、午前午後表示１３０４、時表示１３０５、分表
示１３０６を設定することができる。分表示１３０６の数値を調整後、スイッチ右矢印３
０５ｂが押されると、記録日付時刻の変更を終了し、データの日付時刻を新規に設定され
た数値に変更する。
【００７８】
また、２月３０日など暦上で有り得ない数値が指定された場合は、その日付に最も近い日
にちに変更する。
【００７９】
　本実施形態では、ユーザーが自由にデータを削除することができるが、誤って、データ
が削除されるのを防ぐため、データに削除禁止の属性を与えることが可能である。本機能
の状態遷移は図１中の１１１である。
【００８０】
　以下に、削除保護属性をデータに付ける手順を説明する。表示画面７００でユーザーが
削除属性を変更したいデータをスイッチ上矢印３０５ａ、スイッチ下矢印３０５ｃを用い
て、選択した後、機能スイッチ３０４が押されると、表示画面９００を表示する。ユーザ
ーによって、スイッチ上矢印３０５ａ、スイッチ下矢印３０５ｃを用いて、削除禁止の属
性を変更する機能である「ロック変更」９０４が選択され、スイッチ右矢印３０５ｂが押
されると、図１４に示す選択されたデータの削除属性を変更する表示画面１４００が表示
される。
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【００８１】
ユーザーによって、スイッチ右矢印３０５ｂが押されると削除属性が不可→可→不可の順
で循環的に変更する。保護マーク７０５の表示は、削除属性に応じて表示する。
【００８２】
本実施形態では、ユーザーがＨＤＤ４１５の残容量を知ることができる。本機能の状態遷
移は図１中の１１２である。
【００８３】
　以下にＨＤＤ４１５の残量を確認するための手順を説明する。表示画面７００でユーザ
ーによって機能スイッチ３０４が押されると、表示画面９００を表示する。ユーザーによ
って、スイッチ上矢印３０５ａ、スイッチ下矢印３０５ｃを用いて、残容量を表示する機
能である「状態表示」９０３が選択され、スイッチ右矢印３０５ｂが押されると、図１５
に示すＨＤＤ４１５の残容量を表示する表示画面１５００が表示される。
【００８４】
表示画面１５００は、ＨＤＤ４１５に、音声付きＭＰＥＧ１動画データのみを記録した場
合の残り時間表示１５０１、ＪＰＥＧ静止画データのみを記録した場合の残り枚数表示１
５０２、ＭＰＥＧ１音声データのみを記録した場合の残り時間表示１５０３、バイト数で
表現した残り容量１５０４を一覧できる。上記ＨＤＤの記録可能な各データの単位で示し
た残量を一覧で表示することによって、ユーザーにとって残り容量の把握が格段にやりや
すくなる。
【００８５】
本実施形態では、データの再生時の操作に於いても、スイッチ３０５ａ、３０５ｄ、３０
５ｃ、３０５ｄのみでの操作が可能であり、必要最小限の操作スイッチ数での操作を可能
な点も画期的である。
【００８６】
また、機能選択画面９００を用いることにより、操作ボタンを増やさずに機能を増やすこ
とができる点が画期的である。
【００８７】
本実施形態では、データの分類数は未分類を含めて、４つであったが、この数はそれ以外
でも構わない。本実施形態では、データ選択表示画面７００では、各データを動画、静止
画、音声の種類によらず、一覧表示するが、ユーザーの指定によって、データ種類に応じ
て自動的に分類する機能にも応用できる。
【００８８】
また上記の記録データの動画、静止画などの撮影モードごとにデータを制御マイコン４１
１が自動選択して再生する事も可能である。例えばユーザが静止画だけの撮影モードを選
択し、静止画の画像形式だけを抜き出して再生することができる。
【００８９】
以上説明したように、本発明は次のような構成を採り得るものである。
【００９０】
（１）映像信号をデジタル信号に変換する変換手段と、前記デジタル信号に対してＭＰＥ
Ｇ方式またはＪＰＥＧ方式の圧縮処理を選択的に施して圧縮データを生成するコーデック
部と、前記圧縮データを記録する記録部と、ＭＰＥＧ方式で圧縮処理するかＪＰＥＧ方式
で圧縮処理するかの選択指示を行うための圧縮処理モードの選択指示手段と、を備えた画
像記録装置。
【００９１】
前記（１）の画像記録装置において、前記選択指示手段による指示に応じて、前記コーデ
ック部での圧縮処理の方式を切り替えるようにする画像記録装置。
【００９２】
前記（１）の画像記録装置において、前記選択指示手段による指示に応じて、前記圧縮デ
ータに対して圧縮処理の方式を示すコードを付加して記録する画像記録装置。
【００９３】
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前記（１）の画像記録装置において、前記コーデック部は、ＭＰＥＧ方式の処理とＪＰＥ
Ｇ方式の処理を共通化して行う回路である画像記録装置。
【００９４】
前記（１）の画像記録装置において、前記映像信号は、撮像素子より得られる信号である
画像記録装置。
【００９５】
前記（１）の画像記録装置において、前記記録部は、ハードディスクである画像記録装置
。
【００９６】
（２）ＭＰＥＧ方式またはＪＰＥＧ方式で圧縮処理が施されて生成される圧縮データを入
力し記録する記録部と、前記記録部に記録された圧縮データのうち、再生するデータを指
定するための指定手段と、前記指定手段によって指定された圧縮データを前記記録部より
検索して読み出す読み出し手段と、前記圧縮データに対してＭＰＥＧ方式またはＪＰＥＧ
方式の伸長処理を選択的に施してデジタル信号を生成するコーデック部と、前記コーデッ
ク部で生成されたデジタル信号を映像信号に変換する変換手段と、を備えた画像再生装置
。
【００９７】
前記（２）の画像再生装置において、前記読み出し手段で読み出された圧縮データに応じ
て、前記コーデック部での伸長処理の方式を切り替えるようにする画像再生装置。
【００９８】
前記（２）の画像再生装置において、前記記録部の圧縮データには圧縮処理の方式を示す
コードが予め付加されており、前記読み出し手段で読み出された圧縮データに付加された
前記圧縮処理の方式を示すコードに応じて、前記コーデック部での伸長処理の方式を切り
替えるようにする画像再生装置。
【００９９】
前記（２）の画像再生装置において、前記コーデック部は、ＭＰＥＧ方式の処理とＪＰＥ
Ｇ方式の処理を共通化して行う回路である画像再生装置。
【０１００】
前記（２）の画像再生装置において、前記映像信号は、内蔵された表示装置に出力される
画像再生装置。
【０１０１】
前記（２）の画像再生装置において、前記記録部は、ハードディスクである画像再生装置
。
【０１０２】
（３）映像信号をデジタル信号に変換して記録し、デジタル信号を映像信号に変換して再
生する画像記録再生装置において、記録時には前記デジタル信号に対してＭＰＥＧ方式ま
たはＪＰＥＧ方式の圧縮処理を選択的に施して圧縮データを生成し、再生時には前記圧縮
データに対してＭＰＥＧ方式またはＪＰＥＧ方式の伸長処理を選択的に施してデジタル信
号を生成するコーデック部と、前記圧縮データを記録する記録部と、ＭＰＥＧ方式で圧縮
処理するかＪＰＥＧ方式で圧縮処理するかの選択指示を行うための圧縮処理モードの選択
指示手段と、前記記録部に記録された圧縮データのうち、再生するデータを指定するため
の指定手段と、前記指定手段によって指定された圧縮データを前記記録部より検索して読
み出す読み出し手段と、を備えた画像記録再生装置。
【０１０３】
前記（３）の画像記録再生装置において、記録時には、前記選択指示手段による指示に応
じて、前記コーデック部での圧縮処理の方式を切り替えるようにし、再生時には、前記読
み出し手段で読み出された圧縮データに応じて、前記コーデック部での伸長処理の方式を
切り替えるようにする画像記録再生装置。
【０１０４】
前記（３）の画像記録再生装置において、記録時には、前記選択指示手段による指示に応
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じて、前記記録部が前記圧縮データに圧縮処理の方式を示すコードを付加して記録するよ
うにし、再生時には、前記読み出し手段で読み出された圧縮データに付加された圧縮処理
の方式を示すコードに応じて、前記コーデック部での伸長処理の方式を切り替えるように
する画像記録再生装置。
【０１０５】
前記（３）の画像記録再生装置において、前記コーデック部は、ＭＰＥＧ方式の処理とＪ
ＰＥＧ方式の処理を共通化して行う回路である画像記録装置。
【０１０６】
前記（３）の画像記録再生装置において、記録する映像信号は、撮像素子より得られる信
号であり、再生する映像信号は、内蔵された表示装置に出力される画像記録再生装置。
【０１０７】
前記（３）の画像記録再生装置において、前記記録部はハードディスクである画像記録再
生装置。
【０１０８】
　以上説明したように、本実施例によれば、記録媒体の大容量化や圧縮技術の進歩により
、１記録媒体に記録できるデータ数が増加しても、非常に少ないキーで操作可能なため、
以下のような効果が得られ、限られたスペースしかない小型機器での操作性を向上するこ
とが可能となる。
【０１０９】
まず、動画、静止画、静止画付き音声などの記録時のモード別のマークや、データ記録日
時情報等が、一覧リスト表示可能なため、ユーザーはデータの内容を把握しながら、効率
よく、高速に、検索等を行うことができる。また、記録時には、ユーザーが今どのモード
で撮影できるのかが分かるように、モードが切り替えられるごとに、上記のマークも切り
替えられて撮影画面に表示されるため、撮影画面に集中してモードごとの記録が行える。
【０１１０】
また、表示リストは、日付、時刻で構成され、すべて自動的に作成されると同時に、縮小
表示画面を出す事ができるため、ユーザーはデータの内容をさらに把握しやすくなる。
【０１１１】
さらに、撮影したデータを所定の場所に分類可能なため、撮影した状況や目的に合わせて
、モード情報や日時情報などを頼りにして整理でき、一層、検索が容易になる。
【０１１２】
また、モード情報や日時情報などを頼りにして、リスト表示の表示順序および、データの
再生順序を入れ替えることができるので、記録順序によらず、常に最適な再生効果を得る
ことができる。
【０１１３】
そして、一時的に廃棄可能な分類を設けたため、誤った操作による消去を防ぐことができ
るだけでなく、不要なデータも、消去操作後に、その必要性が生じた場合、再利用可能と
なる。
【０１１４】
　以上より、比較的簡単なグラフィック画面上の操作により、大量のデータを記録した場
合でも、全ての画面を展開しながら再生する場合に比べ、高速に検索が可能になる。
【発明の効果】
　本発明によれば、携帯機器での操作性向上を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のソフトウェアの状態遷移図である。
【図２】本発明のソフトウェアが動作する携帯用ディジタルビデオカメラの外観図である
。
【図３】本発明のソフトウェアが動作する携帯用ディジタルビデオカメラの操作スイッチ
部分の拡大図である。
【図４】本発明のソフトウェアが動作する携帯用ディジタルビデオカメラの回路ブロック
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図である。
【図５】本実施形態のソフトウェアが動作する携帯用ディジタルビデオカメラの画面表示
構成図である。
【図６】記録データを分類を選択するための表示画面である。
【図７】記録データを選択するための表示画面である。
【図８】記録データを選択するための縮小画付き表示画面である。
【図９】記録データの詳細機能を選択するための表示画面である。
【図１０】詳細機能を選択する方法を示したフローチャートである。
【図１１】記録データの分類を変更するための表示画面である。
【図１２】記録データの表示順を変更するための表示画面である。
【図１３】記録データの日付を変更するための表示画面である。
【図１４】記録データの削除属性を変更するための表示画面である。
【図１５】記録メディアの残量状態を表示する表示画面である。
【図１６】記録データをＨＤＤより読みだし、記録データを再生する方法を示したフロー
チャートである。
【図１７】記録時に静止画記録モードが選択されている場合の撮影画面である。
【図１８】記録時に動画記録モードが選択されている場合の撮影画面である。
【図１９】モード別のマーク図である。
【符号の説明】
２００　携帯用ディジタルカメラ本体
２０１　液晶表示部
２０２　モード選択ボタン
３０１～３０５　携帯用ディジタルカメラ機器の再生、停止、早送り、巻き戻し十字ボタ
ンを含む操作ボタン
４１１　本発明の記録データ一覧表示を描画し制御するマイコン
４１５　容量が２６０ＭバイトのＰＣカード型ハードディスク
６０５～６０７　分類表示マーク
６１０　操作ガイド表示
７０１　記録データの記録日付表示
７０２　記録データの記録時間表示
７０３　撮影モードを示すマーク
７０５　削除可能かどうかを示す属性マーク
８０１　記録データの縮小画
１７０１　静止画モードを表わすマーク
１８０１　動画モードを表わすマーク
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