
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
現像済みのフィルム 納されたフィルムカートリッジを装着し、該フィルムの コマの
映像を光学的に取出し、電子映像信号に変換して表示手段に表示する電子フィルムビュワ
ー装置において、

記フィルムを給送するフィルム給送手段と、
上記フィルム 映像を光学的に取出し、電子映像信号

画像入力手段と、
上記画像入力手段から取り出された電子映像信号 画像メモリ手段と、

記表示手段の１表示画面を所定数に分割して、
１コマの画像をその１つの分割画像部分に相当する記憶領域に順次記憶させ、 コマの
画像を同時に表示するマルチ画面を生成するマルチ画面生成手段と、
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が収 各

上
給送手段により位置出しされたコマの

として得る
を記憶するための

上 上記画像入力手段によって順次得られる
複数

上記マルチ画面生成手段により生成された上記マルチ画面を上記画像メモリ手段に記憶す
るマルチ画像記憶手段と、
上記マルチ画像記憶手段に記憶された上記マルチ画面をビデオ信号として読み出して上記
表示手段に表示するマルチ画面表示手段と、
指定された１コマに応じた所定位置までフィルムを給送して、その指定された１コマの映
像を光学的に取り出してビデオ信号として得て、上記画像メモリ手段を介さずに、フィル
ム画像データを上記表示手段に表示するフィルムコマ画面表示手段と、
上記マルチ画面表示手段による表示と上記フィルムコマ画像表示手段による表示とを選択



を具備することを特徴とする電子フィルムビュワー装置。
【請求項２】
上記フィルム

特徴とす
る請求項１記載の電子フィルムビュワー装置。
【請求項３】

上記マルチ画面内の所望画像が指定されたときに、上記フィルムを給送して所定コマの位
置出しした後、入カされた電子映像信号を上記画像メモリ手段を介さずに、上記エンコー
ダ手段に入力することを特徴とする電子フィルムビュワー装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、フィルムカートリッジに収納される現像済みフィルムの映像をＴＶモニタに画
像表示する電子フィルムビュワー装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、現像済みフィルムの映像を光学的に取り出し、ＣＣＤ等の撮像素子で光電変換して
電子映像信号（ビデオ信号）を生成し、ＴＶモニタに画像表示する電子フィルムビュワー
装置がある。
【０００３】
例えば、特開平４－６８８７７号公報には、フィルムのコマから映像をイメージセンサで
画像データとして取り出し、一旦、フレームメモリに記憶した後、ビデオ信号に変換して
画像表示させる技術が開示されている。
【０００４】
また、特開平３－２２９３６８号公報には、フィルムからイメージセンサで取り出した画
像データをフレームメモリに記憶させ、併わせて、複数の画像データを１表示画面に表示
するマルチ画面を生成し、そのマルチ画面に表示された画像の中から原画像を検索する例
が示されている。
【０００５】
さらには、ノーリツ社製の銀塩写真プリンタ装置（ＱＳＳ－１９１２）には、スキャーナ
で読み取った画像データを表示画面に一度に複数（６コマや２８コマ）表示させてプリン
ト前の補正確認を行なうためのマルチ画面表示機能も含まれている。
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的に切り換えて、いずれかのビデオ信号を上記表示手段に送出する切換手段と、

コマ画面表示手段により表示されるコマは、上記マルチ画面表示手段により
表示された上記マルチ画面の中から選択指定された所望する１コマであることを

現像済みのフィルムが巻回し収納されたフィルムカートリッジを装着し、該フィルムのコ
マの映像を光学的に取り出し、電子映像信号に変換して表示手段に表示する電子フィルム
ビュワー装置において、
給送モータによリ上記フィルムカートリッジから上記フィルムを給送し若しくは巻き戻す
フィルム給送手段と、
上記フィルムのコマから映像を光学的に取り出し、電子映像信号に変換する画像入力手段
と、
上記画像入力手段から取り出された電子映像信号を記憶するための画像メモリ手段と、
上記画像メモリ手段に電子映像信号を記憶させる際に、上記表示手段の１表示画面を所定
数に分割して、フィルム１コマの画像をその１つの分割画像部分に相当する記憶領域に順
次記憶させ、全コマの画像を同時に表示するマルチ画面を生成するマルチ画面生成手段と
、
上記フィルムの所望コマの映像、上記画像メモリ手段に記憶されるマルチ画面若しくは、
上記画像入力手段により取り出した上記マルチ画面内で指定された１分割画像に相当する
上記フィルムの所定コマの映像のいずれかを選択し、上記表示手段に送出するエンコーダ
手段と、
を具備し、



【０００６】
一般に、現像されたフィルムは数コマづつに分断されて、フィルムケースに収納されてユ
ーザに返却されている。最近では、ＵＳＰ５，２３１，４３９号に示される様な現像済の
フィルムを切断せずにフィルムカートリッジに入れたままユーザに返却する提案がなされ
ている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前述した特開平４－６８８７７号公報では、フィルムから１コマの映像を画像入
力してビデオ信号に表示する技術のみで、１コマ対応分のメモリの例しか示されていない
。従って、この装置では、フィルムから１コマ毎に画像として取り出して画像を確認する
か、フィルムのコマを目視して確認することになる。
【０００８】
また、特開平３－２２９３６８号公報では、マルチ画面について記述されているが、各画
像と共に多数のマルチ画面画像をメモリに記憶しているので膨大なメモリ容量が必要にな
る。
【０００９】
さらに、銀塩写真プリンタ装置（ＱＳＳ－１９１２）については、マルチ画面の機能はあ
るが、もともと記憶されている全コマ分の画像データの中から選択してマルチ画面を生成
するものであり、メモリ容量を含み、該装置の規模が大がかりなものである。
【００１０】
そこで本発明では、少ないメモリ容量の簡素な構成で、フィルムカートリッジに収納され
る現像済みフィルムの内容を確認可能な電子フィルムビュワー装置を提供することを目的
とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記目的を達成するために、現像済みのフィルム 納されたフィルムカートリ
ッジを装着し、該フィルムの コマの映像を光学的に取出し、電子映像信号に変換して表
示手段に表示する電子フィルムビュワー装置において、 記フィルムを給送するフィルム
給送手段と、上記フィルム 映像を光学的に取出し、
電子映像信号 画像入力手段と、上記画像入力手段から取り出された電子映像信
号 画像メモリ手段と、 記表示手段の１表示画面を所定数に分割して、

１コマの画像をその１つの分割画像部分に相当す
る記憶領域に順次記憶させ、 コマの画像を同時に表示するマルチ画面を生成するマル
チ画面生成手段と、

を備える電子フィルムビュ
ワー装置を提供する。
【００１２】
また、

【００１３】
さらに、現像済みのフィルムが巻回し収納されたフィルムカートリッジを装着し、該フィ
ルムのコマの映像を光学的に取り出し、電子映像信号に変換して表示手段に表示する電子
フィルムビュワー装置において、給送モータによリ上記フィルムカートリッジから上記フ
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上
給送手段により位置出しされたコマの

として得る
を記憶するための 上

上記画像入力手段によって順次得られる
複数

上記マルチ画面生成手段により生成された上記マルチ画面を上記画像
メモリ手段に記憶するマルチ画像記憶手段と、上記マルチ画像記憶手段に記憶された上記
マルチ画面をビデオ信号として読み出して上記表示手段に表示するマルチ画面表示手段と
、指定された１コマに応じた所定位置までフィルムを給送して、その指定された１コマの
映像を光学的に取り出してビデオ信号として得て、上記画像メモリ手段を介さずに、フィ
ルム画像データを上記表示手段に表示するフィルムコマ画面表示手段と、上記マルチ画面
表示手段による表示と上記フィルムコマ画像表示手段による表示とを選択的に切り換えて
、いずれかのビデオ信号を上記表示手段に送出する切換手段と

上記フィルムコマ画面表示手段により表示されるコマは、上記マルチ画面表示手段
により表示された上記マルチ画面の中から選択指定された所望する１コマである電子フィ
ルムビュワー装置を提供する。



ィルムを給送し若しくは巻き戻すフィルム給送手段と、上記フィルムのコマから映像を光
学的に取り出し、電子映像信号に変換する画像入力手段と、上記画像入力手段から取り出
された電子映像信号を記憶するための画像メモリ手段と、上記画像メモリ手段に電子映像
信号を記憶させる際に、上記表示手段の１表示画面を所定数に分割して、フィルム１コマ
の画像をその１つの分割画像部分に相当する記憶領域に順次記憶させ、全コマの画像を同
時に表示するマルチ画面を生成するマルチ画面生成手段と、上記フィルムの所望コマの映
像、上記画像メモリ手段に記憶されるマルチ画面若しくは、上記画像入力手段により取り
出した上記マルチ画面内で指定された１分割画像に相当する上記フィルムの所定コマの映
像のいずれかを選択し、上記表示手段に送出するエンコーダ手段とを備え、

電子フィルムビュワー装置を提供する。
【００１４】
【作用】
以上のような構成の電子フィルムビュワー装置は、フィルムの コマの画像データが同
時に１画面で見られるマルチ画面が生成され、メモリに記憶される。１つのマルチ画面を
見ることで、フィルムの コマの画像データに渡って確認でき、所望するコマ数を指定
すると、指定されたコマが選択され、画像メモリを介さずにフィルムのコマから画像デー
タが直接、表示画面に表示される
【００１５】
【実施例】
以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
図１には、本発明の電子フィルムビュワー装置における概念的な構成を示し説明する。
【００１６】
図１（ａ）は、電子フィルムビュワー装置におけるマルチ画面を生成する構成の概念を示
す図である。ここで、マルチ画面とは、図２（ａ）に示すように表示される１画面を所定
数（例えば、２０画面）に分割し、その分割された画像部分の１つにフィルム１コマ分の
画像を当て嵌め、全コマの画像データを１画面に同時に表示する表示画面であるものとす
る。その１コマ分の画像には、コマ数がスーパーインポーズされ、マルチ画面上に表示さ
れる。上記コマ数は、フィルムに付されたコマ数若しくは装置に取り入れられた画像順に
付された数値である。
【００１７】
また、図２（ｂ）は、図２（ａ）で３番目のコマ数の画像を指定した場合に、表示される
一例である。
図１（ａ）に示すこの装置は、未裁断の現像済みのフィルムが巻き取られ収納されるフィ
ルムカートリッジ１と、該フィルムカートリッジ１を装脱着するカートリッジ収納部２と
、該カートリッジ収納部２に装着されたフィルムカートリッジ１からフィルムを引き出す
若しくは巻き戻すフィルム給送部３と、該フィルム給送部３で位置出しされたコマの映像
を光学的に取出し、光電変換により電子映像信号（画像データ）として得る画像入力部４
と、順次得られる１コマの画像データを所定数に分割された表示画面の分割画像部分の１
つづつに当て嵌め、マルチ画面を生成するマルチ画面生成部５と、生成されたマルチ画面
を記憶するマルチ画面記憶部６とで構成される。
【００１８】
上記マルチ画面記憶部６に記憶されるマルチ画面は、図示しない制御部によりビデオ信号
として読み出され、外部ＴＶモニタ等の表示部７に表示される。
また、前述した例では、上記マルチ画面生成部５がマルチ画面を生成した後、そのマルチ
画面をマルチ画面記憶部６に記憶したが、他の例として、マルチ画面生成部５がマルチ画
面記憶部６の所定の記憶領域（上記分割された画像部分の１つに相当するアドレス）毎に
１コマ分の画像データを順次記憶させていき、記憶処理が完了した時点で、マルチ画面記
憶部６にマルチ画面が生成されてもよい。
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上記マルチ画
面内の所望画像が指定されたときに、上記フィルムを給送して所定コマの位置出しした後
、入カされた電子映像信号を上記画像メモリ手段を介さずに、上記エンコーダ手段に入力
する

複数

複数

。



【００１９】
この装置構成においては、フィルムカートリッジ１が装置本体に装着されると、自動的に
フィルムが給送され、１コマずつ、全コマに渡って画像入力し、全コマの画像データを１
表示画面で表すマルチ画面を生成して記憶する。フィルムカートリッジ１が巻戻され取り
出されるまで、このマルチ画面を記憶しており、随時フィルム全コマの画像の確認可能に
なっている。
【００２０】
また、図１（ｂ）には、別の構成例を示す。この構成例は、図１（ａ）に示した構成に、
上記マルチ画面記憶部６に記憶されるマルチ画面か、上記フィルムカートリッジ１のフィ
ルム１コマから取り出した１つの画像データかを切換えて、外部の表示部７にいずれかの
ビデオ信号を送出する切換え部８と、この切換え部８に切換え指示を行い、且つフィルム
の所定コマを位置出しするようにフィルム給送部３に給送指示を行う操作部９がさらに、
設けられている。
【００２１】
このような構成により、フィルムの全コマの画像データに渡って確認する場合には、上記
マルチ画面記憶部６に記憶されるマルチ画面を読み出し、操作部９で所望するコマ数を指
定すると、指定されたコマが画像入力部４でデータとして取り出すための所定位置までフ
ィルム給送され、メモリ等を介さずに、直接、表示部に画像データが出力される。すなわ
ち、メモリはマルチ画面を記憶できる記憶容量で済み、少ない容量のメモリで対応できる
。
【００２２】
次に図３には、本発明による実施例として電子フィルムビュワー装置の外観図を示し説明
する。
この電子フィルムビュワー装置においては、図示していないが本体裏面等に、図１で示し
たようなビデオ信号を出力するためのビデオ出力端子が設けられており、直接的にＴＶモ
ニタ等と接続される。装置本体１１の正面には、フィルムカートリッジ１を装着するため
のカートリッジ挿入口１２が設けられている。このカートリッジ挿入口１２には、開閉自
在な蓋１３が取り付けられている。
【００２３】
さらに、種々の動作状態等を表示するためのＬＣＤ表示部１４と、後述するリモートコン
トロールスイッチ（以下、リモコンと称する）１５の種々の制御信号光を受光するリモコ
ン受光窓１６と、電源スイッチ１７とが設けられている。但し、本実施例では、リモコン
上に設けたスイッチ類により操作するが、これらのスイッチは装置本体に直接実装しても
よい。
【００２４】
上記リモコンは、上面に種々のスイッチが設けられている。
まず、フィルムカートリッジ１にフィルムを完全に収納する巻き戻しスイッチ２１と、１
コマ巻戻しを行うコマ戻しスイッチ２２と、１コマ送りを行うコマ送りスイッチ２３と、
連続押下により目標のコマ数をセットする１～０までのコマ数指示スイッチ２４と、入力
画像をネガ出力するかポジ出力するかの選択を行うネガ／ポジスイッチ２５と、マルチ画
面表示に切換えるためのマルチ画面切換スイッチ２６とが設けられている。
【００２５】
このようなスイッチの設定で、目標コマ数がセットされると目標コマまでフィルムが自動
的に給送される。コマ戻しスイッチ２２やコマ送りスイッチ２３を押しつづけて、カウン
トダウン、カウントアップさせることにより、目標コマ設定スイッチの代りとしても良い
ことは言うまでもない。
【００２６】
次に図４には、前述したＬＣＤ表示部１４の表示例を示す。
このＬＣＤ表示部１４において、カセットマーク表示２７は、フィルムカートリッジ１が
未装着時に点滅し、カートリッジ挿入をうながす。コマ数表示２８は、、現在のコマ数（
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例えば、“１２”）を示しており、リモコン１５で目標コマ設定すると、「目標」と表示
され、合せて目標コマ数（例えば、“１６”）が表示される。目標に合ってフィルムが駆
動されるとコマ数は現在のコマ数にかわり目標に向ってコマ数がかわる（フィルムが給送
される）。“ネガ”“ポジ”表示２９はネガ出力モードのとき“ネガ”がポジ出力モード
のとき“ポジ”が表示される。
【００２７】
次に図５には、本実施例の電子フィルムビュワー装置の具体的なブロック構成を示し説明
する。ここで、本実施例に使用するフィルムは、撮影コマの周辺でパーフォレーション方
向に沿って、磁気記録媒体からなる磁気トラックが設けられており、コマに撮影された映
像に関する情報が記録されているものとする。
【００２８】
この電子フィルムビュワー装置には、マイコン等からなり装置全体の制御を行なう制御部
３１が設けられる。この制御部３１は、周辺ブロックを取り込んだゲートアレイ又はＲＩ
ＳＣマイコンなどで構成してもよい。
【００２９】
この電子フィルムビュワー装置装置において、装置本体に装着されたフィルムカードリッ
ジ１からフィルムを給送し、コマの映像を取り出すための所定位置に位置出しするモータ
３２と、そのモータドライバ３３と、位置出しされたコマに照明光を照射するランプ３４
とその照明用ドライバ３５と、照明光によって得られた映像をセンサ面に結像させるため
の光学系３６と、光電変換により結像された光学像から電子映像信号を生成するイメージ
センサ３７と、該イメージセンサ３７を所定タイミングで駆動するためのタイミングジェ
ネレータ３８と、生成された電子映像信号を増幅するヘッドアンプ３９と、増幅された電
子映像信号をデジタル化するＡ／Ｄ変換部４０と、制御部３１に制御されるアドレス制御
部４１で指定されたアドレスに電子映像信号を１コマの画像単位で記憶するメモリ４２と
が設けられる。
【００３０】
上記指定されたアドレスは、前述したマルチ画面を生成するために、１コマづつ画像デー
タを記憶させていく領域を示し、全データの記憶完了時には、１つのマルチ画面が完成す
るように指示されるものである。
【００３１】
さらに本装置には、上記メモリ４２から読出されたマルチ画面をアナログ化するＤ／Ａ変
換部４３と、アナログ化されたマルチ画面若しくは、上記ヘッドアンプ３９から直接入力
される１コマ分の電子映像信号（画像データ）を切換えて、いずれか一方を出力するため
の切換え部４４と、選択されたマルチ画面若しくは１コマ分の画像データからビデオ信号
を生成するエンコーダ４５とが設けられる。　この構成により、上記イメージセンサ３７
で生成された電子映像信号（画像データ）は、二系統の経路のいずれかを経て外部の表示
部に出力される。一系統目は、ヘッドアンプ３９から直接信号をエンコーダ４５に送出す
る系統であり、フィルム画像出力を直接ビデオ信号として出力する。もう一つの系統は、
Ａ／Ｄ変換した後メモリ４２に記憶させマルチ画面としてエンコーダ４５に送出するもの
である。つまり、アドレス制御によりフィルム１コマごとのマルチ画面部に画素を間引い
て記憶する。メモリはＤ／Ａに接続されており、マルチ画面表示時は切換手段によりエン
コーダ部に接続され、マルチ画面がビデオ信号として出力される。このように、本実施例
では、メモリの容量が最低、１マルチ画面を記憶するための１画面分でよい。
【００３２】
さらに、本実施例の電子フィルムビュワー装置装置には、フィルムの磁気トラックに記憶
されたデータを記録再生するための磁気ヘッド４６と、それを駆動する磁気回路４７と、
装置の動作状態を示すための表示部４８と、電源スイッチ等からなる操作部４９と、リモ
コン受信部５０とが設けられている。
【００３３】
ここで図６には、電子フィルムビュワー装置におけるフィルムから映像を取り出し光電変
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換して電子映像信号を生成するための配置構成を示し説明する。この構成において、モー
タ３２の駆動によってフィルムカードリッジ１から引き出されたフィルムは、スプール５
１に巻き取られる。上記フィルムカードリッジ１とスプール５１との間で、片側にフィル
ムの映像を投射させるためのランプ３４が設けられ、その反対側には、フィルムの映像を
結像させる光学系３６と、映像を光電変換するイメージセンサ３７が設けられている。こ
のイメージセンサ３７の一例としてエリアセンサが図示されている。
【００３４】
またその近傍には、コマの位置出しを行うために、フィルムのパーフォレーション５２を
検出するＰ．Ｒ．５３が設けられる。さらに上記フィルムの磁気トラック５４には磁気ヘ
ッド４６が当接され、撮影された映像に関する情報の書込み若しくは読み出しが行なわれ
る。また、スプール５１とフィルムカードリッジ１はモータ切換え部５５の切換えによっ
ていずれかがモータ３２により駆動される。つまり、フィルム送り出し時は、まずモータ
３２でフィルムカートリッジｌの軸を回転させ、フィルムを送り出し、スプール５１に巻
きついた後、モータ切換部５５で切換え、スプール側を回転させてフィルムを給送する。
フィルム巻戻し時は、スプール５１をフリーな状態にして、フィルムカートリッジｌの軸
を回転させてフィルムを収納する。
【００３５】
上記ランプ３４は、画像入力時のみ点灯される。図示する上記磁気ヘッドは、フィルムが
給送され、指定コマが位置出しされた状態で該指定コマに関する情報がすでに読み出され
た位置（カートリッジ側）に位置している。
【００３６】
次に、図７のフローチャートを参照して、このように構成された電子フィルムビュワー装
置装置の動作について説明する。
まず、電源スイッチのオンにより（ステップＳ１）、装置が初期設定される（ステップＳ
２）。次に、フィルムカートリッジ１がカートリッジ挿入口１２から挿入されたか否かチ
ェックする（ステップＳ３）。この検出方法としては、カートリッジ挿入口１２の蓋１３
に検出スイッチを設け検出しても、カートリッジ自体を直接検出してもよい。
【００３７】
そして上記ステップＳ３で、上記フィルムカートリッジ１が未装着時には（ＮＯ）、電源
スイッチ１７のオン・オフ状態をチェックし（ステップＳ４）、オフならば（ＮＯ）、本
シーケンス処理を終了させる。しかし、オンならば（ＹＥＳ）、ＬＣＤ表示部１４でカー
トリッジ未挿入表示（カートリッジマーク点滅）させ（ステップＳ５）、フィルムカート
リッジ１が挿入されるまで待機する。
【００３８】
そしてステップＳ３で、フィルムカートリッジ１が挿入された場合は（ＹＥＳ）、フィル
ムローディングを行なった後（ステップＳ６）、フィルム全コマの画像をマルチ画面とし
て記憶する全コマ読出しを行なう（ステップＳ７）。
【００３９】
次にリモコン１５の操作スイッチの操作による信号が受信されたか否かチェックする（ス
テップＳ８）。但し、本体側にスイッチ類が実装されている場合にはリモコン受信の代り
にスイッチの操作検出を行なう。
【００４０】
次に装置の設定モード及び状態に合せてＬＣＤ表示を行なう（ステップＳ９）。次にマル
チ画面が外部の表示部の表示画面に表示中か否かチェックし（ステップＳ１０）、マルチ
画面表示中であれば（ＹＥＳ）、コマ送りスイッチ２３とコマ戻しスイッチ２２の入力を
禁止する。これは、マルチ画面の場合は現在どのコマの位置にフィルムがあるかわからな
いので禁止する。
【００４１】
しかし、マルチ表示中でなければ（ＮＯ）、コマ送りスイッチ２３をチェックする（ステ
ップＳ１１）。ここで、スイッチがＯＮであれば（ＹＥＳ）、目標コマ数（以下０Ｋ）に
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現状のコマ数（Ｋ）に１を加えた数を代入し（ステップＳ１２）、０Ｋコマ送りを行なう
（ステップＳ１３）。
【００４２】
また、コマ戻しスイッチ２２をチェックする（ステップＳ１４）。スイッチがＯＮであれ
ば（ＹＥＳ）、０ＫにＫ－１を代入し（ステップＳ１５）、ステップＳ１３に移行して、
０Ｋコマ送りを行なう。
【００４３】
次にコマ数指示部の数字入力により目標コマ数の設定をチェックし（ステップＳ１６）、
目標コマ数が設定された場合も（ＹＥＳ）、ステップＳ１３に移行して、０Ｋコマ送りが
実行される。そして、０Ｋコマ送りが行なわれた後は、そのフィルムコマの画面表示が行
なわれ（ステップＳ１７）、ステップＳ２１に移行する。しかし、上記ステップＳ１６で
０Ｋ設定がされなかった場合は（ＮＯ）、次にマルチ画面切換スイッチのオン・オフがチ
ェックされる（ステップＳ１８）。ここでＯＦＦであれば（ＮＯ）、ステップＳ２１に移
行し、ＯＮであれば（ＹＥＳ）マルチ画面が表示されているかチェックし（ステップＳ１
９）、マルチ画面が表示中であれば（ＹＥＳ）、上記ステップＳ１７でフィルム画面表示
を行い、マルチ画面が表示されていなければ（ＮＯ）、マルチ画面を表示する（ステップ
Ｓ２０）。
【００４４】
次にステップＳ２１でネガ・ポジスイッチ２５をチェックし、ＯＮしていれば（ＹＥＳ）
、表示Ｔ画面のネガ・ポジ反転を行ない（ステップＳ２２）、ＯＦＦであれば（ＮＯ）、
巻戻しスイッチ２１のオン・オフの状態をチェックする（ステップＳ２３）。ここで巻戻
しスイッチがＯＮであれば（ＹＥＳ）、巻戻した後（ステップＳ２４）、フィルムカート
リッジ１を装置から取り出せば、メモリに記憶されるマルチ画面がクリアされ（ステップ
Ｓ２５）、ステップＳ３に戻る。この時、フィルムカートリッジ１を取り出さずに、フィ
ルム装填中であれば、いつでもマルチ画面を表示することができるものとする。但し、メ
モリクリア処理のステップが設定されていなくても、次に新たなフィルムカートリッジ１
が装着されれば、自動的に更新されるため、ここでメモリクリアを行なわなくともよい。
またカートリッジ挿入口１２の蓋１３の開閉時にメモリをクリアするようにしてもよい。
【００４５】
上記ステップＳ２３で、巻戻しスイッチがＯＦＦの場合は（ＮＯ）、電源スイッチのオン
・オフ状態をチェックし（ステップＳ２６）、ＯＮの場合は（ＹＥＳ）、ステップＳ８へ
移行し、ＯＦＦの場合は（ＮＯ）、本シーケンス処理を終了する。
【００４６】
次に図８のフローチャートを参照して、マルチ画面の生成について説明する。まずフィル
ムの全コマ数を読み取り（ステップＳ３１）、そのコマ数により、メモリの１表示画面に
相当する記憶領域を分割する（ステップＳ３２）。この分割は１５分割、２０分割、４０
分割などが考えられるが、それぞれ画面の横・縦分割で５×３、５×４、８×５などに分
割されるものと考えればよい。この内で横方向の分割数はＸに、縦方向の分割数はＹに代
入される。マルチ画面はあくまでインデックス機能として使用するため、分割の状態によ
って、１コマ分の表示仮面のアスペクト比が多少異なるのはやむを得ないものとする。
【００４７】
次に、係数Ｋ（コマ数）を１に初期化し（ステップＳ３３）、Ｘ，Ｙも１に初期化する（
ステップＳ３４）。
次にフィルムから１コマ分の画像を読出し（ステップＳ３５）、外部の表示部の表示画面
にコマ数と共に表示する（ステップＳ３６）。但し、生成するマルチ画面を表示して、そ
の内の分割画面の１つにコマ数と共に入力されるごとに表示して、全コマの画像入力が終
了する表示するようにすれば、ステップＳ３６の１コマの画像表示は省略しても良い。
【００４８】
次にＫ，Ｘ，Ｙのメモリ位置に画像データを書込む（ステップＳ３７）。この書込みは、
マルチ画面のメモリにアドレス制御によりデータを間引くことで行なわれる。又ここでコ
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マ数をスーパーインポズして記憶する。
【００４９】
次にＫをインクリメントし（ステップＳ３８）、全コマの画像を入力したかチェックし（
ステップＳ３９）、全コマについて画像入力が終了した場合は（ＹＥＳ）、Ｋをデクリメ
ントし（ステップＳ４０）、もとに戻した後、生成されたマルチ画面表示して（ステップ
Ｓ４１）、本シーケンスを終了する。
【００５０】
上記ステップＳ３９で、全コマについて画像入力が終っていない場合は（ＮＯ）、Ｘをイ
ンクリメントし（ステップＳ４２）、Ｘが横分割の数を超えたかチェックし（ステップＳ
４３）、Ｘが横の分割を超えなければ（ＮＯ）、ステップＳ３５に戻る。しかし、Ｘが横
の分割を超えた場合は（ＹＥＳ）、Ｘを１に設定し（ステップＳ４４）、Ｙをインクリメ
ントし（ステップＳ４５）、マルチ画面の次の記憶アドレスを指定した後、１コマ巻上げ
を行なった後（ステップＳ４６）、ステップＳ３５に戻り、同様な処理を繰り返し行う。
【００５１】
図９のフローチャートを参照して、０Ｋコマ送りの動作について説明する。
まず、０ＫとＫを比較する（ステップＳ５１）、０Ｋ≧Ｋとなる場合は（ＹＥＳ）、目標
コマ数が現在のコマ数以上の場合である。この場合には、０Ｋ＝Ｋかチェックし（ステッ
プＳ５２）、０Ｋ＝Ｋでなければ（ＮＯ）、モータ３２を正転させ（ステップＳ５３）、
Ｐ．Ｒ．５３で検出して１コマ進むごとに（ステップＳ５４）、Ｋ←Ｋ＋１を行ない（ス
テップＳ５５）、コマ数を表示部４８（ＬＣＤ表示部１４）に表示する（ステップＳ５６
）。そして、０Ｋ＝Ｋとなったところで（ステップＳ５７）、モータを停止させ（ステッ
プＳ５８）、リターンする。
【００５２】
上記ステップ５１において、０Ｋ＞Ｋでない場合は（ＮＯ）、モータ３２を逆転させ（ス
テップＳ５９）、１コマ戻るごとに（ステップＳ６０）、Ｋ←Ｋ－１を行ない（ステップ
Ｓ６１）、コマ数を表示する（ステップＳ６２）。そして、０Ｋ＝Ｋになったところで（
ステップＳ６３）、モータ３２を停止し（ステップＳ５８）、フィルムを目標位置まで駆
動させる。
【００５３】
なお、本実施例では、磁気トラックを映像に関する情報の記録に用いたが、勿論これに限
らず、光学的にフィルムに記録してもよい。
以上のことから本実施例の電子フィルムビュワー装置は、１つのマルチ画面を見ることで
、フィルムの全コマの画像データに渡って確認でき、所望するコマ数を指定すると、指定
されたコマが選択され、メモリを介さずに表示画面に表示できる。
【００５４】
また、本実施例は、従来のようにメモリに一旦書き込んで読出した画像ではないため、画
像の劣化が少なく、高品位な画像が得られる。また、メモリの容量は、最低１つのマルチ
画面を記憶できる記憶容量で済み、少ない容量のメモリで対応でき、簡素な構成で電子フ
ィルムビュワー装置が実現できる。
【００５５】
なお、本発明の上記実施態様によれば、以下如き構成が得られる。
（１）　フィルムから画像入力し、ビデオ信号に変換する電子フィルムビュワー装置にお
いて、
フィルムを自動的に給送する手段と、全てのコマの画像を順次入力する手段と、入力され
た画像をマルチ画面としてメモリに記憶する処理手段と、少なくともフィルムカートリッ
ジのフィルムが巻戻されるまでは上記メモリに記憶されたデータを保持することを特徴と
した電子フィルムビュワー装置。
【００５６】
（２）　上記画像の順次入力は、フィルムカートリッジの装着に連動して行われることを
特徴とする上記（１）記載の電子フィルムビュワー装置。
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（３）　確認コマ指定手段と、マルチ画面表示手段と、
確認コマが指定されたときには、フィルムを指定コマまで給送し、画像入力した結果を直
接ビデオ信号に変換し出力する出力手段と、
マルチ画面表示が指定されたときには、上記メモリに記憶された出力に切換える切換手段
とをさらに具備することを特徴とする上記（１）記載の電子フィルムビュワー装置。
【００５７】
（４）　上記メモリに記憶されたデータは、巻戻し終了時又はフィルムカートリッジ蓋の
開閉に連動して初期化されることを特徴とする上記（１）記載の電子フィルムビュワー装
置。
【００５８】
（５）　磁気記憶媒体からなる磁気トラックを有する現像済みのフィルムが巻回し収納さ
れたフィルムカートリッジを装着し、該フィルムのコマの映像を光学的に取出し、電子映
像信号に変換して表示手段に表示する電子フィルムビュワー装置において、
給送モータにより上記カートリッジから上記フィルムを給送し若しくは巻き戻すフィルム
給送手段と、
上記フィルムのコマから映像を光学的に取出し、電子映像信号に変換する画像入力手段と
、
上記フィルムの磁気トラックに記録される上記映像に関する情報を読出し／書き込みする
映像情報読出し／書き込み手段と、
上記画像入力手段から取り出された電子映像信号と上記映像に関する情報を記憶するため
の画像メモリ手段と、
上記画像メモリ手段に電子映像信号を記憶する際に、上記表示手段の１表示画面を所定数
に分割して、フィルム１コマの画像をその１分割画像部分に順次記憶させる全コマの画像
を同時に表示するマルチ画面を生成するマルチ画面生成手段と、
上記フィルムの所望コマの映像、上記画像メモリ手段に記憶されるマルチ画面若しくは、
上記画像入力手段により取り出した上記マルチ画面内で指定された１分割画像に相当する
上記フィルムの所定コマの映像のいずれかを選択し上記表示手段に送出するエンコーダ手
段と、
を具備することを特徴とする電子フィルムビュワー装置。
【００５９】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、少なくとも１画像分のメモリ容量のメモリを搭載す
ることで構成でき、フィルムカートリッジに収納される現像済みフィルムの全部の内容を
１画面で確認可能な電子フィルムビュワー装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電子フィルムビュワー装置における概念的な構成を示す図である。
【図２】本実施例のマルチ画面と選択された１コマの画像を示す一例である。
【図３】本実施例の電子フィルムビュワー装置の外観を示す図である。
【図４】図３に示したＬＣＤ表示部の表示例を示す図である。
【図５】電子フィルムビュワー装置の具体的な構成を示すブロック図である。
【図６】コマから映像を取出し電子映像信号を生成する配置構成を示す図である。
【図７】本実施例の電子フィルムビュワー装置装置の動作を説明するためのフローチャー
トである。
【図８】マルチ画面の生成について説明するためのフローチャートである。
【図９】０Ｋコマ送りの動作について説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１…フィルムカートリッジ、２…カートリッジ収納部、３…フィルム給送部、４…画像入
力部、５…マルチ画面生成部、６…マルチ画面記憶部、７…表示部、８…切換え部、９…
操作部、１１…装置本体、１２…カートリッジ挿入口、１３…蓋、１４…ＬＣＤ表示部、
１５…リモートコントロールスイッチ、１６…リモコン受光窓、１７…電源スイッチ。
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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