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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタル・スチル・カメラと画像データ受信装置とからなる撮像システムにおいて，
　上記ディジタル・スチル・カメラは撮影室においてカメラマンによって用いられ，かつ
上記画像データ受信装置は上記撮影室とは異なる別室に置かれるものであり，
　上記ディジタル・スチル・カメラが，
　被写体を撮像し，被写体像を表す主画像データを出力する撮像手段，
　上記撮像手段により得られる被写体像を識別する識別符号に関連づけて，上記撮像手段
から出力された主画像データを記録媒体に記録する記録制御手段，
　上記撮像手段から出力された主画像データによって表される被写体像よりもデータ量の
少ない縮小画像を表す縮小画像データを生成する縮小画像データ生成手段，
　対応する被写体像に対応する上記識別符号に関連づけて，上記縮小画像データ生成手段
により生成された縮小画像データを上記画像データ受信装置に送信する縮小画像データ送
信手段，ならびに
　通信撮像モードが設定され，上記ディジタル・スチル・カメラと上記画像データ受信装
置との間での通信が確立され，かつ上記ディジタル・スチル・カメラに設けられているシ
ャッタ・レリーズ・ボタンの押下に応答して被写体の撮像，主画像データの記録媒体への
記録，縮小画像データの生成および縮小画像データの上記画像データ受信装置への送信を
行なうように上記撮像手段，上記記録制御手段，上記縮小画像データ生成手段および上記
縮小画像データ送信手段を制御する制御手段を備え，
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　上記画像データ受信装置が，
　上記ディジタル・スチル・カメラの上記縮小画像データ送信手段から送信され，上記識
別符号が関連づけられた複数駒分の縮小画像データを受信する画像データ受信手段，
　上記画像データ受信手段によって受信した縮小画像データによって表される複数駒の縮
小画像を，対応する識別符号と関連づけて表示するように表示装置を制御する表示制御手
段，および
　上記表示装置に表示された縮小画像の中からプリントする画像に対応する縮小画像をユ
ーザの指定にもとづいて選択する選択手段，
　を備えた撮像システム。
【請求項２】
　画像データ受信装置と通信可能なディジタル・スチル・カメラにおいて，
　上記ディジタル・スチル・カメラは撮影室においてカメラマンによって用いられるもの
であり，上記画像データ受信装置は上記撮影室とは異なる別室に置かれることにより上記
ディジタル・スチル・カメラと通信するものであり，
　シャッタ・レリーズ・ボタン，
　被写体を撮像し，被写体像を表す主画像データを出力する画像手段，
　上記撮像手段により得られる被写体像を識別する識別符号に関連づけて，上記撮像手段
から出力された主画像データを記録媒体に記録する第１の記録制御手段，
　上記撮像手段から出力された主画像データによって表される被写体像よりもデータ量の
少ない縮小画像を表す縮小画像データを生成する縮小画像データ生成手段，
　対応する被写体像に対応する上記識別符号に関連づけて，上記縮小画像データ生成手段
により生成され，上記画像データ受信装置において，ユーザによって指定され，かつプリ
ントする画像に対応する縮小画像を表す縮小画像データを上記画像データ受信装置に送信
する縮小画像データ送信手段，ならびに
　通信撮像モードが設定され，上記ディジタル・スチル・カメラと上記画像データ受信装
置との間での通信が確立され，かつ上記シャッタ・レリーズ・ボタンの押下に応答して被
写体の撮像，主画像データの記録媒体への記録，縮小画像データの生成および縮小画像デ
ータの上記画像データ受信装置への送信を行なうように上記撮像手段，上記記録制御手段
，上記縮小画像データ生成手段および上記縮小画像データ送信手段を制御する制御手段，
　を備えたディジタル・スチル・カメラ。
【請求項３】
　上記撮像手段から上記第１の記録制御手段に主画像データを与える第１のデータ線と上
記縮小画像データ生成手段から上記縮小画像データ送信手段に縮小画像データを与える第
２のデータ線とが一部共通であり，
　上記撮像手段から出力された主画像データを一時的に記憶するバッファ・メモリ，
　上記第２のデータ線を介して上記縮小画像データ生成手段から上記縮小画像データ送信
手段に与えられる上記縮小画像データ送信手段によって縮小画像データの送信中かどうか
を判定する判定手段，
　上記判定手段によって縮小画像データの送信中ではないと判定されたことにより，上記
バッファ・メモリに記憶されている主画像データを読出して，上記第１のデータ線を介し
て上記第１の記録制御手段に与えられることにより主画像データが記録媒体に記録される
ものであり，
　上記判定手段によって縮小画像データの送信中であると判定されたことにより，上記縮
小画像データ送信手段による送信終了まで上記バッファ・メモリからの主画像データの読
出しを停止し，上記縮小画像データ送信手段による送信終了後に上記バッファ・メモリに
記憶されている主画像データを読出して，上記第１のデータ線を介して上記第１の記録制
御手段に与えられることにより主画像データが記録媒体に記録されるものである，
　請求項２に記載のディジタル・スチル・カメラ。
【請求項４】
　画像データ受信装置が，画像データ送信装置とディジタル・スチル・カメラと通信可能



(3) JP 4399121 B2 2010.1.13

10

20

30

40

50

な画像データ通信システムにおいて，
　上記ディジタル・スチル・カメラは撮影室においてカメラマンによって用いられ，かつ
上記画像データ受信装置は上記撮影室とは異なる別室に置かれるものであり，
　上記ディジタル・スチル・カメラが，
　被写体を撮像し，被写体像を表す主画像データを出力する撮像手段，
　上記撮像手段により得られる被写体像を識別する識別符号に関連づけて，上記撮像手段
から出力された主画像データを記録媒体に記録する記録制御手段，
　上記撮像手段から出力された主画像データによって表される被写体像よりもデータ量の
少ない縮小画像を表す縮小画像データを生成する縮小画像データ生成手段，
　対応する被写体像に対応する上記識別符号に関連づけて，上記縮小画像データ生成手段
により生成された縮小画像データを上記画像データ受信装置に送信する縮小画像データ送
信手段，ならびに
　通信撮像モードが設定され，上記ディジタル・スチル・カメラと上記画像データ受信装
置との間での通信が確立され，かつ上記ディジタル・スチル・カメラに設けられているシ
ャッタ・レリーズ・ボタンの押下に応答して被写体の撮像，主画像データの記録媒体への
記録，縮小画像データの生成および縮小画像データの上記画像データ受信装置への送信を
行なうように上記撮像手段，上記記録制御手段，上記縮小画像データ生成手段および上記
縮小画像データ送信手段を制御する制御手段を備え，
　上記画像データ受信装置は，
　ディジタル・スチル・カメラから送信され，被写体像を識別する識別符号が関連づけら
れた複数駒分の縮小画像データを受信する画像データ受信手段，
　上記画像データ受信手段によって受信した縮小画像データによって表される複数駒分の
縮小画像を，対応する識別符号と関連づけて表示するように表示装置を制御する表示制御
手段，
　上記表示装置に表示された縮小画像の中からプリントする画像に対応する縮小画像の識
別符号を入力する識別符号入力手段，および
　上記識別符号入力手段により入力された識別符号を表すデータを上記画像データ送信装
置に送信する識別符号データ送信手段を備え，
　上記画像データ送信装置は，
　上記画像データ受信装置の上記識別データ送信手段から送信された識別符号を表すデー
タを受信する識別符号データ受信手段，
　上記識別符号データ受信手段によって受信された識別符号データによって表される識別
符号に対応する主画像データを，上記識別符号が関連づけられた主画像データが記録され
ている記録媒体から読み取る読み取り手段，および
　上記読み取り手段によって読み取られた主画像データを上記画像データ受信装置に送信
する主画像データ送信手段，
　を備えた画像データ通信システム。
【請求項５】
　画像データ通信装置と通信可能なディジタル・スチル・カメラの動作制御方法において
，
　上記ディジタル・スチル・カメラは撮影室においてカメラマンによって用いられるもの
であり，上記画像データ受信装置は上記撮影室とは異なる別室に置かれることにより上記
ディジタル・スチル・カメラと通信するものであり，
　被写体を撮像し，被写体像を表す主画像データを得，得られた被写体像を識別する識別
符号に関連づけて，撮像により得られた主画像データを記録媒体に記録し，撮像により得
られた主画像データによって表される被写体像よりもデータ量が少なく上記画像データ受
信装置において，ユーザによって指定され，かつプリントする画像に対応する縮小画像を
表す縮小画像を表す縮小画像データを生成し，対応する被写体像に対応する上記識別符号
に関連づけて，生成された縮小画像データを上記画像データ受信装置に送信する処理を，
通信撮像モードが設定され，上記ディジタル・スチル・カメラと上記画像データ受信装置
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との間での通信が確立され，かつ上記ディジタル・スチル・カメラに設けられているシャ
ッタ・レリーズ・ボタンの押下に応答して行なう，
　ディジタル・スチル・カメラの動作制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
この発明は，撮像システム，撮像システムを構成するディジタル・スチル・カメラおよび
画像データ受信装置，画像データ通信システム，画像データ通信システムを構成する画像
データ送信装置，画像データ受信装置，ならびにディジタル・スチル・カメラの動作制御
方法，画像データ受信装置の動作制御方法および画像データ送信装置の動作制御方法に関
する。
【０００２】
【発明の背景】
ディジタル・スチル・カメラを用いて撮像して得られた画像データを近距離通信などを利
用して，画像データ受信装置に送信するシステムが考えられている。このようなシステム
では，ディジタル・スチル・カメラを用いて被写体が撮像されると，被写体像を表す画像
データはディジタル・スチル・カメラに装填されているメモリ・カードに記録されるとと
もに，画像データ受信装置に送信される。
【０００３】
ディジタル・スチル・カメラから送信された画像データが画像データ受信装置において受
信されると，受信した画像データによって表される被写体像が画像データ受信装置に接続
された表示装置の表示画面上に表示される。ユーザは，ディジタル・スチル・カメラの背
面に設けられた小さな表示画面ではなく，表示装置の大きな表示画面上に表示された被写
体像を見ることができる。
【０００４】
ディジタル・スチル・カメラに設けられるＣＣＤの高画素化が進むにつれ，撮像により得
られる画像データのデータ量も多くなってきた。データ量が多くなると，ディジタル・ス
チル・カメラから画像データ受信装置への送信時間が比較的長くかかる。被写体が撮像さ
れてから，画像データ受信装置に接続された表示装置に表示されるまでの時間も長くなっ
てしまう。
【０００５】
【発明の開示】
この発明は，画像データ受信装置に接続された表示装置の表示画面に被写体像が表示され
るまでの時間を短縮することを目的とする。
【０００６】
またこの発明は，所望の主画像データを画像データ受信装置において取得できるようにす
ることを目的とする。
【０００７】
第１の発明は，ディジタル・スチル・カメラ（携帯型情報機器にカメラの機能をもたせた
ものを含む）と画像データ受信装置とからなる撮像システムについてのものである。
【０００８】
上記ディジタル・スチル・カメラは，被写体を撮像し，被写体像を表す主画像データを出
力する撮像手段，上記撮像手段により得られる被写体像を識別する識別符号に関連づけて
，上記撮像手段から出力された主画像データを記録媒体に記録する記録制御手段，上記撮
像手段から出力された主画像データによって表される被写体像よりもデータ量の少ない縮
小画像を表す縮小画像データを生成する縮小画像データ生成手段，および対応する被写体
像に対応する上記識別符号に関連づけて，上記縮小画像データ生成手段により生成された
縮小画像データを上記画像データ受信装置に送信する縮小画像データ送信手段を備えてい
る。
【０００９】
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上記画像データ受信装置は，上記ディジタル・スチル・カメラの上記縮小画像データ送信
手段から送信され，上記識別符号が関連づけられた縮小画像データを受信する画像データ
受信手段，および上記画像データ受信手段によって受信した縮小画像データによって表さ
れる縮小画像を，対応する識別符号と関連づけて表示するように表示装置を制御する表示
制御手段を備えている。
【００１０】
ディジタル・スチル・カメラと画像データ受信装置とをそれぞれ単独で構成してもよい。
【００１１】
第１の発明は，上記ディジタル・スチル・カメラの動作制御方法も提供している。すなわ
ち，この方法は，被写体を撮像し，被写体像を表す主画像データを得，得られた被写体像
を識別する識別符号に関連づけて，撮像により得られた主画像データを記録媒体に記録し
，撮像により得られた主画像データによって表される被写体像よりもデータ量の少ない縮
小画像を表す縮小画像データを生成し，対応する被写体像に対応する上記識別符号に関連
づけて，生成された縮小画像データを上記画像データ受信装置に送信するものである。
【００１２】
また，第１の発明は，上記画像データ受信装置の動作制御方法も提供している。すなわち
，この方法は，ディジタル・スチル・カメラから送信され，かつ対応する被写体像の識別
符号に対応する識別符号が関連づけられた縮小画像データを受信し，受信した縮小画像デ
ータによって表される縮小画像を，対応する識別符号と関連づけて表示するように表示装
置を制御するものである。
【００１３】
第１の発明によると，ディジタル・スチル・カメラにおいて被写体が撮像されると，被写
体像を表す主画像データが得られる。主画像データは，被写体像を識別する識別符号に関
連づけられて記録媒体（ディジタル・スチル・カメラから着脱自在であっても着脱自在で
なくともよい）に記録される。また，主画像データによって表される被写体像に対応する
縮小画像が生成される。生成された縮小画像を表すデータが対応する被写体像の識別符号
に関連づけられてディジタル・スチル・カメラから画像データ受信装置に送信される。
【００１４】
画像データ受信装置において，ディジタル・スチル・カメラから送信された縮小画像デー
タが受信されると，受信した縮小画像データによって表される縮小画像が表示装置の表示
画面上に表示される。
【００１５】
ディジタル・スチル・カメラから画像データ受信装置に送信される画像データは，主画像
データのデータ量よりもデータ量の少ない縮小画像データであるから，主画像データを送
信する場合よりも送信時間が短くなる。撮像により得られた被写体像に対応する画像（縮
小画像）を比較的迅速に表示できるようになる。
【００１６】
好ましくは，上記画像データ受信装置に，識別符号入力手段，および上記識別符号入力手
段から入力された識別符号に対応する主画像データを上記記録媒体から読み取り，出力す
る出力手段をさらに備える。
【００１７】
ユーザは，表示された縮小画像についての識別符号を入力する。すると，入力された識別
符号に対応した主画像データがディジタル・スチル・カメラに装填された記録媒体から読
み取られる。読み取られた主画像データが画像データ受信装置から出力される。
【００１８】
縮小画像を見て，その縮小画像に対応する主画像データを得ることができる。主画像デー
タは，縮小画像データよりもデータ量が多いから，プリントした場合であっても鑑賞に耐
えうるものとなる。被写体像に対応する画像（縮小画像）の迅速な表示を維持しつつ，高
解像度の画像データも得ることができるようになる。
【００１９】



(6) JP 4399121 B2 2010.1.13

10

20

30

40

50

上記画像データ受信装置に，ユーザを特定するコードを入力するユーザ・コード入力手段
，上記ユーザ・コード入力手段から入力されたユーザ・コードが正当なものかどうかを判
定するユーザ・コード判定手段，および上記ユーザ・コード判定手段により正当なものと
判定されたことに応じて，上記出力手段から出力された主画像データによって表される被
写体像をプリントするようにプリンタを制御するプリンタ制御手段をさらに備えてもよい
。
【００２０】
正当権限のあるユーザがプリントできるようになる。
【００２１】
上記ディジタル・スチル・カメラに，上記第１の記録制御手段による上記主画像データの
上記記録媒体への記録および上記縮小画像データ送信手段による縮小画像データの送信が
終了したことに応じて，上記撮像手段による被写体の次の撮像を許可する撮像制御手段を
さらに備えてもよい。
【００２２】
主画像データの記録媒体への記録および縮小画像データの画像データ受信装置への送信が
終了したことにより，次の撮像が許可されるので，記録処理および送信処理の途中に被写
体の撮像処理が行われてしまうこともない。主画像データ，縮小画像データの破綻等を未
然に防止できる。
【００２３】
上記撮像手段から上記第１の記録制御手段に主画像データを与えるデータ線と上記縮小画
像データ生成手段から上記縮小画像データ送信手段に縮小画像データを与えるデータ線と
が一部共通のことがある。この場合には，上記第１の記録制御手段は，シャッタ・レリー
ズ・ボタンの押下に応じて，上記主画像データを記録媒体に記録するものとしてもよい。
そして，撮像手段から出力された主画像データを一時的に記憶するバッファ・メモリ，上
記縮小画像データ送信手段による縮小画像データの送信中に上記シャッタ・レリーズ・ボ
タンの押下があったかどうかを判定する第１の判定手段，上記第１の判定手段により上記
シャッタ・レリーズ・ボタンの押下があったと判定されたことに応じて，上記撮像手段か
ら出力された主画像データを一時的に記憶するように上記バッファ・メモリを制御するメ
モリ制御手段，および上記縮小画像データ送信手段による縮小画像データの送信が終了し
たと判定されたことに応じて，上記バッファ・メモリに一時的に記憶されている主画像デ
ータを上記記録媒体に記録する第２の記録制御手段をさらに備えることが好ましい。
【００２４】
画像データ受信装置への縮小画像データの送信が終了するまでに，シャッタ・レリーズ・
ボタンが押されることにより得られた主画像データは，バッファ・メモリに一時的に記憶
される。画像データ受信装置への縮小画像データの送信が終了すると，主画像データはバ
ッファ・メモリから読み出され，記録媒体に記録される。縮小画像データの送信中には，
記録媒体への主画像データの記録は行われないので，撮像手段から第１の記録制御手段に
主画像データを与えるデータ線と縮小画像データ生成手段から縮小画像データ送信手段に
縮小画像データを与えるデータ線とが一部共通であっても，画像データ同士のコンフリク
トを未然に防止できる。
【００２５】
第２の発明は，互いに通信可能な画像データ送信装置と画像データ受信装置とからなる画
像データ通信システムについてのものである。
【００２６】
上記画像データ受信装置は，ディジタル・スチル・カメラから送信され，被写体像を識別
する識別符号が関連づけられた縮小画像データを受信する画像データ受信手段，上記画像
データ受信手段によって受信した縮小画像データによって表される縮小画像を，対応する
識別符号と関連づけて表示するように表示装置を制御する表示制御手段，上記識別符号を
入力する識別符号入力手段，および上記識別符号入力手段により入力された識別符号を表
すデータを上記画像データ送信装置に送信する識別符号データ送信手段を備える。
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【００２７】
上記画像データ送信装置は，上記画像データ受信装置の上記識別データ送信手段から送信
された識別符号を表すデータを受信する識別符号データ受信手段，上記識別符号データ受
信手段によって受信された識別符号データによって表される識別符号に対応する主画像デ
ータを，上記識別符号が関連づけられた主画像データが記録されている記録媒体から読み
取る読み取り手段，および上記読み取り手段によって読み取られた主画像データを上記画
像データ受信装置に送信する主画像データ送信手段を備える。
【００２８】
上記画像データ通信システムを構成する画像データ受信装置および上記画像データ送信装
置をそれぞれ単独で構成してもよい。
【００２９】
第２の発明は，画像データ受信装置の動作制御方法も提供している。すなわち，この方法
は，ディジタル・スチル・カメラから送信され，被写体像を識別する識別符号が関連づけ
られた縮小画像データを受信し，受信した縮小画像データによって表される縮小画像を，
対応する識別符号と関連づけて表示するように表示装置を制御し，入力された識別符号を
表すデータを上記画像データ送信装置に送信するものである。
【００３０】
第２の発明は，画像データ送信装置の動作制御方法も提供している。すなわち，この方法
は，画像データ受信装置から送信された識別符号を表すデータを受信し，受信された識別
符号データによって表される識別符号に対応する主画像データを，上記識別符号が関連づ
けられた主画像データが記録されている記録媒体から読み取り，読み取られた主画像デー
タを上記画像データ受信装置に送信するものである。
【００３１】
第２の発明によると，ディジタル・スチル・カメラから送信され，識別符号が関連づけら
れた縮小画像データが画像データ受信装置において受信される。縮小画像データによって
表される縮小画像が識別符号と関連づけられて表示される。
【００３２】
識別符号が入力されると，その識別符号を表すデータが画像データ受信装置から画像デー
タ送信装置に送信される。
【００３３】
画像データ送信装置において，画像データ受信装置から送信された識別符号を表すデータ
が受信される。画像データ送信装置には，識別符号が関連づけられた主画像データが記録
されている記録媒体が，装填または読み取り可能に接続されている。受信した識別符号に
対応する主画像データが記録媒体から読み取られる。読み取られた主画像データが画像デ
ータ送信装置から画像データ受信装置に送信される。
【００３４】
画像データ受信装置において，必要な主画像データを得ることができる。主画像データは
，縮小画像データよりもデータ量が多いので高解像度の画像を得ることができる。プリン
トにも耐えうる画像が得られる。
【００３５】
【実施例の説明】
図１は，この発明の実施例を示すもので，撮像システムが使用される様子を示している。
【００３６】
撮像システムは，近距離通信が可能なディジタル・スチル・カメラ１とファイル装置20と
から構成される。
【００３７】
ディジタル・スチル・カメラ１を用いてカメラマンＣＡが被写体ＯＢを撮像する。この撮
像は，たとえば，写真館の撮影室において行われる。
【００３８】
撮影室とは異なる別室には，ユーザ（たとえば，被写体が人間であればその家族）ＵＳが
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待機している。この別室にファイル装置20が置かれている。ファイル装置20には，表示装
置が接続されている。
【００３９】
カメラマンＣＡによってディジタル・スチル・カメラ１を用いて被写体ＯＢが撮像される
と，ディジタル・スチル・カメラ１において被写体像のサムネイル画像が生成される。生
成されたサムネイル画像データが，ディジタル・スチル・カメラ１からファイル装置20に
送信される。
【００４０】
撮影室とは異なる別室に置かれたファイル装置20に接続された表示装置の表示画面上に，
撮像されている被写体のサムネイル画像が表示される。ユーザＵＳは，表示されているサ
ムネイル画像を見ながらプリントすべき画像を選択する。
【００４１】
被写体ＯＢを撮像しながら，プリントすべき画像を選択できるようになる。ディジタル・
スチル・カメラ１からファイル装置に送信される画像データは撮像により得られた画像デ
ータそのものではなく，サムネイル画像データである。サムネイル画像データは，データ
量が少ないので送信時間が短い。サムネイル画像を迅速に表示できるようになる。より詳
細は，以下の説明によって明らかとなろう。
【００４２】
図２は，ディジタル・スチル・カメラ１の電気的構成を示すブロック図である。
【００４３】
ディジタル・スチル・カメラ１の全体の動作は，ＣＰＵ11によって統括される。
【００４４】
ディジタル・スチル・カメラ１には，モード・スイッチ17が設けられている。モード・ス
イッチ17により通常の撮像モード（ファイル装置20との通信を行わない撮像モード），無
線通信撮像モード（ファイル装置20との通信を行うモード）および再生モードの設定が可
能である。モード・スイッチ17により設定されたモードを表す信号は，ＣＰＵ11に入力す
る。
【００４５】
また，ディジタル・スチル・カメラ１にはシャッタ・ボタン13も設けられている。シャッ
タ・ボタン13の押下を示す信号もＣＰＵ11に入力する。
【００４６】
モード・スイッチ17により無線通信撮像モードが設定されると（通常撮像モードおよび再
生モードはについては本願とあまり関係がないので，説明を省略する），撮像レンズ２に
より固体電子撮像素子（ＣＣＤなど）３の受光面上に被写体像が結像する。固体電子撮像
素子３から被写体像を表す映像信号が出力する。
【００４７】
映像信号は，アナログ／ディジタル変換回路４においてディジタル画像データに変換され
る。ディジタル画像データは，コントローラ６によってＣＰＵ11を介して表示装置12に与
えられる。被写体像が表示装置12の表示画面上に表示されることとなる。
【００４８】
シャッタ・ボタン13が押されると，アナログ／ディジタル変換回路４から出力された画像
データ（主画像データ）は，主画像メモリ８に与えられ，記憶される。主画像データは，
主画像メモリ８から読み出され，画像処理／圧縮回路７に入力する。画像処理／圧縮回路
７において，圧縮処理その他の画像処理が実行される。
【００４９】
また，ＩＤ発生回路９において，画像を識別するための画像ＩＤが生成される。
【００５０】
生成された画像ＩＤが画像ファイルのヘッダに記録され，圧縮された主画像データが画像
ファイルの画像データ記録領域に記録されるように画像ファイルが生成される。生成され
た画像ファイルが，コントローラ６によってカード・インターフェイス16を介してメモリ
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・カード19に与えられ，記録される。
【００５１】
また主画像メモリ８に記憶された主画像データは，上述のように画像処理／圧縮回路７に
おいて圧縮処理等が行われるとともに，ＣＰＵ11においてサムネイル画像データが生成さ
れる。生成されたサムネイル画像データは，サムネイル・メモリ10に与えられ，記憶され
る。サムネイル画像データは，無線インターフェイス14を介してアンテナ15に与えられる
。アンテナ15から上述したファイル装置20にサムネイル画像データが送信されることとな
る。
【００５２】
圧縮画像データをカード・インターフェイス16に与えるためのデータ線とサムネイル・メ
モリ10に格納されているサムネイル画像データを無線インターフェイス14に与えるための
データ線18とは一部共通となっているが，それぞれ独立したデータ線を用いてもよいのは
いうまでもない。
【００５３】
図３は，ファイル装置20の電気的構成を示すブロック図である。
【００５４】
ファイル装置20の全体の動作は，ＣＰＵ25によって統括される。
【００５５】
上述のようにしてディジタル・スチル・カメラ１から送信されたサムネイル画像データは
，アンテナ21によって受信される。アンテナ21によって受信されたサムネイル画像データ
は，無線インターフェイス22を介してコントローラ26に与えられる。サムネイル画像デー
タは，コントローラ26によりアナログ／ディジタル変換回路29に入力し，アナログ映像信
号に変換される。アナログ映像信号は，表示装置30に与えられる。表示装置30の表示画面
上にサムネイル画像が表示されることとなる。
【００５６】
図４は，表示装置30の表示画面33の一例である。
【００５７】
表示画面33には，多数のサムネイル画像表示領域34が形成されている。これらのサムネイ
ル画像表示領域34にディジタル・スチル・カメラ１から送信されたサムネイル画像データ
によって表されるサムネイル画像が表示される。
【００５８】
サムネイル画像の下には，サムネイル画像の画像ＩＤ（サムネイル画像に対応する主画像
（主画像データによって表される画像）のＩＤ。サムネイル画像の画像ＩＤとそのサムネ
イル画像に対応する主画像のＩＤとは同じものであるが，サムネイル画像と主画像との対
応関係がわかれば画像ＩＤは必ずしも同じものでなくともよい。）も表示されている（Im
age001など）。画像ＩＤによってサムネイル画像および主画像を特定できる。
【００５９】
図３にもどって，ファイル装置20には，リモート・コントローラ（図示略）によりリモー
ト・コントロールが可能である。リモート・コントローラから送信されコントロール信号
は，リモート・コントロール・インターフェイス24により受信される。リモート・コント
ロール信号には，ユーザによって指定された画像ＩＤを示すデータも含まれている。
【００６０】
受信されたリモート・コントロール信号は，ＣＰＵ25に入力する。リモート・コントロー
ル信号に画像ＩＤを表すデータが含まれていると，ＣＰＵ25によって画像ＩＤを表すデー
タが抽出される。画像ＩＤを表すデータは，コントローラ26によりバッファ・メモリ27に
与えられ，記憶される。
【００６１】
ファイル装置20には，カード・インターフェイス23が設けられており，上述のようにして
圧縮された主画像データを含む画像ファイルが記録されたメモリ・カード19を装填できる
。ファイル装置20にメモリ・カード19が装填されると，メモリ・カード19に記録されてい
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る画像ファイルのヘッダが読み取られる。ヘッダに記録されている画像ＩＤが，カード・
インターフェイス23を介してＣＰＵ25に入力する。
【００６２】
ＣＰＵ25において，メモリ・カード19から読み取られた画像ＩＤとバッファ・メモリ27に
記憶されている画像ＩＤとが比較される。メモリ・カード19から読み取られた画像ＩＤと
同じ画像ＩＤがバッファ・メモリ27に記憶されていると，メモリ・カード27から読み取ら
れた画像ＩＤによって特定される主画像データは，ユーザによって指定された主画像を表
すものであると判定できる。同じ画像ＩＤがバッファ・メモリ27に記憶されている主画像
データがメモリ・カード19から読み取られる。
【００６３】
メモリ・カード19から読み取られた主画像データは，圧縮されているから，コントローラ
26によって伸張／画像処理回路28に与えられる。伸張／画像処理回路28において，圧縮さ
れた主画像データの伸長等の所定の再生処理が実行される。
【００６４】
伸長された主画像データは，コントローラ26によってプリンタ・インターフェイス31に与
えられる。プリンタ・インターフェイス31に接続されているプリンタ41により，ユーザに
よって選択されたサムネイル画像に対応する主画像がプリントされる。
【００６５】
図５および図６は，ディジタル・スチル・カメラ１およびファイル装置20の処理手順を示
すフローチャートである。
【００６６】
ディジタル・スチル・カメラ１の電源がオンとされ，カメラマンＣＡにより無線通信撮像
モードが選択される（ステップ51）。すると，ディジタル・スチル・カメラ１からファイ
ル装置20に接続指令を示すデータが送信される（ステップ52）。
【００６７】
ディジタル・スチル・カメラ１から送信された接続指令がファイル装置20において受信さ
れると，ファイル装置20からディジタル・スチル・カメラ１に無線接続されたことを示す
データが返される（ステップ71）。また，ディジタル・スチル・カメラ１の機種名，日時
などにより関連づけられる画像用フォルダが作成される（ステップ72）。
【００６８】
ファイル装置20から返された無線接続が確立された旨を示すデータが，ディジタル・スチ
ル・カメラ１において受信されると（ステップ53でＹＥＳ），シャッタ・ボタン13の押下
があるかどうかが確認される（ステップ54）。
【００６９】
シャッタ・ボタン13が押し下げられると（ステップ54でＹＥＳ），上述のように被写体Ｏ
Ｂが撮像され（ステップ55），被写体像を表す主画像データが得られる。主画像データは
，主画像メモリ８に一時的に記憶される（ステップ56）。上述したように，主画像メモリ
８に記憶される主画像データは，画像処理／圧縮回路７により圧縮したものであっても非
圧縮のものであってもよい。
【００７０】
主画像データはＣＰＵ11においてサムネイル画像データが生成される（ステップ57）。生
成されたサムネイル画像データは，サムネイル・メモリ10に記憶される。
【００７１】
また，ＩＤ発生回路９により，撮像した被写体像に対応して画像ＩＤが生成される（ステ
ップ59）。画像ＩＤが生成されると，対応する主画像データが格納される画像ファイルの
ヘッダに，その画像ＩＤが記録される。画像ＩＤがヘッダに記録され，画像データ記録領
域に主画像データが記録されている主画像ファイルが，ディジタル・スチル・カメラ１に
装填されているメモリ・カード19に記録される（ステップ60）。主画像ファイルの記録が
終了するまで記録処理が続けられる（ステップ61）。
【００７２】
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メモリ・カード19への主画像データの記録が終わると，主画像に対応するサムネイル画像
を表すサムネイル画像データが，サムネイル画像ファイルのサムネイル画像データ記録領
域に記録され，かつ対応する主画像の画像ＩＤと同じ画像ＩＤがヘッダに格納される。サ
ムネイル画像ファイルがディジタル・スチル・カメラ１からファイル装置20に送信される
（ステップ62）。サムネイル画像ファイルの送信が終了するまでサムネイル画像ファイル
の送信処理が続けられる（ステップ63）。
【００７３】
ディジタル・スチル・カメラ１に装填されたメモリ・カード19に空き容量が無くなる（ス
テップ64でＹＥＳ）または撮影が終了すると，カメラマンＣＡによってディジタル・スチ
ル・カメラ１からメモリ・カード19が抜かれる（ステップ65）。
【００７４】
ディジタル・スチル・カメラ１から送信されたサムネイル画像ファイルが画像ファイル装
置20において受信されると，受信したサムネイル画像ファイルはバッファ・メモリ27に記
憶される（ステップ73）。サムネイル画像ファイルがバッファ・メモリ27から読み出され
，表示装置30に与えられる。図４に示すように，表示装置30の表示画面33上にサムネイル
画像および画像ＩＤが表示される（ステップ74）。
【００７５】
ユーザによって画像ＩＤが指定されると（ステップ75でＹＥＳ），指定された画像ＩＤを
表すデータがバッファ・メモリ27に格納される（ステップ76）。
【００７６】
図７は，ファイル装置20におけるプリント処理手順を示すフローチャートである。
【００７７】
被写体ＯＢの撮像が終了すると，ディジタル・スチル・カメラ１から抜かれたメモリ・カ
ード19がファイル装置20に装填される（ステップ81）。メモリ・カード19に記録されてい
る主画像ファイルのヘッダが読み取られ，そのヘッダに記録されている画像ＩＤが読み取
られる。メモリ・カード19から読み取られた画像ＩＤのうち，バッファ・メモリ27に記憶
されている画像ＩＤと同じ画像ＩＤに対応する主画像データがメモリ・カード19から読み
らとれる（ステップ82）。
【００７８】
メモリ・カード19から読み取られた主画像データは，ユーザによって指定されたサムネイ
ル画像に対応する主画像を表すものである。その主画像を表すデータが，すでに生成され
ている画像フォルダ内に格納される（ステップ83）。
【００７９】
画像フォルダ内に格納された主画像データがプリンタ・インターフェイス31を介してプリ
ンタ40に与えられる（ステップ40）。プリンタ40によって，ユーザが指定されたサムネイ
ル画像に対応する主画像がプリントされることとなる（ステップ84）。主画像は高解像度
のものであるから，高画質の主画像がプリントされることとなる。
【００８０】
図８は，ディジタル・スチル・カメラ１の処理の変形例を示すフローチャートである。
【００８１】
図８において図６に示すディジタル・スチル・カメラの処理と同一の処理については同一
符号を付して説明を省略する。
【００８２】
図６に示す処理においては，画像ＩＤが生成されると，生成された画像ＩＤがヘッダに格
納され，ファイル装置20にサムネイル画像ファイルを送信中かどうかを確認せずに，主画
像ファイルがメモリ・カード19に記録されている。
【００８３】
これに対して，図８に示す処理においてはサムネイル画像ファイルをファイル装置20に送
信中かどうかが確認される（ステップ66）。
【００８４】
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送信中であれば（ステップ66でＹＥＳ），ステップ60の処理はスキップされる。サムネイ
ル画像データの送信と主画像データの記録とは同時には行われないので，ディジタル・ス
チル・カメラ１においてサムネイル画像データを無線インターフェイス14に与えるための
データ線18と主画像データをカード・インターフェイス16に与えるデータ線18とが一部共
通であってもデータのコンフリクトを未然に防止できる。
【００８５】
サムネイル画像データの送信が終了すると（ステップ63でＹＥＳ），メモリ・カード19に
未記録の主画像データがメモリ・カード19に記録される（ステップ67）。
【００８６】
図９は，ファイル装置におけるプリント処理の一例を示すフローチャートである。
【００８７】
ファイル装置20に装填されたメモリ・カード19に記録されている主画像ファイルのヘッダ
が読み取られる（ステップ91）。読み取られたヘッダの中の画像ＩＤがバッファ・メモリ
27に記憶されている画像ＩＤ（ユーザによって指定された画像ＩＤ）と同じかどうかが確
認される（ステップ92）。同じでなければ，次の画像ファイルの読み出し指令が与えられ
（ステップ97）。次の画像ファイルのヘッダが読み取られる。
【００８８】
同じであれば（ステップ92でＹＥＳ），ユーザによって指定されたサムネイル画像に対応
する主画像を表す主画像データが格納されている主画像ファイルなので，主画像ファイル
の中から画像データが読み取られる（ステップ93）。読み取られた主画像データが伸長／
画像処理回路28に与えられ，伸長等の再生処理が行われる（ステップ94）。
【００８９】
ユーザによってリモート・コントローラを用いてユーザ・コードが入力される（ステップ
95）。このユーザ・コードはプリントの正当権限があるかどうかを確認するものである。
入力されたユーザ・コードが正しければ（ステップ96でＹＥＳ），伸長された主画像デー
タがプリンタ・インターフェイス31に与えられ（ステップ97），プリンタ40によってプリ
ントされる。
【００９０】
ファイル装置20に装填されたメモリ・カード19に記録されているすべての主画像ファイル
についてステップ91から97の処理が繰り返される（ステップ98）。
【００９１】
図10および図11は，他の実施例を示すものである。
【００９２】
図10は，撮像システムが使用される様子を示している。
【００９３】
上述した実施例においては，被写体ＯＢが撮像されると，主画像データが記録されている
メモリ・カード19は，ディジタル・スチル・カメラ１から抜き出され，ファイル装置20に
装填される。装填されたメモリ・カード19に記録された主画像データがファイル装置20に
読み取られる。
【００９４】
これに対して，図10に示す使用例においては，ディジタル・スチル・カメラ１に装填され
たメモリ・カード19がディジタル・スチル・カメラ１から抜かれ，画像データ送信装置10
0 に装填される。画像データ送信装置100 は，メモリ・カード19に記録されている主画像
データを読み取り，ファイル装置100 に送信できるものである。画像データ送信装置100 
から送信された主画像データがファイル装置20Ａ（ファイル装置20と同じ構成をもつもの
であるが，画像ＩＤを示すデータを画像データ送信装置100 に送信する点で異なる）にお
いて受信される。メモリ・カード19を別室にもっていき，ファイル装置20に装填する手間
を省くことができる。
【００９５】
画像データ送信装置100 は，メモリ・カード19を装填でき，かつ主画像データをファイル
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装置20に送信できるものである。したがって，ディジタル・スチル・カメラ１の構成とほ
ぼ同じ構成となる。画像データ送信装置100 にディジタル・スチル・カメラ１を用いるよ
うにすることもできる。
【００９６】
図11は，画像データ送信装置を用いて，主画像データをファイル装置に送信する処理手順
を示すフローチャートである。
【００９７】
上述のようにして，ディジタル・スチル・カメラ１を用いて被写体ＯＢが撮像される。画
像ＩＤがヘッダに記録されている主画像ファイルがメモリ・カード19に記録され，かつ画
像ＩＤがヘッダに記録されているサムネイル画像ファイルがディジタル・スチル・カメラ
１からファイル装置20に送信されている。
【００９８】
メモリ・カード19がディジタル・スチル・カメラ１から抜かれ，画像データ送信装置100 
に装填される（ステップ111 ）。すると，無線接続指令が画像データ送信装置100 からフ
ァイル装置20Ａに送信される（ステップ112 ）。
【００９９】
画像データ送信装置100 から送信された接続指令がファイル装置20Ａにおいて受信される
と，バッファ・メモリ27に格納されている画像ＩＤをもつ主画像データの送信指令がファ
イル装置20Ａから画像データ送信装置100 に送信される（ステップ121 ）。
【０１００】
画像データ送信装置100 において，ファイル装置20Ａから送信された送信指令が受信され
ると，送信指令を受けた画像ＩＤによって特定される主画像ファイルがメモリ・カード19
から読み出される。読み出された主画像ファイルが画像データ送信装置100 からファイル
装置20Ａに送信される（ステップ113 ）。
【０１０１】
ファイル装置20Ａにおいて，画像データ受信装置100 から送信された主画像ファイルが受
信されると，受信した主画像ファイルがバッファ・メモリ27に格納される（ステップ122 
）。バッファ・メモリ27に格納された主画像ファイルが読み出され，プリンタ40に与えら
れることにより，ユーザによって選択されたサムネイル画像に対応する主画像がプリント
されることとなる（ステップ123 ）。
【０１０２】
上述した実施例においては，ディジタル・スチル・カメラ１は，撮影室で使用され，ファ
イル装置20（20Ａ）は，別室で使用されているが，必ずしも異なる部屋で使用されなくと
もよいのはいうまでもない。
【０１０３】
また，上述した回路の一部は，ハードウエアでなくソフトウエアで実現されてもよいのは
いうまでもない。
【０１０４】
ディジタル・スチル・カメラとファイル装置との間の通信は，2.4ＧＨzの搬送波を利用し
た近距離無線通信でもよいし，遠距離無線通信を利用してもよい。また，ファイル装置に
限らず，サムネイル画像データを受信できれば，プリント・システムであってもよい。さ
らに，サムネイル画像の大きさは，主画像の大きさよりも小さければよく，たとえば，16
0画素×120画素，640画素×480画素（ＶＧＡ）などであってもよい。さらに，通信は，無
線にかぎらず，銅線，光ケーブルなどを利用した有線であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】撮像システムが使用される様子を示している。
【図２】ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図３】ファイル装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】ファイル装置の表示装置に表示されるサムネイル画像の一例である。
【図５】ディジタル・スチル・カメラとファイル装置との間の通信の処理手順を示すフロ
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ーチャートである。
【図６】ディジタル・スチル・カメラとファイル装置との間の通信の処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図７】ファイル装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図８】ディジタル・スチル・カメラの処理手順の変形例を示すフローチャートである。
【図９】プリント処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】他の実施例を示すもので，撮像システムが使用される様子を示している。
【図１１】画像データ送信装置とファイル装置との間の通信処理手順を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
１　ディジタル・スチル・カメラ
３　固体電子撮像素子
７　モード・スイッチ
８　主画像メモリ
９　ＩＤ発生回路
10　サムネイル・メモリ
11，25　ＣＰＵ
12，30　表示装置
14，22　無線インターフェイス
15，21　アンテナ
16，23　カード・インターフェイス
19　メモリ・カード
20，20Ａ　ファイル装置
27　バッファ・メモリ
33　表示画面
34　サムネイル画像表示領域
100　画像データ送信装置
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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