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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体である光学像を電気信号に変換して静止画像信号、または動画像信号を生成する
撮像手段と、この撮像手段により生成された静止画像信号、または動画像信号の基で撮像
静止画像、または動画像を表示する画像表示手段と、前記撮像手段により生成された静止
画像信号、または動画像信号それぞれに所定の信号圧縮処理を施して画像データを生成す
る信号圧縮処理手段と、前記信号圧縮処理により生成された動画像の画像データが記録フ
ァイルとして記録される主記録媒体、及び前記主記録媒体に比して記録容量が小さく着脱
自在な副記録媒体を含む記録媒体手段と、を有する電子カメラのデータ分割記録方法であ
って、
　前記副記録媒体の空き容量に基づいて、前記記録媒体手段に記録する記録ファイルの記
録データ容量を予め設定する手順と、
　前記記録媒体手段に前記信号圧縮処理手段により生成された動画像の画像データを記録
させる際に、前記予め設定した記録データ容量毎の記録ファイルに分割して記録させる手
順と
　を具備したことを特徴とする電子カメラのデータ分割記録方法。
【請求項２】
　被写体である光学像を電気信号に変換して静止画像信号、または動画像信号を生成する
撮像手段と、この撮像手段により生成された静止画像信号、または動画像信号の基で撮像
静止画像、または動画像を表示する画像表示手段と、前記撮像手段により生成された静止
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画像信号、または動画像信号それぞれに所定の信号圧縮処理を施して画像データを生成す
る信号圧縮処理手段と、前記信号圧縮処理により生成された静止画像の画像データが記録
される主記録媒体、及び前記主記録媒体に比して記録容量が小さく着脱自在な副記録媒体
を含む記録媒体手段と、を有する電子カメラのデータ分割記録方法であって、
　前記副記録媒体の空き容量に基づいて、前記記録媒体手段に作成する記録フォルダの記
録データ容量を予め設定する手順と、
　前記記録媒体手段に前記信号圧縮処理手段により生成された静止画像の画像データを記
録させる際に、前記予め設定した記録データ容量毎の記録フォルダに分割して記録させる
手順と
　を具備したことを特徴とする電子カメラのデータ分割記録方法。
【請求項３】
　前記記録媒体手段に記録ファイル毎に分割記録する画像データは、前記撮像手段により
撮像生成し、かつ、前記信号圧縮処理手段により信号圧縮処理された動画像以外に、時系
列に連続する音声を電気信号に変換し、その音声電気信号に所定の信号圧縮処理を施して
生成した音声データであることを特徴とした請求項１又は２に記載の電子カメラのデータ
分割記録方法。
【請求項４】
　前記記録媒体手段の主記録媒体に画像又は音声のデータを記録ファイル、または記録フ
ォルダ毎に分割記録する際に、画像又は音声データを記録した記録ファイル・フォルダ名
、そのファイル・フォルダ名毎の画像データ記録開始時間・終了時間のデータ、及び継続
する画像データが記録されている次記録ファイル・フォルダ名等の情報からなるファイル
リストを生成することを特徴とした請求項１乃至３のいずれかに記載の電子カメラのデー
タ分割記録方法。
【請求項５】
　前記記録媒体手段に前記動画像、または音声のデータを記録ファイル毎に分割記録させ
る際に、各分割ファイルに記録したデータの最初の部分と最後の部分の所定時間分のデー
タを重複記録させることを特徴とした請求項１乃至４のいずれかに記載の電子カメラのデ
ータ分割記録方法。
【請求項６】
　前記記録媒体手段は、ランダムにデータの書込及び読み出しが可能であり、主記録媒体
はハードディスク型記録媒体、副記録媒体は半導体メモリカード型記録媒体であることを
特徴とした請求項１乃至５のいずれかに記載の電子カメラのデータ分割記録方法。
【請求項７】
　被写体の光学像を電気信号に変換し、その電気信号に所定の信号処理を施して撮像信号
を生成する撮像手段と、
　この撮像手段により生成された撮像信号を基に撮像画像を表示させる画像表示手段と、
　前記撮像手段により生成された撮像信号をデジタル化して所定の信号圧縮処理を施して
デジタル画像データを生成する画像データ生成手段と、
　主記録媒体、及び前記主記録媒体よりも記録容量が小さく着脱自在な副記録媒体から構
成され、前記画像データ生成手段により生成されたデジタル画像データを記録する記録媒
体手段と、
　この記録媒体手段に前記デジタル画像データを記録する際に、前記副記録媒体の空き容
量に基づいて予め設定されたデータ容量毎の複数の記録フォルダ、または記録ファイルに
分割して前記デジタル画像データを記録させるデータ記録制御手段と、を具備することを
特徴とした電子カメラ。
【請求項８】
　前記画像データ生成手段は、前記撮像手段により生成された撮像信号から静止画像、あ
るいは動画像のいずれの画像を生成するか選択する静止画・動画選択手段と、この静止画
・動画選択手段により選択された画像に応じた信号圧縮処理を行い静止画、あるいは動画
のデジタル画像データを生成する圧縮画像データ生成手段と、を備えていることを特徴と



(3) JP 4204509 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

した請求項７記載の電子カメラ。
【請求項９】
　前記データ記録制御手段は、前記画像データ生成手段により生成されたデジタル画像デ
ータを前記記録媒体手段の主記録媒体に記録させる際に、予め設定したデータ容量毎に記
録フォルダ、または記録ファイルを生成して、複数の記録フォルダ、または記録ファイル
に分割記録させる分割記録手段と、その分割記録手段により分割記録した複数の記録フォ
ルダ、または記録ファイル毎のデジタル画像データの記録情報を含む記録ファイルリスト
を生成するファイルリスト生成手段と、及びこのファイルリスト生成手段により生成され
たファイルリストの基で、前記主記録媒体に記録されているデジタル画像データを前記副
記録媒体にコピー記録させるコピー記録手段と、を備えたことを特徴とした請求項７又は
８に記載の電子カメラ。
【請求項１０】
　前記データ記録制御手段は、前記画像データ生成手段により動画像選択されてデジタル
動画像データが生成された際に、予め設定されたデータ容量毎の記録ファイル単位に前記
デジタル動画像データを前記記録媒体手段の主記録媒体に分割記録させることを特徴とし
た請求項８に記載の電子カメラ。
【請求項１１】
　前記データ記録制御手段は、前記画像データ生成手段により静止画像選択されてデジタ
ル静止画像データが生成された際に、予め設定されたデータ容量毎の記録フォルダ単位に
前記デジタル静止画像データを前記記録媒体手段の主記録媒体に分割記録させることを特
徴とした請求項８に記載の電子カメラ。
【請求項１２】
　前記記録媒体手段の主記録媒体に予め設定される記録フォルダ、または記録ファイル毎
のデータ容量は、所定の間隔の固定値から選択することを特徴とした請求項７至１１のい
ずれかに記載の電子カメラ。
【請求項１３】
　前記データ記録制御手段は、前記記録媒体手段の主記録媒体にデジタル動画像データを
予め設定したデータ容量毎の記録ファイルに分割記録させる際に、前後の記録ファイルに
デジタル動画像データを所定時間重複記録させると共に、その重複時間情報を記録ファイ
ルリストに設けたことを特徴とした請求項７至１２のいずれかに記載の電子カメラ。
【請求項１４】
　前記データ記録制御手段は、前記記録媒体手段の主記録媒体に記録されているデジタル
画像データを副記録媒体にコピー記録させる際に、前記ファイルリストを基に記録フォル
ダ、または記録ファイル単位に読み出しコピー記録させることを特徴とした請求項７乃至
１３のいずれかに記載の電子カメラ。
【請求項１５】
　前記データ記録制御手段は、前記記録媒体手段の主記録媒体に記録されているデジタル
画像データを読み出し、所定の信号伸張処理を施して前記画像表示手段、またはモニタに
撮像画像を表示させる際に、前記ファイルリストを基に記録フォルダ、または記録ファイ
ル単位に読み出すことを特徴とした請求項７乃至１４のいずれかに記載の電子カメラ。
【請求項１６】
　前記記録媒体手段の主記録媒体に記録する動画像のデジタル画像データに代えて、時系
列に連続する音声を電気信号に変換し、その音声電気信号に所定の信号圧縮処理を施して
生成したデジタル音声データを記録することを特徴とした請求項７乃至１５のいずれかに
記載の電子カメラ。
【請求項１７】
　前記記録媒体手段は、ランダムにデータの書込及び読み出しが可能であり、主記録媒体
はハードディスク型記録媒体、副記録媒体は半導体メモリカード型記録媒体であることを
特徴とした請求項７乃至１６のいずれかに記載の電子カメラ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、比較的記録容量の大きい主記録媒体と、その主記録媒体に比して記録容量の
小さい副記録媒体を有し、時系列的に連続された情報データを複数の記録ファイルに分割
して主記録媒体に記録して、その記録ファイル単位で副記録媒体にコピー記録可能とする
電子カメラのデータ分割記録方法及び電子カメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、各種情報データの記録媒体としてハードディスク型記録媒体の小形化と大記録容
量化が図られている。この小型大容量のハードディスク記録媒体（以下、単にＨＤＤと称
する）は、ランダムな書込と読み出しが可能なことから各種情報データの記録機器に多用
されるようになっている。
【０００３】
　このＨＤＤは、デジタルビデオカメラ、デジタルスチールカメラ、あるいは携帯型デー
タ記録機器等に用いられるようになっている。例えば、特許文献１に示すように、動画像
撮像の撮像開始から終了までの長時間の画像データを１つのファイルとして記録して、所
望のシーンを再生させる動画記録装置は、その所望のシーンの検索に時間がかかるために
、前記ＨＤＤを記録媒体として用い、撮像動画像の動きを検出し、その動き検出されたシ
ーン毎に自動的に記録ファイルを分割生成させて記録させている。これにより、再生時に
は、所望のシーンの記録ファイルにアクセスすることで速やかにシーン再生を可能として
いる。
【特許文献１】特開２００１－２７５０８１号公報（第３頁、図１）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に提案されている画像記録装置のように、ランダムアクセス可能なＨＤ
Ｄを記録媒体として内蔵させ、シーン毎に記録ファイルを分割して記録することで、記録
ファイル指定により所望のシーンの再生が速やかに行える。
【０００５】
　また、小型で携帯性に優れた半導体メモリを内蔵した、例えばＳＤ－ＣＡＲＤと称され
る半導体メモリカード型記録媒体（以下、ＳＤ－ＣＡＲＤと称する）が実用化され、特に
デジタルスチールカメラの記録媒体として用いられている。このＳＤ－ＣＡＲＤは、前述
したように携帯性に優れ、かつ、保管管理が容易である。
【０００６】
　一方、近年のデジタルビデオカメラ、及びデジタルスチールカメラ等は、動画像と静止
画像の両撮像記録が可能となっている。特に、デジタルスチールカメラにおいて、記録媒
体としてＳＤ－ＣＡＲＤのみを用いた場合には、ＳＤ－ＣＡＲＤの許容記録容量により動
画像の記録時間、すなわち動画像データの記録容量が制限されることから前記ＨＤＤを記
録媒体として用いることで長時間の動画撮像が可能となる。
【０００７】
　このように、前述した特許文献１の画像記録装置やデジタルビデオカメラ、あるいはデ
ジタルスチールカメラ等（以下、電子カメラと称する）に内蔵させた、一般的には着脱が
不可能なＨＤＤに記録された撮像画像データを他の記録媒体にコピー記録する場合は、パ
ーソナルコンピュータを用いて、ＨＤＤに記録されている撮像画像データを直接読み出し
て、例えば、ＤＶＤ－ＲＡＭの媒体に転送してコピー記録させている。
【０００８】
　しかし、前記ＨＤＤが大記録容量化されても当然記録容量には限界があり、ＨＤＤに許
容された記録容量一杯に記録された場合には、前述したようにパーソナルコンピュータを
用いて他の記録媒体に転送コピー記録させて、ＨＤＤを空にする必要がある。パーソナル
コンピュータによる撮像画像データの転送コピー記録が使用できない場合は、ＨＤＤの記
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録容量以上の撮像ができなくなる。特に、旅行等の場合、パーソナルコンピュータによる
画像データの他の記録媒体へのコピー記録ができない場合には、以降の撮像ができなくな
る。
【０００９】
　本発明は、このように事情に鑑みてなされたもので、主記録媒体である大記録容量のＨ
ＤＤに記録した各種情報データを携帯可能な記録媒体であるＳＤ－ＣＡＲＤにコピー記録
させるための電子カメラのデータ分割記録方法及び電子カメラを提供することを目的とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の請求項１に係る電子カメラのデータ分割記録方法は、被写体である光学像を電
気信号に変換して静止画像信号、または動画像信号を生成する撮像手段と、この撮像手段
により生成された静止画像信号、または動画像信号の基で撮像静止画像、または動画像を
表示する画像表示手段と、前記撮像手段により生成された静止画像信号、または動画像信
号それぞれに所定の信号圧縮処理を施して画像データを生成する信号圧縮処理手段と、前
記信号圧縮処理により生成された動画像の画像データが記録ファイルとして記録される主
記録媒体、及び前記主記録媒体に比して記録容量が小さく着脱自在な副記録媒体を含む記
録媒体手段と、を有する電子カメラのデータ分割記録方法であって、前記副記録媒体の空
き容量に基づいて、前記記録媒体手段に記録する記録ファイルの記録データ容量を予め設
定する手順と、前記記録媒体手段に前記信号圧縮処理手段により生成された動画像の画像
データを記録させる際に、前記予め設定した記録データ容量毎の記録ファイルに分割して
記録させる手順とを具備したことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の請求項２に係る電子カメラのデータ分割記録方法は、被写体である光学像を電
気信号に変換して静止画像信号、または動画像信号を生成する撮像手段と、この撮像手段
により生成された静止画像信号、または動画像信号の基で撮像静止画像、または動画像を
表示する画像表示手段と、前記撮像手段により生成された静止画像信号、または動画像信
号それぞれに所定の信号圧縮処理を施して画像データを生成する信号圧縮処理手段と、前
記信号圧縮処理により生成された静止画像の画像データが記録される主記録媒体、及び前
記主記録媒体に比して記録容量が小さく着脱自在な副記録媒体を含む記録媒体手段と、を
有する電子カメラのデータ分割記録方法であって、前記副記録媒体の空き容量に基づいて
、前記記録媒体手段に作成する記録フォルダの記録データ容量を予め設定する手順と、前
記記録媒体手段に前記信号圧縮処理手段により生成された静止画像の画像データを記録さ
せる際に、前記予め設定した記録データ容量毎の記録フォルダに分割して記録させる手順
とを具備したことを特徴とする
【００１２】
　本発明の請求項７に係る電子カメラは、被写体の光学像を電気信号に変換し、その電気
信号に所定の信号処理を施して撮像信号を生成する撮像手段と、この撮像手段により生成
された撮像信号を基に撮像画像を表示させる画像表示手段と、前記撮像手段により生成さ
れた撮像信号をデジタル化して所定の信号圧縮処理を施してデジタル画像データを生成す
る画像データ生成手段と、主記録媒体、及び前記主記録媒体よりも記録容量が小さく着脱
自在な副記録媒体から構成され、前記画像データ生成手段により生成されたデジタル画像
データを記録する記録媒体手段と、この記録媒体手段に前記デジタル画像データを記録す
る際に、前記副記録媒体の空き容量に基づいて予め設定されたデータ容量毎の複数の記録
フォルダ、または記録ファイルに分割して前記デジタル画像データを記録させるデータ記
録制御手段と、を具備することを特徴する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明においては、主記録媒体であるＨＤＤに記録されている画像データを携帯性に優
れた小型の副記録媒体である複数のＳＤ－ＣＡＲＤに容易に分割コピー記録させることが
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できると共に、そのＳＤ－ＣＡＲＤにコピー記録された画像データを用いて、他の記録媒
体への転送記録や画像編集再生が容易となる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明は、従来、ＳＤ－ＣＡＲＤを主記録媒体としていたデジタルスチールカメラに、
ＳＤ－ＣＡＲＤの代わりに前述した大記録容量化と小型化されたＨＤＤを主記録媒体とし
て内蔵させ、かつ、着脱可能なＳＤ－ＣＡＲＤを副記録媒体として設けることにより、Ｈ
ＤＤに記録された画像データをＳＤ－ＣＡＲＤにコピー記録させ、そのＳＤ－ＣＡＲＤを
用いて他の記録媒体に記録保管させることにより、ＨＤＤに記録された画像データのコピ
ー記録が可能となる点に着目してなされた。
【００２０】
　しかし、図９に示すように、例えば、記録容量２ＧＢのＨＤＤに記録ファイルＰＤＲ＿
０００１．ａｖｉとして２ＧＢの連続記録した動画像データを記録容量５１２ＭＢのＳＤ
－ＣＡＲＤにコピー記録させる場合には、ＳＤ－ＣＡＲＤはＨＤＤに比して記録容量が小
さいために、複数のＳＤ－ＣＡＲＤに分割記録させない限りパックアップやコピー記録は
不可能となる。仮に、ＳＤ－ＣＡＲＤにコピー記録させる場合には、ＨＤＤに記録されて
いる動画データの記録ファイルＰＤＲ＿０００１．ａｖｉの容量とＳＤ－ＣＡＲＤの容量
が同じである必要がある。もし、ＨＤＤに記録されている記録ファイルの画像データ容量
がＳＤ－ＣＡＲＤの記録容量を超えていると、ＨＤＤから読み出し、ＳＤ－ＣＡＲＤに記
録させたデータ位置の判定が不明となり、複数のＳＤ－ＣＡＲＤに分割記録させることが
できない。
【００２１】
　そこで、本発明は、ＨＤＤに記録する際に、複数のＳＤ－ＣＡＲＤに分割してコピー記
録が可能な状態で記録させるものである。以下、図面を参照して本発明の実施の形態につ
いて詳細に説明する。
【実施例１】
【００２２】
　本発明の実施形態は、電子カメラに適用した例を用いて説明する。図１は、本発明の一
実施形態である電子カメラの全体構成を示すブロック図、図２は、本発明の一実施形態で
ある電子カメラの外観構成を示す背面斜視図である。なお、この第１の実施形態の電子カ
メラ１０は、デジタルスチールカメラを例として説明する。
【００２３】
　本発明に係るデジタルスチールカメラ（以下、単に電子カメラと称する）１０の構成を
図１を用いて説明する。この電子カメラ１０は、マイクロプロセッサ（以下、ＣＰＵと称
する）１１、撮像レンズ１２、電荷結合素子（Charge　Coupled　Device　以下ＣＣＤと
称する）１３、アナログ／デジタル変換回路（以下、Ａ／Ｄ変換回路と称する）１４、Ｃ
ＣＤ信号処理回路１５、ワークメモリ１６、メモリコントローラ１７、画像表示処理回路
１８、画像表示装置１９、画像圧縮伸張処理回路２０、フラッシュＲＯＭ２１、操作部３
０、主記録媒体４０、及び副記録媒体５０からなっている。
【００２４】
　撮像レンズ１２により被写体の光学像がＣＣＤ１３に結像されてＣＣＤ１３により電気
信号に変換される。このＣＣＤ１３により変換された電気信号は、Ａ／Ｄ変換回路１４に
おいて、デジタル信号に変換されてＣＣＤ信号処理回路１５へと供給される。
【００２５】
　このＣＣＤ信号処理回路１５では、輝度信号、色差信号が生成されると共に、γ補正、
及び輪郭強調補正等が行われてデジタル画像信号が生成される。このデジタル画像信号は
、メモリコントローラ１７を介してＣＰＵ１１によりフラッシュＲＯＭ２１に一時記憶さ
れる。このＣＣＤ１３乃至ＣＣＤ信号処理回路１５は、撮像手段を形成している。
【００２６】
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　メモリコントロール１７は、ＣＰＵ１１の制御によりワークメモリ１６に記憶されてい
る各種回路機能の駆動制御プログラムを読み出し、ＣＰＵ１１に展開する。ＣＰＵ１１は
、操作部３０からのユーザによる各種操作指示入力の基で、ワークメモリ１６から読み出
した制御プログラムの基で各回路機能の駆動を制御する。このＣＰＵ１１の主な制御とし
ては、ＣＣＤ信号処理回路１５からのデジタル画像信号をフラッシュＲＯＭ２１に一時記
憶させたり、そのフラッシュＲＯＭ２１に一次記憶されているデジタル画像信号を読み出
して画像表示処理回路１８と画像表示装置１９からなる画像表示手段、あるいは画像圧縮
伸張処理回路２０の信号圧縮処理手段又は画像データ生成手段に供給したり、画像圧縮伸
張処理回路２０において所定の信号圧縮処理が施されて生成したデジタル画像データを記
録媒体手段の主記録媒体４０または副記録媒体５０に記録及び読み出しなどを行う。
【００２７】
　画像表示処理回路１８は、ＣＰＵ１１の制御の基でメモリコントローラ１７を介して供
給されたデジタル画像信号を用いて、画像表示装置１９に撮像画像表示させるための処理
を行う。画像表示装置１９は、液晶表示パネルなどの画像表示素子からなり画像表示処理
回路１８からの制御の基で撮像画像を表示する。なお、この画像表示装置１９の液晶表示
パネルには、タッチパネルが併設されていて、そのタッチパネルをユーザが触れることで
電子カメラ１０の操作や制御の指示が可能となっている。
【００２８】
　フラッシュＲＯＭ２１は、ＣＰＵ１１の制御の基で、前記ＣＣＤ信号処理回路１５にお
いて生成されたデジタル画像信号を一時記憶したり、画像圧縮伸張処理回路２０において
圧縮伸張処理されたデジタル画像信号を一時記憶する。
【００２９】
　更に、ＣＰＵ１１は、ＣＣＤ信号処理回路１５において生成されたデジタル画像信号の
基で画像表示装置１９に撮像画像表示されている被写体像に対して、操作部３０からユー
ザにより動画撮像、または静止画撮像の選択と撮像指示によりフラッシュＲＯＭ２１に一
時記憶されているデジタル画像信号を画像圧縮伸張回路２０へ供給させて、動画像撮像の
場合は動画用の所定の信号圧縮処理を施し、あるいは静止画像撮像の場合は静止画用の所
定の信号圧縮処理を施して動画、あるいは静止画のデジタル画像データに変換して主記録
媒体４０に記録させる。
【００３０】
　または、主記録媒体４０に記録された動画、あるいは静止画のデジタル画像データを読
み出して、画像圧縮伸張処理回路２０において所定の伸張処理を施して、動画、あるいは
静止画のデジタル画像信号に復調させ、その伸張復調させたデジタル画像信号をフラッシ
ュＲＯＭ２１に一時記憶させ、かつ、そのデジタル画像信号を画像表示処理回路１８にお
いて所定の表示処理を施して、画像表示装置１９に撮像動画像、または静止画像として表
示させる。
【００３１】
　操作部３０は、ユーザが電子カメラ１０を撮像操作する際に、撮像レンズ１２の焦点調
整や露出調整、動画撮像と静止画撮像の選択、動画撮像と静止画撮像用のシャッタボタン
、及び後述する主記録媒体４０と副記録媒体５０へのデジタル画像データの記録や読み出
し等を含む各種操作指示を行うためのスイッチ、ボタン、及びタッチパネル等の入力手段
を備えている。
【００３２】
　主記録媒体４０は、前述したように小型で、大記録容量化されたＨＨＤであり、基本的
には、ユーザにより容易には着脱ができないように電子カメラ１０の筐体内に内蔵されて
いる。副記録媒体５０は、前述したＳＤ－ＣＡＲＤであり、ユーザにより着脱できるよう
に電子カメラ１０に装着される。
【００３３】
　このような構成の電子カメラ１０の外観は、図２に示すように、筐体の正面には、図示
していないが、撮像レンズ１２、測光及び測距用のセンサー等が設けられ、背面には、画
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像表示装置１９である液晶表示パネル１９’と、図示していないが、電子カメラ１０の動
画や静止画撮像の選択、静止画撮像時の画質設定、撮像日時設定、記録媒体の記録状況や
空き容量表示等の各種操作モードを選択入力するボタンやスイッチ等からなるモード設定
ボタンが設けられている。また、液晶表示パネル１９’は、タッチパネルも併用されてお
り、後述する本発明に係る主記録媒体４０への画像データの分割記録時の記録容量設定入
力画面を初めとする各種操作モード設定画面も表示されるようになっている。
【００３４】
　この電子カメラ１０の上面には、動画、または静止画の撮像の開始と終了を指示するシ
ャッタボタン３１が設けられている。更に、電子カメラ１０の内部には、主記録媒体４０
であるＨＨＤ（以下、ＨＤＤ４０とも称する）が設けられ、かつ、副記録媒体５０である
ＳＤ－ＣＡＲＤ（以下、ＳＤ－ＣＡＲＤ５０とも称する）を着脱するための副記録媒体ス
ロット５１が設けられている。
【００３５】
　このような構成の電子カメラ１０において、本発明に係る動画撮像時に生成されたデジ
タル動画像データを主記録媒体４０に設定した複数の記録ファイルに分割して記録させる
データ記録制御手段の動作について説明する。
【００３６】
　電子カメラ１０のモード設定ボタンにより動画撮像モードに選択設定し、シャッタボタ
ン３１を押下して動画撮像を開始させると、シャッタボタン３１が押下されている間、Ｃ
ＰＵ１１の制御の基で、ＣＣＤ１３において変換された被写体の光学像の電気信号は、Ａ
／Ｄ変換回路１４とＣＣＤ信号処理回路１５においてデジタル動画像信号に変換されてフ
ラッシュＲＯＭ２１に一時記憶されると共に、その一時記憶されたデジタル動画像信号を
用いて画像表示処理回路１８において画像表示処理が施されて画像表示装置１９の液晶表
示パネル１９’に撮像動画像が表示される。更に、デジタル動画像信号は、画像圧縮伸張
処理回路２０により所定の動画像信号の圧縮処理が施されてデジタル動画像データが生成
されて主記録媒体であるＨＤＤ４０に記録させる。
【００３７】
　このデジタル動画像データをＨＤＤ４０に記録する際に、図３に示すように、ＨＤＤ４
０に動画像用の記録フォルダ１００＿ＰＤＲを生成し、その記録フォルダ１００＿ＰＤＲ
の中に所定の容量毎に複数の記録ファイルＰＤＲ＿０００１．ａｖｉ乃至ＰＤＲ＿０００
４．ａｖｉを設定する。つまり、時系列に連続撮像された動画像は、ＨＤＤ４０の記録フ
ォルダ１００＿ＰＤＲに、所定の記録容量毎に分割設定された複数の記録ファイルＰＤＲ
＿０００１．ａｖｉ乃至ＰＤＲ＿０００４．ａｖｉに順次分割して記録させる。
【００３８】
　この時系列に連続するデジタル動画像データを複数の記録ファイルＰＤＲ＿０００１．
ａｖｉ乃至ＰＤＲ＿０００４．ａｖｉに分割記録させる状態を図４を用いて説明する。例
えば、記録容量２ＧＢのＨＨＤ４０をＳＤ－ＣＡＲＤ５０の記録容量５１２ＭＢ毎に記録
ファイルＰＤＲ＿０００１．ａｖｉ乃至ＰＤＲ＿０００４．ａｖｉを生成するように設定
する。すなわち、動画撮像を開始すると、ＨＤＤ１０に設定した最初の記録ファイルＰＤ
Ｒ＿０００１．ａｖｉからデジタル動画データが記録され、この最初の記録ファイルＰＤ
Ｒ＿０００１．ａｖｉに記録されたデジタル動画データが記録容量５１２ＭＢに達すると
、次の記録ファイルＰＤＲ＿０００２．ａｖｉに最初の記録ファイルＰＤＲ＿０００１．
ａｖｉに記録したデジタル動画データに継続するデジタル動画データを継続記録させる。
このようにして、順次記録容量５１２ＭＢ毎に記録ファイルを生成して記録させる。
【００３９】
　このようにして、仮にＨＤＤ４０の記録容量２ＧＢ分のデジタル動画データが複数の記
録ファイルＰＤＲ＿０００１．ａｖｉ乃至ＰＤＲ＿０００４．ａｖｉに分割記録すると、
各記録ファイルＰＤＲ＿０００１．ａｖｉ乃至ＰＤＲ＿０００４．ａｖｉの記録容量は、
ＳＤ－ＣＡＲＤ５０の記録容量と同じであるからＨＤＤ４０の各記録ファイルＰＤＲ００
０１．ａｖｉ乃至ＰＤＲ＿０００４．ａｖｉ毎に記録されているデジタル動画データを４
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枚のＳＤ－ＣＡＲＤ５０に分割コピー記録が可能となる。
【００４０】
　次に、ＨＤＤ４０にデジタル動画データを記録する際のＨＤＤ４０に設定する記録ファ
イルの記録容量は、電子カメラ１０のモード設定ボタンを用いて、画像表示装置１９の液
晶表示パネル１９’に、図５に示す分割サイズ設定画面２５を表示させる。
【００４１】
　このＨＤＤ４０の分割ファイルの分割サイズ設定画面２５には、第１の記録ファイルの
サイズ設定として、副記録媒体スロット５１に装着されるＳＤ－ＣＡＲＤ５０の記録容量
サイズ、例えば、１２６ＭＢ，２５６ＭＢ，５１２ＭＢ，１０２４ＭＢ，１５３６ＭＢ，
及び２０２４ＭＢの６つのサイズから選択する一定容量選択２６と、第２の記録ファイル
のサイズ設定として、電子カメラ１０に図示していないＳＤ－ＣＡＲＤ容量検出手段を設
け、副記録媒体スロット５１に装着されたＳＤ－ＣＡＲＤ５０の総記録容量サイズを検出
、及び、副記録媒体スロット５１に装着されたＳＤ－ＣＡＲＤ５０のデータが記録されて
いない空き容量サイズを検出し、その検出したＳＤ－ＣＡＲＤの総記録容量サイズ、また
は空き記録容量サイズに従ってＨＤＤ４０の記録ファイルの容量サイズを設定するＳＤ－
ＣＡＲＤサイズ／空き容量検出サイズ決定２７と、及び、第３の記録ファイルのサイズ設
定として、アップ・ダウンボタンを操作して、直接記録ファイル容量サイズを設定する直
接数値入力２８の設定表示を行う。
【００４２】
　この分割サイズ設定画面２５から所望のサイズ設定方法を選択タッチしてＨＤＤ４０に
デジタル動画データを記録させる際の、分割記録ファイルの容量サイズを設定する。なお
、いずれかのサイズ設定方法を選択してサイズ設定する場合において、副記録媒体スロッ
ト５１に装着されるＳＤ－ＣＡＲＤ５０に許容されている総記録容量サイズにＨＤＤ４０
の分割記録ファイルの記録容量サイズを設定する。
【００４３】
　なお、図５において、第１の記録ファイルのサイズ設定である一定容量選択２６により
５１２ＭＢが選択されている状態を示している。
【００４４】
　このようにして、ＨＤＤ４０に設定された時系列に連続するデジタル動画データの記録
容量サイズの記録ファイルに分割して記録させる際に、図６に示すように、分割記録した
記録ファイルリストを作成させる。
【００４５】
　この分割記録ファイルリストは、ファイル名、そのファイル名の記録開始時間と終了時
間、及びそのファイルの記録サイズまでデジタル動画データを記録終了した際に継続記録
させる次の記録ファイル先である終了時リンク先情報からなる。
【００４６】
　また、予め設定した記録容量サイズの複数の記録ファイルに分割記録する際に、各記録
ファイルに記録されているデジタル画像データの時系列な連続性を確実に確保するために
、図７に示すように、例えば、最初の記録ファイルＰＤＲ＿０００１．ａｖｉの記録終了
前の約３０秒間のデジタル画像データは、次の記録ファイルＰＤＲ＿０００２．ａｖｉの
記録開始の約３０秒間に重複させて記録する（図中矢印で示す期間）。これにより記録フ
ァイル間のデジタル画像データを切れ目なく時系列に連続したデータとして読み出し再生
が可能となる。
【００４７】
　この各記録ファイル毎の記録終了時と記録開始の約３０秒間の重複記録情報は、図６に
示すように、デジタル画像データの次の記録ファイル先である終了時リンク先情報に、重
複記録されている時間情報を記録させる。この重複時間情報により次の記録ファイルから
デジタル画像データを読み出して再生表示するタイミングの制御が可能となる。
【００４８】
　以上説明したように、ＨＤＤ４０に時系列に連続するデジタル動画像データを記録する
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際に、ＳＤ－ＣＡＲＤ５０の許容記録容量毎に記録ファイルを設定して記録させることに
より、このＨＤＤ４０に記録した記録ファイル単位のデジタル動画像データをＳＤ－ＣＡ
ＲＤ５０に容易にコピー記録が可能となる。従って、動画像データをＳＤ－ＣＡＲＤ５０
を用いて複数の記録ファイルとしてコピー記録が可能となり、特に、ＨＤＤ４０に記録し
た多量のデジタル動画像データを複数のＳＤ－ＣＡＲＤ５０に分割コピー記録させること
が可能となる。
【００４９】
　なお、この実施形態において、動画撮像された動画データの記録の例を用いて説明した
が、この動画データに代えて、時系列に連続する音声、及び各種情報データの記録につい
ても適用できる。更に、この電子カメラ１０は、デジタルスチールカメラを例としている
が、デジタルビデオカメラや、時系列に連続する文字、記号等からなるデジタル情報デー
タを記録するデジタル情報端末機器のデータ分割記録方法としても用いることができる。
【実施例２】
【００５０】
　本発明の第２の実施形態について図８を用いて説明する。この第２の実施形態は、静止
画像撮像におけるＨＤＤ４０へのデジタル静止画像データの記録方法である。電子カメラ
１０を用いて静止画撮像を行う際には、操作部３０から撮像モードを静止画撮像に設定し
、ＣＰＵ１１の制御の基で、ＣＣＤ１３、Ａ／Ｄ変換回路１４、及びＣＣＤ信号処理回路
１５により撮像生成されている被写体撮像信号において、シャッタボタン３１が操作され
たタイミングの被写体撮像信号を静止画像信号として取り込み、その取り込んだ静止画像
信号を画像圧縮伸張処理回路２０において所定の静止画像の信号圧縮処理を施してデジタ
ル静止画像データを生成してＨＤＤ４０に記録する。
【００５１】
　このＨＤＤ４０にデジタル静止画像データを記録する際には、前述したデジタル動画像
データの記録時とは異なり、ＳＤ－ＣＡＲＤ５０の記録容量を基に記録フォルダを生成し
、その記録フォルダに各静止画像のデジタル静止画像データを複数の記録ファイルとして
分割記録させる。すなわち、図８（ｂ）に示すように、ＨＤＤ４０にＳＤ－ＣＡＲＤ５０
の記録容量を基に複数の記録フォルダ１００＿ＰＤＲ、１０１＿ＰＤＲ、…を設定し、そ
の１つの記録フォルダ１００＿ＰＤＲに１枚分のデジタル静止画像データを１つの記録フ
ァイルとして複数の記録ファイルＰＤＲ＿０００１．ｊｐｇ，ＰＤＲ＿０００２．ｊｐｇ
，ＰＤＲ＿０００３．ｊｐｇ，…に分割記録する。この記録フォルダ１００＿ＰＤＲに記
録された複数の記録ファイルＰＤＲ＿０００１．ｊｐｇ，ＰＤＲ＿０００２．ｊｐｇ，Ｐ
ＤＲ＿０００３．ｊｐｇ，…の合計記録容量が記録フォルダ１００＿ＰＤＲに設定されて
いる記録容量を超えると、新たに記録フォルダ１０１＿ＰＤＲを設定し、その記録フォル
ダ１０１＿ＰＤＲの記録ファイルＰＤＲ＿０００１．ｊｐｇ，ＰＤＲ＿０００２．ｊｐｇ
，ＰＤＲ＿０００３．ｊｐｇ，…を設定して記録する。
【００５２】
　つまり、静止画像データは、時系列な連続性は必要ないため、ＳＤ－ＣＡＲＤ５０の許
容記録容量単位の記録フォルダを生成させ、その記録フォルダ内に静止画１枚毎の記録フ
ァイルを設定して記録させる。この複数の記録ファイルを積算した記録データ量が記録フ
ォルダに設定されている記録容量を超えると新たな記録フォルダを生成させ、その新記録
フォルダ内の記録ファイルとしてデータ記録させる。
【００５３】
　なお、静止画撮像において、操作部３０から撮像画質の選択設定が可能である。このた
めに、撮像された静止画像の画質により記録ファイルとして記録される静止画像データ量
が異なる。すなわち、各撮像された静止画像の画質により、各記録フォルダに記録される
記録ファイル数は異なる。このために、記録フォルダ内に、静止画像データを記録させる
際に、既に生成記録されている記録ファイルのデータ量を加算して、新たに撮像された静
止画像のデータが記録フォルダに設定されている記録容量を超えないか監視し、新たに記
録する静止画像データが加算されると記録フォルダに設定されている記録容量を越える場
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合は、新たな記録フォルダを生成させる。
【００５４】
　この静止画像のＨＤＤ４０への記録時の記録フォルダの生成作用について、図８（ａ）
のフローチャートを用いて説明する。静止画撮像モードが選択されて静止画撮像がスター
ト（ステップＳ１）して、シャッタボタン３１が操作されて静止画が１枚撮影されると、
その静止画像は、前述したように静止画像の信号圧縮処理されてデジタル静止画像データ
に変換される（ステップＳ２）。このステップＳ２において撮像生成されたデジタル静止
画像データは、ＨＤＤ４０に設定された記録容量の記録フォルダ内に新たな記録ファイル
を生成して記録されるが、この記録フォルダに既に記録されている複数の記録ファイルの
デジタル静止画像データの加算データ量と、新たに記録ファイルとして記録するデジタル
静止画像データ量を加算した総データ容量が、この記録フォルダに設定されている記録容
量のサイズを超えるか判定する（ステップＳ３）。
【００５５】
　このステップＳ３の判定の結果、新たな記録ファイルを設定して記録しても記録フォル
ダに設定されている記録容量を超えないと判定されると、その新規記録ファイルの設定記
録を行いステップＳ２に戻り、次の静止画撮像に移行する。新たな記録ファイルを設定し
て記録すると記録フォルダに設定されている記録容量を超えると判定されると、ＨＤＤ４
０に新たな記録フォルダを生成し、その新たな記録フォルダの記録ファイルとして記録す
る（ステップＳ４）。このステップＳ４の新たな記録フォルダ生成と、その記録フォルダ
への記録ファイルとしての記録が終了するとステップＳ２に戻り次の静止画像撮像に移行
する。
【００５６】
　これにより、静止画像においても、ＨＤＤ４０にＳＤ－ＣＡＲＤ５０の許容記録容量単
位に設定され記録フォルダに記録された複数の記録ファイルの静止画像データをＳＤ－Ｃ
ＡＲＤ５０にコピー記録することが可能となり、前述した動画像データと同様な効果が得
られる。
【００５７】
　なお、この図８（ａ）のフローチャートは、図中のステップＳ２をシャッタボタン３１
を操作して動画撮像開始と読み替えて、ステップＳ４を新規記録ファイル作成と読み替え
ることにより前述した動画撮像時のＨＤＤ４０のデジタル動画像データ記録用の記録ファ
イル生成作用となる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明に係る電子カメラの全体構成を示すブロック図。
【図２】本発明に係る電子カメラの外観構成を示す背面斜視図。
【図３】本発明の第１の実施形態である電子カメラの主記録媒体に動画像データを記録す
る記録フォルダと記録ファイルを説明する説明図。
【図４】本発明の第１の実施形態である電子カメラの主記録媒体に記録ファイルに分割さ
れた動画像データと副記録媒体にコピー記録を説明する説明図。
【図５】本発明の第１の実施形態である電子カメラの主記録媒体に設定する記録ファイル
の分割サイズ設定用の画面を説明する説明図。
【図６】本発明の第１の実施形態である電子カメラの主記録媒体に分割記録ファイルに記
録した際に生成する分割記録ファイルリストを説明する説明図。
【図７】本発明の第１の実施形態である電子カメラの主記録媒体に記録ファイルに分割さ
る際の記録ファイル間の動画像データの重複記録を説明する説明図。
【図８】本発明の第２の実施形態である電子カメラによる静止画像撮像動作に関し、図８
（ａ）は主記録媒体の静止画像データの記録フォルダ生成動作を説明するフローチャート
、図８（ｂ）は記録フォルダと記録ファイルの関係を説明する説明図。
【図９】従来の主記録媒体への動画像データの記録状態と課題を説明する説明図。
【符号の説明】
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【００５９】
　１０　電子カメラ、１１　マイクロプロセッサ（ＣＰＵ）、１２　撮像レンズ、１３　
結合電荷素子（ＣＣＤ）、１４　アナログ／デジタル変換回路、　１５　ＣＣＤ信号処理
回路、１６　ワークメモリ、１７　メモリコントローラ、１８　画像表示処理回路、１９
　画像表示装置、２０　画像圧縮伸張処理回路、２１　フラッシュＲＯＭ、３０　操作部
、４０　主記録媒体（ＨＤＤ）、５０　副記録媒体（ＳＤ－ＣＡＲＤ）。　
　代理人　弁理士　伊藤　進

【図１】 【図２】

【図３】
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【図９】
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