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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影した画像のコンテンツを複数の記録媒体に対して記録可能な撮像装置であって、
　外部機器と通信可能に接続される通信手段と、
　前記複数の記録媒体に対してデータの読み出し及び書き込みを行う記録再生手段と、
　前記複数の記録媒体に格納されたコンテンツについて、コンテンツ毎の格納先情報を記
述したコンテンツリストを作成するリスト作成手段と、
　前記通信手段により接続された前記外部機器に対して前記コンテンツリストを送信する
送信手段と、を有し、
　前記リスト作成手段は、前記複数の記録媒体に格納されたコンテンツに同一の画像のコ
ンテンツがあるか判定し、同一のコンテンツを検出した場合、当該同一のコンテンツの各
格納先情報を前記コンテンツリストに並べて記述するとともに、前記同一のコンテンツが
前記複数の記録媒体に記録されていることを表すマークを付加することを特徴とする撮像
装置。
【請求項２】
　前記送信手段は、前記コンテンツリストを受信した前記外部機器から、当該コンテンツ
リストから選択されたコンテンツの送信要求を受信した場合、前記選択されたコンテンツ
の格納先情報に基づいて前記記録再生手段によって再生されるコンテンツのデータを前記
外部機器に対して送信するものであって、
　前記選択されたコンテンツに同一のコンテンツがあるときは、前記コンテンツリストに
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並べて記述された前記同一のコンテンツの各格納先情報に従って決定される記録媒体から
再生されるコンテンツのデータを前記外部機器に対して送信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】
　前記リスト作成手段は、前記複数の記録媒体のうち、格納されたコンテンツの数が最も
多い記録媒体を前記同一のコンテンツの各格納先情報を前記コンテンツリストに並べて記
述する際の基準となる記録媒体として決定することを特徴とする請求項１又は２に記載の
撮像装置。
【請求項４】
　前記リスト作成手段は、前記複数の記録媒体のうち、アクセス速度が最も速い記録媒体
を前記同一のコンテンツの各格納先情報を前記コンテンツリストに並べて記述する際の基
準となる記録媒体として決定することを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記リスト作成手段は、前記撮像装置の起動時且つ前記撮像装置で取り扱い可能なコン
テンツが存在する場合に前記コンテンツリストを作成することを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　外部機器と通信可能に接続される通信手段と、撮影した画像のコンテンツを記録及び再
生可能なように、複数の記録媒体に対してデータの読み出し及び書き込みを行う記録再生
手段と、前記複数の記録媒体に格納されたコンテンツについて、コンテンツ毎の格納先情
報を記述したコンテンツリストを作成するリスト作成手段と、前記通信手段により接続さ
れた前記外部機器に対して前記コンテンツリストを送信する送信手段と、を有する撮像装
置におけるコンテンツ管理方法であって、
　前記複数の記録媒体に格納されたコンテンツに同一の画像のコンテンツがあるか判定す
るステップと、
　同一のコンテンツを検出した場合、当該同一のコンテンツの各格納先情報を前記コンテ
ンツリストに並べて記述するとともに、前記同一のコンテンツが前記複数の記録媒体に記
録されていることを表すマークを付加するステップと、を有することを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６に記載のコンテンツ管理方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータが読み取り可能
な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラ等の撮像装置に格納されたコンテンツの管理技術に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮像装置において、撮像素子の高画
素化により記録可能なデータサイズが飛躍的に増加しているため、撮像装置で使用できる
記録媒体も大容量化している。また、複数の記録媒体を使用した大容量化も進んでおり、
撮像装置内部のスロットを使用する記録媒体だけではなく、デジタルインターフェースに
よって接続された大容量の外部記録装置を使用した方法も一般化しつつある。
【０００３】
　最近の撮像装置は、メモリカードやディスク、テープ等の内部記録媒体と同時に、例え
ばユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）やＩＥＥＥ１３９４等の高速シリアルインターフ
ェースによりハードディスク（ＨＤＤ）等の外部記録装置を接続して利用できる。
【０００４】
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　図１は、ランダムアクセスメディア１０２を記録媒体として使用するデジタルカメラ１
０１と外部記録装置１０４とがＵＳＢインターフェースケーブル１０３を介して接続され
た構成を示している。当然ながら、双方にはＵＳＢインターフェースが搭載されている。
【０００５】
　デジタルカメラ１０１はＵＳＢホストとして動作し、大容量の外部記録装置１０４はＵ
ＳＢデバイス（スレーブ）として動作する。
ＵＳＢホストが、ＵＳＢインターフェースを介してＵＳＢデバイスからデータを取得する
場合には、例えば、ＰＴＰやマスストレージ等の規格に従って通信を行うのが一般的であ
る。なお、ＰＴＰは“Universal Serial Bus Still Image Capture Device Definition R
evision 1.0 July 11,2000”で規定された規格である。また、マスストレージは“Univer
sal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0 September 31,
1999”で規定された規格である。
【０００６】
　図１を参照して、マスストレージに準拠した通信を行う場合について説明する。
【０００７】
　デジタルカメラ１０１は、ＵＳＢインターフェースケーブル１０３を介して、外部記録
装置１０４の接続を検出すると、外部記録装置１０４からディスクリプタ情報を取得する
。そして、デバイス情報の判別、通信方法の判別を行い、外部記録装置１０４をマススト
レージクラスのデバイスとして認識する。その後、マスストレージに従って、データを取
得することになるが、この際にデジタルカメラ１０１内のファイルシステムを介して外部
記録装置１０４に存在する全ての画像データにアクセスすることになる。
【０００８】
　デジタルカメラ１０１は、ランダムアクセスメディア１０２も記録媒体として搭載して
おり、画像データはデジタルカメラ１０１のファイルシステムを介して表示及び閲覧が可
能である。ユーザは、デジタルカメラ１０１を操作して、撮影した画像データの保存や閲
覧を行う記録媒体を指定でき、同時に複数の記録媒体に同じ画像を記録することもできる
。ユーザはランダムアクセスメディア１０２と外部記録装置１０４とを個別に指定するこ
とによって、保存された画像データを自由に操作することができる。
【０００９】
　デジタル機器はネットワークを介してデータのバックアップや各機器の制御を行うこと
が一般的となっており、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラといったコンシュ
ーマー機器もネットワークに接続され、外部機器と通信を行うことが可能である。特にイ
ンターネットプロトコル（以下、ＩＰ）を利用したＩＰネットワークを構築することによ
り、多くの機器が相互に接続され、データの送受信が可能である。例えば、チューナーに
接続されたホームサーバーのような１つの外部記録装置に格納された動画像データを、各
外部機器に応じた表示可能な形式に変換することでパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ
）等から閲覧できるものもある（例えば、特許文献１）。
【００１０】
　ホームサーバーと同様に、デジタルスチルカメラに格納された画像データも、外部機器
からネットワークを介して閲覧可能である。また、USBやIEEE1394のようなシリアルバス
によるネットワークだけでなく、Ethernet（登録商標）やWireless LANのようなIP接続が
可能なインターフェースをサポートするなどの拡張が行われている。ホームサーバーで実
現されている方法と同じように、外部機器で取得要求された画像を統一フォーマットによ
って提供することで、外部機器における画像の表示も可能となる。
【特許文献１】特開２００５－０６５００８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記指定された画像だけでなく、複数の記録媒体に格納された複数の画
像の取得要求を行った場合に、複数の記録媒体に同一の画像が存在すると、外部機器は同
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一の画像を含めた全ての画像を取得することになる。また、外部機器では複数の記録媒体
に同時に記録した同じ画像が表示等されることになる。そのため、ユーザが外部機器のデ
ィスプレイ上に表示された画像を視認したときに、画像の異同を判別できず、混乱を招く
ことになる。特に、外部機器が画像ファイル名や属性等を意識させない表示方式を用いた
場合、同じ画像を複数枚取得することにもなり、データの取得及び表示に時間を要してし
まう。
【００１２】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、複数の記録媒体に格納された同一の
画像のコンテンツを一元管理することで、外部機器へのコンテンツの提供を効率良く行う
ことができる技術を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の撮像装置は、撮影した画像のコン
テンツを複数の記録媒体に対して記録可能な撮像装置であって、外部機器と通信可能に接
続される通信手段と、前記複数の記録媒体に対してデータの読み出し及び書き込みを行う
記録再生手段と、前記複数の記録媒体に格納されたコンテンツについて、コンテンツ毎の
格納先情報を記述したコンテンツリストを作成するリスト作成手段と、前記通信手段によ
り接続された前記外部機器に対して前記コンテンツリストを送信する送信手段と、を有し
、前記リスト作成手段は、前記複数の記録媒体に格納されたコンテンツに同一の画像のコ
ンテンツがあるか判定し、同一のコンテンツを検出した場合、当該同一のコンテンツの各
格納先情報を前記コンテンツリストに並べて記述するとともに、前記同一のコンテンツが
前記複数の記録媒体に記録されていることを表すマークを付加する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、複数の記録媒体に格納された同一の画像のコンテンツを一元管理する
ことで、外部機器へのコンテンツの提供を効率良く行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明す
る。
【００１７】
　尚、以下に説明する実施の形態は、本発明の実現手段としての一例であり、本発明が適
用される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明
は以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００１８】
　［システム構成］
　図２は本発明に係る実施形態のコンテンツ管理システムを示す図である。
【００１９】
　図２において、２０１は撮像装置としてのデジタルカメラであり、内部記録媒体として
ＣＦ（コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリカード２０２やＳＤ（登録商標）メモリ
カード２０３が着脱可能である。また、外部記録媒体としてＵＳＢインターフェースケー
ブルによりハードディスク２０４が接続可能である。
【００２０】
　デジタルカメラ２０１は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔケーブルによりハブ２０５に接続され、Ｐ
Ｃ２０６とＩＰネットワークを構成し、データ送受信、機器制御等をＩＰネットワーク上
におけるコマンドプロトコルに従うことで実現する。ＩＰネットワーク上におけるコマン
ドプロトコルとしては、ＵＰｎＰ（登録商標）やＤＬＮＡ（Digital Living Network All
iance）で定義された制御コマンド体系を利用することが可能である。
【００２１】
　本実施形態では、ＰＣ２０６からのコマンド要求に従い、デジタルカメラ２０１が応答
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を行うサーバークライアント型のコマンド体系を前提としているが、本発明はコマンド体
系に依存するものではない。例えばデータ及びコマンドが送受信可能なプロトコルであれ
ば他の通信方式であっても実現可能である。
【００２２】
　図３にデジタルカメラ２０１の内部構成を示すブロック図である。
【００２３】
　図３において、メイン制御部３０１は、デジタルカメラによる通信処理、撮影処理、表
示処理、記録処理、及び再生処理を統括して制御する。撮像部３０２は主にトリガボタン
が押下されてから画像を生成しデジタルデータとして扱うことのできる部分までを担い、
記録再生部３０５によって接続及び挿入された記録媒体に対して記録と再生の指示を行う
。記録媒体としてはＣＦメモリカード３１０、ＳＤメモリカード３１１、ハードディスク
３１２が接続可能である。
【００２４】
　表示制御部３０４では撮影画像の表示やユーザに対して操作メニューや警告などの表示
を行う。
【００２５】
　通信制御部３０６は外部機器と通信する際のプロトコル制御やデータ送受信を行う。コ
ンテンツ管理部３０３は、記録再生部３０５によって読み出された各記録媒体のコンテン
ツからコンテンツリストを生成し、一時記憶媒体３１５に一時的に記録する。そして、外
部アプリケーションからのコンテンツリスト送信要求やコンテンツ再生要求に対して応答
データの送信を行う。
【００２６】
　デジタルカメラ２０１は、複数の記録媒体に対して同時に撮影した画像等のコンテンツ
を記録することができ、各記録媒体は互に関与しておらず、デジタルカメラ２０１によっ
てのみ記録媒体のコンテンツを把握することができる。
【００２７】
　次に、デジタルカメラ２０１によるコンテンツリスト生成処理について説明する。
【００２８】
　図４は、デジタルカメラ２０１によるコンテンツリスト生成処理を示すフローチャート
である。
なお、本実施形態では、コンテンツリストの生成タイミングをカメラ起動時とするが、カ
メラ起動時のほか、外部機器の接続時、記録媒体の接続時、コンテンツ生成時等の記録媒
体や外部との接続に変化が生じた場合でも良い。いずれの場合であっても本発明の目的は
達成される。
【００２９】
　図４において、カメラ起動時にメイン制御部３０１からの指示に従い各ハードモジュー
ルの初期化を行った後、コンテンツ管理部３０３は一時記憶媒体３１５に記録されている
コンテンツリストをクリアする（Ｓ４０１）。
【００３０】
　次に、記録再生部３０５は記録媒体３１０～３１２が装着（接続）されているか判定す
る（Ｓ４０２）。そして、記録媒体が１つでも存在する場合には、その記録媒体に対して
デジタルカメラで取り扱うことの可能なコンテンツが含まれているか判定する（Ｓ４０３
）。そして、記録媒体に取り扱い可能なコンテンツが含まれている場合にはコンテンツの
検索を行い（Ｓ４０４）、コンテンツリストの作成処理に移行する。
【００３１】
　先ず、コンテンツリストを作成する前に、記録媒体毎のコンテンツ数及びアクセス速度
を、デジタルカメラのファイルシステムにおける管理ファイルリストから取得する。図５
は管理ファイルリストを例示している。
【００３２】
　次に、最も多いコンテンツ数の記録媒体をコンテンツリスト生成におけるベース記録媒
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体とする（Ｓ４０５）。なお、コンテンツ数が同数の場合には、アクセス速度が最も速い
記録媒体を優先してベース記録媒体とする。更に、コンテンツ数及びアクセス速度が一致
する場合には、記録媒体の空き容量若しくは総容量の大きいものをベース記録媒体とする
。図５の管理ファイルリストではコンテンツ数５０１を比較するとＨＤＤが最も多いので
、ＨＤＤをベース記録媒体としてコンテンツリストを生成する。ベース記録媒体が決定さ
れると、コンテンツリストに登録するコンテンツをベース記録媒体を基準に検索する。
【００３３】
　次に、個々のコンテンツに対して、他の記録媒体に同一のコンテンツが存在するかを、
ファイル名やファイルサイズ、ヘッダファイルの情報等を比較することで判定する（Ｓ４
０６）。そして、全く同じコンテンツが存在する場合には、同じコンテンツが複数の記録
媒体に記録されていることを表すコンテンツ重複マークをコンテンツリストに付加する（
Ｓ４０７）。
【００３４】
　コンテンツリストに登録されるコンテンツの格納先を表す記録媒体の欄には、アクセス
速度の最も速い記録媒体のコンテンツが登録される。図５に示す管理ファイルリストにお
いてアクセス速度５０２を比較すると、ＣＦカードが最もアクセス速度が速いため、ＣＦ
カードをコンテンツの格納先の記録媒体として登録する。
【００３５】
　また、同一のコンテンツが他の記録媒体に存在しない場合には、コンテンツリストへの
登録が行われ、ベース記録媒体にないコンテンツについてもリストへ追加していく（Ｓ４
０８）。
【００３６】
　このように、記録媒体毎に同一のコンテンツがあるか判定する処理を繰り返し行うこと
で、全ての記録媒体に記録されているコンテンツを総ざらいすることが可能となる。そし
て、最終的に追加するコンテンツがなくなったならば、コンテンツリストを生成する（Ｓ
４０９）。
【００３７】
　また、Ｓ４０２で記録媒体が装着（接続）されていない場合にはコンテンツリストの生
成は行わない。なお、カメラ起動時以外でコンテンツリストを更新する際には、更新され
た記録媒体やコンテンツに対してのみ比較、リストの更新を行い、その他のコンテンツリ
ストについては検索などの処理は行わない。
【００３８】
　図６はコンテンツリストを例示しており、各コンテンツはＩＤ（識別情報）６０１とコ
ンテンツ名６０２とを対応させることで管理されている。ＰＴＰ等のＩＤベースのプロト
コルを用いた外部アプリケーションからの取得要求等に対しては、このＩＤをベースとし
て送受信を行う。記録媒体毎にコンテンツが重複している場合には、コンテンツ重複マー
ク６０４を付加し、コンテンツの全ての格納先情報がコンテンツパス６０３に記述される
。また、外部アプリケーション等からの送信要求を受信し、コンテンツデータを読み出す
際の格納先の記録媒体を表すダウンロードパス６０５の欄には、基準の記録媒体として最
も速い転送速度のＣＦカードのコンテンツを示すパスが記述される。外部アプリケーショ
ンに送信する際には、上記コンテンツリストからコンテンツパス６０３の変換テーブルを
除くことで、外部アプリケーションによる表示等に供することができる。
【００３９】
　また、上記コンテンツリストはコンテンツ生成日時６０６やファイルサイズ６０７等に
基づいてリストをソートすることが可能である。
【００４０】
　図７は、ＰＣ２０６がデジタルカメラ２０１に格納されたコンテンツを取得する際のシ
ーケンスを示している。
【００４１】
　図７に示すように、デジタルカメラ２０１は、起動時に図４で述べた手順でコンテンツ
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リストを生成し、カメラ内部の一時記憶媒体３１５に記録する（Ｓ７０１）。
【００４２】
　次に、ＰＣ２０６がデジタルカメラ２０１と通信接続されると、ＰＣ２０６のアプリケ
ーションがデジタルカメラ２０１に対してコンテンツリスト取得要求を送信する（Ｓ７０
２）。
【００４３】
　デジタルカメラ２０１は、通信制御部３０６を介してＰＣ２０６からコンテンツリスト
取得要求を受信すると、メイン制御部３０１がコマンドを解釈し一時記憶媒体３１５に記
録されたコンテンツリストを送信する（Ｓ７０３）。コンテンツリストを受信したＰＣ２
０６では、アプリケーションがコンテンツリストを用いてユーザインターフェース（ＵＩ
）画面を生成し表示する（Ｓ７０４）。ユーザはＰＣ２０６に表示されたＵＩ画面から所
定のコンテンツを選択し（Ｓ７４０）、デジタルカメラ２０１に対してコンテンツ取得要
求を送信する（Ｓ７０５）。
【００４４】
　デジタルカメラ２０１は通信制御部３０６を介してＰＣ２０６からコンテンツ取得要求
を受信すると、メイン制御部３０１がコマンドを解釈し、コンテンツ管理部３０３がコン
テンツリストの変換テーブルを用いて該当するコンテンツの格納先を決定する。更に、記
録再生部３０５がその格納先の記録媒体からデータを読み出す（Ｓ７０６）。
【００４５】
　デジタルカメラ２０１では、ＰＣ２０６へのデータ送信の際に、同一のコンテンツで最
も速いアクセス速度の記録媒体から読み出すことになるため（Ｓ７０７）、ＰＣ２０６で
の表示等を短時間で行うことができる。
【００４６】
　また、ＰＣ側で記録媒体を指定して表示を行うようなアプリケーションの場合、コンテ
ンツリストの重複マーク６０４とコンテンツパス６０３を参照すれば、同一のコンテンツ
を繰り返し取得する必要がなくなる。このため、コンテンツを表示等するための煩雑なデ
ータ送受信操作が不要となり操作性を向上できる。
【００４７】
　［他の実施形態］
　以上、本発明に係る実施形態について具体例を用いて詳述したが、本発明は、例えば、
システム、装置、方法、プログラム若しくは記憶媒体（記録媒体）等としての実施態様を
とることが可能である。具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用しても良
いし、また、一つの機器からなる装置に適用しても良い。
【００４８】
　また、本発明の目的は、図示の機能ブロック及び動作において、いずれの部分をハード
ウェア回路により実現し、或いはコンピュータを用いたソフトウェア処理によって実現し
ても達成されることは言うまでもない。
【００４９】
　尚、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、シス
テムあるいは装置に直接あるいは遠隔から供給することによって達成される場合も含む。
その場合、システム等のコンピュータが該プログラムコードを読み出して実行することに
なる。
【００５０】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００５１】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、OSに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００５２】
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　プログラムを供給するための記録媒体（記憶媒体）としては、例えば、フレキシブルデ
ィスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク等がある。その他にも、MO、CD-R
OM、CD-R、CD-RW、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、DVD(DVD-ROM、DVD-R)等
がある。
【００５３】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムそのものをダウンロードすることもできる。また圧縮され自動インストール機能
を含むファイルをハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給で
きる。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し
、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可
能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイ
ルを複数のユーザに対してダウンロードさせるWWWサーバも、本発明に含まれるものであ
る。
【００５４】
　また、本発明のプログラムを暗号化してCD-ROM等の記憶媒体に格納してユーザに配布し
、所定の条件をクリアしたユーザが、インターネットを介してホームページから暗号化を
解く鍵情報をダウンロードすることもできる。この場合、ダウンロードした鍵情報を使用
することにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実
現する。
【００５５】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるOS等が、実際の処理の一部又は全部を行うことによっても実現され得る。
【００５６】
　更に、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボ
ードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットのメモリに書き込まれた後、該ボード
等のCPU等が実際の処理の一部又は全部を行うことによっても実現される。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】デジタルカメラと外部記録装置とが接続された構成を示す図である。
【図２】本発明に係る実施形態のコンテンツ管理システムを示す図である。
【図３】本実施形態のデジタルカメラの内部構成を示すブロック図である。
【図４】デジタルカメラによるコンテンツリスト生成処理を示すフローチャートである。
【図５】本実施形態の管理ファイルリストを例示する図である。
【図６】本実施形態のコンテンツリストを例示する図である。
【図７】ＰＣがデジタルカメラに格納されたコンテンツを取得する際のシーケンスを示す
図である。
【符号の説明】
【００５８】
２０１　デジタルカメラ
２０２，２０３　メモリカード
２０４　ハードディスク
２０５　ハブ
２０６　ＰＣ
３０１　メイン制御部
３０２　撮像部
３０３　コンテンツ管理部
３０４　表示制御部
３０５　記録再生部
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【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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