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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像の静止画像及び動画像を撮影する撮像手段と、
　上記静止画像を第１の圧縮符号化方法で圧縮符号化し圧縮符号化された静止画像データ
を形成するとともに、圧縮符号化された静止画像データを伸長する静止画像変換手段と、
　上記動画像を上記第１の圧縮符号化方法とは異なる第２の圧縮符号化方法で圧縮符号化
し圧縮符号化された動画像データを形成するとともに、圧縮符号化された動画像データを
伸長する動画像変換手段と、
　上記静止画像変換手段により形成された圧縮符号化された静止画像データ及び上記動画
像変換手段により形成された圧縮符号化された動画像データが保存される第１の記憶手段
と、
　プリンタと接続するためのインターフェースと、
　上記第１の記憶手段に記憶されている動画像データの中の印刷すべきフレームを指定す
る指定手段と、
　上記指定手段により指定された印刷すべきフレームの位置情報を保存するとともに、上
記第１の記憶手段から読み出した圧縮符号化された動画像データを上記動画像変換手段に
より伸長した動画像データの中から、上記位置情報により特定されるフレームを選択する
ことにより形成した静止画像データを保存する第２の記憶手段とを備え、
　上記第２の記憶手段に保存された上記静止画像データを上記静止画像変換手段により上
記第１の圧縮符号化方法で圧縮符号化して上記インターフェースを介して上記プリンタに
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送るようにした撮像装置。
【請求項２】
　上記フレームの位置情報は、動画ファイル特定情報と、選択フレーム位置情報である請
求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　上記動画ファイル特定情報はファイル名であり、上記選択フレーム位置情報は、先頭か
らのフレーム番号あるいはバイト位置である請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　上記印刷すべきフレームを複数枚指定できるようにした請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　上記印刷すべきフレームは、本体に備えられた表示部の再生画面を見ながらユーザが指
定するようにした請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　上記印刷すべきフレームは、指定時間間隔毎に指定されるようにした請求項１に記載の
撮像装置。
【請求項７】
　上記印刷すべきフレームは、シーンの切り替わりのフレームで指定されるようにした請
求項１に記載の撮像装置。
【請求項８】
　上記第１の記憶手段に記憶されている動画像データを印刷する際に、画像の印刷形式を
指定できるようにした請求項１に記載の撮像装置。
【請求項９】
　上記印刷形式は、フレーム毎の印刷形式である請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　上記印刷形式は、インデックス画像形式である請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　被写体像の静止画像及び動画像を撮影し、上記静止画像を第１の圧縮符号化方法で圧縮
符号化し圧縮符号化された静止画像データ及び上記第１の圧縮符号化方法とは異なる第２
の圧縮符号化方法で圧縮符号化し圧縮符号化された動画像データを形成するとともに、圧
縮符号化された静止画像データ及び動画像データを伸長し、圧縮符号化された静止画像デ
ータ及び動画像データを第１の記憶手段に記憶させ、インターフェースを介してプリンタ
と接続し、上記第１の記憶手段に記憶されている動画像データ中の印刷すべきフレームを
指定し、上記指定された印刷すべきフレームの位置情報を保存し、当該位置情報に基づい
て上記第１の記憶手段から圧縮符号化された動画像データを読み出して伸張し、当該動画
像データの中から上記位置情報により特定されるフレームを選択して静止画像データを形
成し、当該静止画像データを上記第２の記憶手段に保存し、上記保存された静止画像デー
タを第１の圧縮符号化方法で圧縮符号化して上記インターフェースを介して上記プリンタ
に送るようにした撮像装置の印刷方法。
【請求項１２】
　上記フレームの位置情報は、動画ファイル特定情報と、選択フレーム位置情報である請
求項１１に記載の撮像装置の印刷方法。
【請求項１３】
　上記動画ファイル特定情報はファイル名であり、上記選択フレーム位置情報は、先頭か
らのフレーム番号あるいはバイト位置である請求項１２に記載の撮像装置の印刷方法。
【請求項１４】
　上記印刷すべきフレームを複数枚指定できるようにした請求項１１に記載の撮像装置の
印刷方法。
【請求項１５】
　上記印刷すべきフレームは、本体に備えられた表示部の再生画面を見ながらユーザが指
定するようにした請求項１１に記載の撮像装置の印刷方法。
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【請求項１６】
　上記印刷すべきフレームは、指定時間間隔毎に指定されるようにした請求項１１に記載
の撮像装置の印刷方法。
【請求項１７】
　上記印刷すべきフレームは、シーンの切り替わりのフレームで指定されるようにした請
求項１１に記載の撮像装置の印刷方法。
【請求項１８】
　上記第１の記憶手段に記憶されている動画データを印刷する際に、画像の印刷形式を指
定できるようにした請求項１１に記載の撮像装置の印刷方法。
【請求項１９】
　上記印刷形式は、フレーム毎の印刷形式である請求項１８に記載の撮像装置の印刷方法
。
【請求項２０】
　上記印刷形式は、インデックス画像形式である請求項１８に記載の撮像装置の印刷方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、静止画が撮影できると共に動画が撮影できる撮像装置に関するもので、特
に、撮像装置とプリンタとを直接接続し、撮像装置で撮影した画像をプリンタで直接印刷
できるようにしたものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ディジタルカメラでは、ＣＣＤ(Charge Coupled Device)等の撮像素子で撮影された画像
がメモリスティック（登録商標）等の着脱自在の不揮発性メモリに保存される。不揮発性
メモリに保存される画像は、通常、ＪＰＥＧ(Joint Photographic Experts Group)等の圧
縮方式を用いて圧縮される。また、最近では、ディジタルカメラの高機能化が進み、静止
画撮影が行えると共に、動画も撮影できるものが登場している。動画撮影が行えるディジ
タルカメラでは、撮影された動画は、例えば、ＭＰＥＧ(Moving Picture Coding Experts
 Group)方式で圧縮され、ＭＰＥＧのファイル形式で、不揮発性メモリに保存される。
【０００３】
このように、近年、ディジタルカメラの高機能化が進み、静止画ばかりでなく、動画撮影
が行えるものがある。このようなディジタルカメラにおいては、撮影した動画像の中から
特定のフレームの画像を取り出して、プリンタでプリントアウトして楽しみたいという要
望がある。ディジタルカメラで撮影した動画像の特定フレームを印刷する場合、従来、以
下のような２つの方法が知られている。
【０００４】
（１）不揮発性メモリに保存された動画をパーソナルコンピュータに転送し、動画をプリ
ンタが接続されたパーソナルコンピュータシステムに移し、そのシステム上で再生しなが
ら印刷したいフレームを選択し、パーソナルコンピュータに接続されたプリンタで印刷す
る。
【０００５】
なお、プリンタ自体で印刷フレームを選択し、印刷するものとして、特許文献１に示され
るものが提案されている。
【０００６】
（２）動画を撮影したシステム（例えば、ディジタルカメラ）のモニタ上で印刷フレーム
を選択し、選択したフレーム情報を印刷情報として、不揮発性メモリに別ファイルとして
保存する。続いて、この不揮発性メモリをプリンタに挿入し、印刷する。
【０００７】
この方法を用いたものとして、特許文献２及び特許文献３に示すものが提案されている。
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【０００８】
また、動画のダイレクトプリントに関しては、特許文献４において、ＩＥＥＥ(Institute
 of Electrical and Electronics Engineers)１３９４を用いてディジタルビデオの映像
を印刷する方法が提案されている。
【０００９】
【特許文献１】
特開２００１－７８１２７号公報
【特許文献２】
特開２００１－２５１５７３号公報
【特許文献３】
特開２０００－３３３１２３号公報
【特許文献４】
特開２００１－３２８３１４号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、不揮発性メモリに保存された動画をパーソナルコンピュータに転送し、パ
ーソナルコンピュータに繋がれたプリンタで印刷するものや、動画を撮影したシステムの
モニタ上で印刷フレームを選択し、選択したフレーム情報を印刷情報として不揮発性メモ
リに別ファイルとして保存し、この不揮発性メモリをプリンタに挿入して印刷するもので
は、撮影した画像を撮像装置から別システムへ画像データを持ち出さなくてはならず、動
画の印刷が手軽に行えないという問題がある。また、これらの方法で印刷できる動画フレ
ームは、プリンタ側で伸長（デコード）できる特定の動画フォーマットに限定されている
。
【００１１】
そこで、ディジタルカメラとプリンタとを直接接続し、ディジタルカメラで撮影した動画
の所望のフレームを簡単にプリントアウトで楽しむことができるようにすることが望まれ
る。
【００１２】
なお、ディジタルカメラとプリンタとを直接接続し、撮影した動画のフレームを直接プリ
ンタで印刷できるようにしたものに関しては、特許文献４に示したものがあるが、特許文
献４では、ＩＥＥＥ１３９４を用いてディジタルビデオの映像を印刷する方法が提案され
ており、これは、特定のインターフェース、動画フォーマットでの使用にとどまっており
、汎用性に欠ける。
【００１３】
　したがって、この発明の目的は、撮像装置とプリンタとを直接繋ぎ、撮像装置で撮影し
た動画像の所望のフレームを簡単にプリントアウトできると共に、特定の画像フォーマッ
トやインターフェースに依存することがない撮像装置及び撮像装置の印刷方法を提供する
ことにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、被写体像の静止画像及び動画像を撮影する撮像手段と、
　静止画像を第１の圧縮符号化方法で圧縮符号化し圧縮符号化された静止画像データを形
成するとともに、圧縮符号化された静止画像データを伸長する静止画像変換手段と、
　動画像を第１の圧縮符号化方法とは異なる第２の圧縮符号化方法で圧縮符号化し圧縮符
号化された動画像データを形成するとともに、圧縮符号化された動画像データを伸長する
動画像変換手段と、
　静止画像変換手段により形成された圧縮符号化された静止画像データ及び動画像変換手
段により形成された圧縮符号化された動画像データが保存される第１の記憶手段と、
　プリンタと接続するためのインターフェースと、
　第１の記憶手段に記憶されている動画像データの中の印刷すべきフレームを指定する指
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定手段と、
　指定手段により指定された印刷すべきフレームの位置情報を保存するとともに、第１の
記憶手段から読み出した圧縮符号化された動画像データを動画像変換手段により伸長した
動画像データの中から、位置情報により特定されるフレームを選択することにより形成し
た静止画像データを保存する第２の記憶手段とを備え、
　第２の記憶手段に保存された静止画像データを静止画像変換手段により第１の圧縮符号
化方法で圧縮符号化してインターフェースを介してプリンタに送るようにした撮像装置で
ある。
【００１５】
　この発明は、被写体像の静止画像及び動画像を撮影し、静止画像を第１の圧縮符号化方
法で圧縮符号化し圧縮符号化された静止画像データ及び第１の圧縮符号化方法とは異なる
第２の圧縮符号化方法で圧縮符号化し圧縮符号化された動画像データを形成するとともに
、圧縮符号化された静止画像データ及び動画像データを伸長し、圧縮符号化された静止画
像データ及び動画像データを第１の記憶手段に記憶させ、インターフェースを介してプリ
ンタと接続し、第１の記憶手段に記憶されている動画像データ中の印刷すべきフレームを
指定し、指定された印刷すべきフレームの位置情報を保存し、当該位置情報に基づいて第
１の記憶手段から圧縮符号化された動画像データを読み出して伸張し、動画像データの中
から位置情報により特定されるフレームを選択して静止画像データを形成し、静止画像デ
ータを第２の記憶手段に保存し、保存された静止画像データを第１の圧縮符号化方法で圧
縮符号化してインターフェースを介してプリンタに送るようにした撮像装置の印刷方法で
ある。
【００１６】
この発明では、ディジタルカメラとプリンタとを直接繋ぎ、パーソナルコンピュータを使
わずに、ディジタルカメラで撮影した画像を印刷することができる。そして、ディジタル
カメラで撮影された動画の中から、所望の印刷フレームの画像を指定し、この印刷フレー
ムの画像の静止画を作成して、プリンタに送る機能を有している。このため、静止画ばか
りでなく、動画の中の所望のフレームの印刷を行うことができる。動画の中から印刷フレ
ームの画像の静止画を作成してプリンタに送っているので、プリンタは静止画の印刷処理
と同様の処理で印刷が行え、動画フォーマットを意識することなく、印刷が行える。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、この発明が適用
されたディジタルカメラの構成を示すものである。図１において、ＣＰＵ(Central Proce
ssing Unit)１は、ディジタルカメラ全体の制御を行っている。ＣＰＵ１に対して入力キ
ー２が設けられる。入力キー２はユーザからの入力を受け付けるもので、シャッターキー
や動作モードの設定を行うためのキーを含んでいる。ＣＰＵ１は、バス３に接続される。
【００１８】
バス３には、ＲＯＭ(Read Only Memory)４、ＲＡＭ(Random Access Memory)５が接続され
る。ＲＯＭ４には制御プログラムが格納されている。ＲＡＭ５は、作業領域として用いら
れる。
【００１９】
カメラブロック６は、レンズ部、撮像素子、アイリス、ＤＳＰ(Digital Signal Processo
r)等から構成される。レンズ部は、被写体像光を撮像素子の受光面に結像させる。小型、
軽量化を図ったカメラでは、レンズ部として単焦点のものが用いられる。一般的なもので
は、レンズ部にオートフォーカス機構が備えられている。また、レンズ部には、光学ズー
ム機構が備えられたものもある。撮像素子は、その受光面に結像された被写体像光を光電
変換する。撮像素子としては、ＣＣＤ(Charge Coupled Device)　撮像素子や、ＣＭＯＳ(
Complementary MOS)撮像素子が用いられる。撮像素子の前面には、色フィルタが配列され
ている。色フィルタの配列の構成としては、Ｒ（赤）、Ｇ（碧）、Ｂ（青）の原色系フィ
ルタを用いる場合と、Ｃｙ（シアン）、Ｍｇ（マゼンタ）、Ｙｅ（黄色）の補色系フィル
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タを用いる場合とがある。この発明では、どのような構成のカメラブロックを用いても良
い。撮像素子の出力はＤＳＰに供給され、ＤＳＰによりその受光面に結像された被写体像
光に基づく３原色のカラー画像信号が形成される。このカラー画像信号は、Ａ／Ｄコンバ
ータによりディジタル化され、バス３介して、各部に送られる。
【００２０】
解像度コンバータ７は、画像の解像度を変換するものであり、バス３に接続される。解像
度コンバータ７は、カメラブロック６からの画像データ又は記録媒体に記録されていた画
像データの解像度を、指定された解像度に変換する。また、印刷処理を行う場合には、保
存された画像データの解像度がプリントアウトする画像の大きさや画質に応じて変換され
る。また、サムネイル画像を作成する場合には、解像度コンバータ７で、サムネイル画像
が形成される。
【００２１】
ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧコンバータ８は、カメラブロック６からの画像データを圧縮符号化（
エンコード）し、また、圧縮符号化された画像データを伸長（デコード）する処理を行う
ハードウェアであり、バス３に接続される。静止画の画像データの圧縮方式としては、例
えば、ＪＰＥＧが用いられる。また、ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧコンバータ８は、静止画処理ば
かりでなく、動画処理を行える。動画処理の場合には、動画の圧縮方式として、ＭＰＥＧ
が用いられる。勿論、静止画や動画の圧縮方式は、ＪＰＥＧ方式やＭＰＥＧ方式に限定さ
れるものではない。
【００２２】
ＬＣＤ(Liquid Crystal Display)ディスプレイ１０は、撮影時には電子ビューファインダ
等として利用される。また、ＬＣＤディスプレイ１０は、再生時には、撮影した画像をモ
ニタするのに使用される。ＬＣＤディスプレイ１０は、ＬＣＤコントローラ９を介して、
バス３に接続される。また、このＬＣＤディスプレイ１０には、各種の設定状態や動作状
態が表示される。
【００２３】
リムーバブルメモリ１２は、撮影した画像を保存するのに用いられる。リムーバブルメモ
リ１２は、メモリコントローラ１１を介して装着される。メモリコントローラ１１は、バ
ス３に接続される。リムーバブルメモリ１２は、フラッシュメモリを使ったカード型ある
いはスティック状の着脱自在の不揮発性メモリである。このような着脱自在のフラッシュ
メモリとしては、メモリスティック（登録商標）、ＳＤメモリカード（登録商標）、マル
チメディアカード（登録商標）、コンパクトフラッシュ（登録商標）、スマートメディア
（登録商標）等が知られている。リムーバブルメモリ１２としては、どのようなメモリを
用いても良い。また、リムーバブルメモリ１２として、磁気ディスクを用いたものや、光
ディスクあるいは光磁気ディスクを用いても良い。また、着脱自在のリムーバブルメモリ
１２を用いずに、カメラに内蔵されたフラッシュメモリに、撮影した画像を保存させるよ
うにしても良い。
【００２４】
インターフェース１３は、カメラと各種の外部機器とを接続するのに使用される。インタ
ーフェース１３は、例えば、パーソナルコンピュータと接続して、カメラで撮影した画像
をパーソナルコンピュータに転送するのに使用される。また、インターフェース１３は、
プリンタに接続して、カメラで撮影した画像をプリンタにより直接プリントアウトするの
に使用される。インターフェース１３としては、例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus
）が用いられる。ＵＳＢは、周辺装置を接続するためのシリアルバスである。インターフ
ェース１３としては、ＵＳＢに限られるものではなく、ＩＥＥＥ１３９４やＵＡＲＴ（Un
iversal Asynchronous Receiver-Transmitter）を用いても良い。また、このような有線
のインターフェースばかりでなく、BlueTooth のようなワイヤレスな接続手段を用いても
良い。BlueToothは、２．４ＧＨｚ帯を使い、周波数ホッピングを利用した無線ネットワ
ークである。また、ＩｒＤＡ(Infrared Data Association)を使って、赤外線でデータを
伝送するようにしても良い。
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【００２５】
撮影時には、カメラブロック６のレンズが被写体の方向に向けられる。この被写体像光は
、カメラブロック６の撮像素子で光電変換され、ディジタル化される。カメラブロック６
からの画像データは、解像度コンバータ７に送られ、ＬＣＤディスプレイ１０の画素数に
応じて解像度が変換され、ＲＡＭ５のファインダ領域に保持される。このＲＡＭ５のファ
インダ領域の画像データは、１／３０秒周期でＬＣＤディスプレイ１０に送られる。ＬＣ
Ｄディスプレイ１０には撮影中の画面が映し出され、ＬＣＤディスプレイ１０が電子ビュ
ーファインダとなる。
【００２６】
静止画撮影時には、ユーザは、静止画モードに設定し、ＬＣＤディスプレイ１０を電子ビ
ューファインダとして見ながら、カメラの方向をセットし、撮影する画像が決まると、シ
ャッターキーを押す。シャッターキーは、入力キー２中に含まれている。シャッターキー
が押されると、そのときのカメラブロック６の画像データがビットマップの画像データで
取り込まれる。このビットマップの画像データは、解像度コンバータ７により所望の解像
度に変換され、ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧコンバータ８により、例えばＪＰＥＧ方式で圧縮され
、リムーバブルメモリ１２にＪＰＥＧファイルとして保存される。又は、所望の解像度に
変換された画像データは、ビットマップデータのまま、リムーバブルメモリ１２にビット
マップファイルとして保存される。
【００２７】
静止画再生時には、リムーバブルメモリ１２から、所望の画像データが読み出される。リ
ムーバブルメモリ１２に保存されている画像データが例えばＪＰＥＧ方式で圧縮されてい
る場合には、リムーバブルメモリ１２から読み出された画像データは、ＪＰＥＧ／ＭＰＥ
Ｇコンバータ８に送られ、ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧコンバータ８で、元のビットマップ画像に
戻される。この画像データは、解像度コンバータ７に送られ、ＬＣＤディスプレイ１０の
画素数に応じて解像度が変換される。リムーバブルメモリ１２に保存されている画像デー
タがビットマップデータの場合には、リムーバブルメモリ１２に保存されていた画像デー
タは、解像度コンバータ７に送られ、ＬＣＤディスプレイ１０の画素数に応じて解像度が
変換される。そして、この画像データは、ＲＡＭ５のファインダ領域に保持される。この
ＲＡＭ５のファインダ領域の画像データがＬＣＤディスプレイ１０に送られ、リムーバブ
ルメモリ１２から読み出された画像がＬＣＤディスプレイ１０に映し出される。
【００２８】
動画撮影時には、ユーザは、動画モードに設定し、ＬＣＤディスプレイ１０を電子ビュー
ファインダとして見ながら、カメラの方向をセットする。シャッターキーを押すと、動画
の記録が開始され、もう一度シャッターキーを押すと、動画の記録が終了される。動画の
記録では、カメラブロック６の画像データがビットマップの画像データで取り込まれ、こ
のビットマップの画像データは、ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧコンバータ８により、例えばＭＰＥ
Ｇ方式で圧縮され、リムーバブルメモリ１２にＭＰＥＧファイルとして保存される。
【００２９】
動画再生時には、リムーバブルメモリ１２から、ＭＰＥＧ方式で圧縮された所望の動画デ
ータが読み出される。リムーバブルメモリ１２に保存されている動画データは、ＪＰＥＧ
／ＭＰＥＧコンバータ８に送られ、ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧコンバータ８で、デコードされる
。この画像データはＬＣＤディスプレイ１０に送られ、リムーバブルメモリ１２から読み
出された動画がＬＣＤディスプレイ１０に映し出される。
【００３０】
更に、この発明が適用されたディジタルカメラでは、インターフェース１３にプリンタを
繋ぎ、リムーバブルメモリ１２に保存されている画像をプリンタに直接プリントアウトす
ることができる。
【００３１】
すなわち、図２に示すように、この発明が適用されたディジタルカメラ２１とプリンタ２
２とが例えばＵＳＢのケーブルを使って接続される。プリンタ２２としては、どのような
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方式のプリンタを用いても良い。ディジタルカメラ２１とプリンタ２２とを接続し、印刷
モードに設定して、所望の画像を指定すると、ディジタルカメラ２１側からプリンタ２２
に、プリント命令とそのオプション、更に指定された画像の画像データが送信される。こ
れに基づいて、プリンタ２２で画像がプリントアウトされる。
【００３２】
そして、この発明が適用されたディジタルカメラでは、ディジタルカメラ２１とプリンタ
２２とを繋ぐと、静止画の印刷ばかりでなく、動画の中から所望のフレームの画像を取り
出して、印刷を行うことができる。
【００３３】
動画の中の所望のフレームの印刷を行う場合には、ユーザは、所望の動画を選択し、その
動画の再生を行う。動画再生時には、リムーバブルメモリ１２から、ＭＰＥＧ方式で圧縮
された所望の動画データが読み出され、この動画データは、ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧコンバー
タ８でデコードされ、ＬＣＤディスプレイ１０に映し出される。ユーザは、ディジタルカ
メラのＬＣＤディスプレイ１０上で動画を再生しながら、一時停止、早送り、巻き戻し、
コマ送り、コマ戻しなどの操作を行い、印刷したいフレームを選択する。
【００３４】
ユーザが印刷フレームを特定すると、ＲＡＭ５上に、所望のフレーム位置が保存される。
フレーム位置を特定するために、動画ファイル特定情報と、選択フレーム位置情報の次の
２つの情報が必要である。
【００３５】
動画ファイル特定情報は、複数の動画ファイルから特定の動画ファイルを識別する固有な
データであり、通常はファイル名である。選択フレーム位置情報は、動画ファイル内のど
のフレームを印刷するかを特定する情報であり、先頭からのフレーム番号、あるいはバイ
ト位置である。
【００３６】
なお、ユーザが選択できるフレーム数は１枚に限定しない。ユーザは複数のフレームを複
数の動画ファイルから選択できる。
【００３７】
１枚の印刷フレームの選択が終了すると、例えば「更に選択？」の文字がＬＣＤディスプ
レイ１０に表示される。ここで、ユーザが「Ｙｅｓ」を選択すると、同様の処理により、
次に印刷フレームが選択できる。このようにして、ユーザは複数の印刷フレームを選択す
ることができる。「更に選択？」の表示に対して、「Ｎｏ」を選択すると、これで、印刷
フレームの選択が終了される。
【００３８】
なお、ユーザが実際に動画を見ながら、印刷フレームを１枚１枚選択する方法以外に、印
刷フレームを自動的に選択する次の方法が考えられる。
【００３９】
・シーンの変わり目を自動検出して印刷フレームとして選択する。
・印刷フレームとして、特定時間間隔のフレームを選択する（例：１時間毎のフレーム）
。
【００４０】
シーンの変わり目は、例えば、各フレームの相関を検出することで判断できる。各フレー
ムの相関が小さくなったら、シーンの変わり目と判断できる。
【００４１】
印刷フレームが選択されたら、ユーザは、印刷形式の指定を行う。印刷形式としては、例
えば、各フレーム毎の印刷、複数のサムネイル画像を配列したインデックス形式での印刷
等がある。これは、静止画の印刷で選択できる形式と同等である。
【００４２】
印刷形式が指定されると、印刷実行が行われる。印刷実行では、リムーバブルメモリ１２
に保存されている動画データの中から、印刷フレームとして選択されたフレームを含む動
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画データが読み出される。この動画データがＪＰＥＧ／ＭＰＥＧコンバータ８に送られ、
ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧコンバータ８でデコードされる。そして、この動画データの中から、
印刷フレームとして選択されたフレームのデータが取り出される。
【００４３】
このとき、フレーム位置情報からフレームのバイト位置を読み出し、ファイル内のシーク
を行うことにより、フレームを特定する。この印刷フレームの画像データから静止画が作
成され、この印刷フレームに相当する静止画データがＲＡＭ５のプリント領域に展開され
る。複数の印刷フレームが選択されている場合には、同様の処理が繰り返され、複数の印
刷フレームに相当する静止画データがＲＡＭ５のプリント領域に展開される。
【００４４】
また、インデックス画像データをプリントアウトする場合には、解像度コンバータ７でイ
ンデックス画像が形成され、このインデックス画像データがＲＡＭ５のプリント領域に展
開される。
【００４５】
そして、ディジタルカメラ２１からプリンタ２２に印刷命令が送られ、ＲＡＭ５に展開さ
れた印刷フレームに相当する静止画の画像データがプリンタ２２に送られる。プリンタ２
２では、ディジタルカメラ２１から送られてきた画像データが印刷される。
【００４６】
このように、この発明の実施の形態では、ディジタルカメラ２１とプリンタ２２とを直接
繋ぎ、パーソナルコンピュータを使わずに、ディジタルカメラ２１で撮影した画像を印刷
することができる。そして、ディジタルカメラで撮影された動画の中から、所望の印刷フ
レームの画像を指定し、この印刷フレームの画像の静止画を作成して、プリンタに送る機
能を有している。このため、静止画ばかりでなく、動画の中の所望のフレームの印刷を行
うことができる。動画の中から印刷フレームの画像の静止画を作成してプリンタに送って
いるので、プリンタは静止画の印刷処理と同様の処理で印刷が行え、動画フォーマットを
意識することなく、印刷が行える。
【００４７】
図３は、印刷フレームの選択処理を示すフローチャートである。図３において、動画フレ
ームの選択が行われる（ステップＳ１）。動画フレームの選択では、ユーザがディジタル
カメラのＬＣＤディスプレイ１０の画面上で動画を再生しながら、一時停止、早送り、巻
き戻し、コマ送り、コマ戻しなどの操作を行い、印刷したいフレームを選択する。
【００４８】
ユーザが印刷フレームを特定すると、ＲＡＭ５上に、フレーム位置情報が保存される（ス
テップＳ２）。フレーム位置情報は、選択されたフレーム位置を特定するための情報で、
動画ファイル特定情報（例えばファイル名）と、選択フレーム位置情報（例えば先頭から
のフレーム番号、あるいはバイト位置）である。
【００４９】
印刷フレームが特定されたら、更に、印刷フレームを選択するかどうかが判断される（ス
テップＳ３）。更に印刷フレームを選択する場合には、ステップＳ１にリターンされ、印
刷フレームを特定するたの処理が繰り返される。
【００５０】
ステップＳ３で、印刷フレームの選択が終了したと判断されたら、印刷形式が指定される
（ステップＳ４）。印刷形式は、例えば、フレーム画像の形式、インデックス画像の形式
が指定できる。
【００５１】
印刷形式が指定されたら、印刷が実行される（ステップＳ５）。印刷の実行で、動画フレ
ームから静止画が作成され、この静止画がＲＡＭ５上に展開される（ステップＳ６）。こ
の静止画がプリンタに送られる（ステップＳ７）。これにより、プリンタで、動画フレー
ムから作成された静止画がプリントアウトされる。
【００５２】
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選択枚数の印刷が完了されたかどうかが判断され（ステップＳ８）、選択枚数の印刷が完
了していなければ、ステップＳ６にリターンされ、動画フレームから作成された静止画の
印刷が続けられる。選択枚数の印刷が完了したら、それで処理は終了される。
【００５３】
図４は、ステップＳ５の印刷実行処理を示すフローチャートである。図４において、動画
フレームの印刷を実行する際には、ステップＳ２で保存されたフレーム位置情報が読み込
まれる（ステップＳ１１）。このフレーム位置情報は、動画ファイル特定情報（例えばフ
ァイル名）と、選択フレーム位置情報（例えば先頭からのフレーム番号、あるいはバイト
位置）である。
【００５４】
動画ファイル特定情報（例えばファイル名）からファイルが特定され、そのファイルがオ
ープンされる（ステップＳ１２）。そして、選択フレーム位置情報（例えば先頭からのフ
レーム番号、あるいはバイト位置）により、フレームが特定される（ステップＳ１３）。
【００５５】
ステップＳ１２でオープンされた動画ファイルがデコードされ（ステップＳ１４）、その
動画ファイルから、ステップＳ１１で指定された位置の静止画ファイルがビットマップデ
ータでＲＡＭ５に取り込まれる（ステップＳ１５）。
【００５６】
なお、プリンタが、特定の圧縮形式（例えば ＪＰＥＧ）の入力形式のみを受け付けるな
らば、ＲＡＭ５に展開されたビットマップの画像を、ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧコンバータ８で
特定の圧縮形式（例えばＪＰＥＧ）へエンコードする作業が必要である。その場合には、
ステップＳ１５の後に、必要に応じて、ビットマップ画像を例えばＪＰＥＧ方式にエンコ
ードする処理が行われる。
【００５７】
以上説明したように、この発明の実施の形態では、 メディアの移動をすることなく簡単
に動画フレームの印刷が可能となる。また、 プリンタが動画フォーマットを意識するこ
となく、静止画と同様の手法で動画の特定フレームを印刷可能となる。また、 ユーザが
動画を見ながら対象フレームを選択する以外に、一定時間間隔のフレーム、シーン切り替
わりのフレームを自動で印刷する機能を持たせることにより、実用性が向上する。例えば
監視カメラのようなシステムでは、シーン切り替わりのフレームを自動検出して印刷する
機能を持たせることにより、変化の少ない動画像を見ながらのフレーム選択が不要になる
。また、天体撮影を行った場合には、一定時間間隔のフレームの印刷が便利であると考え
られる。
【００５８】
この発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない
範囲内で様々な変形や応用が可能である。
【００５９】
【発明の効果】
この発明によれば、 ディジタルカメラとプリンタとを直接繋ぎ、パーソナルコンピュー
タを使わずに、ディジタルカメラで撮影した画像を印刷することができる。そして、ディ
ジタルカメラで撮影された動画の中から、所望の印刷フレームの画像を指定し、この印刷
フレームの画像の静止画を作成して、プリンタに送る機能を有している。このため、静止
画ばかりでなく、動画の中の所望のフレームの印刷を行うことができる。動画の中から印
刷フレームの画像の静止画を作成してプリンタに送っているので、プリンタは静止画の印
刷処理と同様の処理で印刷が行え、動画フォーマットを意識することなく、印刷が行える
。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明が適用されたディジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図２】ディジタルカメラとプリンタとの接続を示すブロック図である。
【図３】この発明が適用されたディジタルカメラの説明に用いるフローチャートである。
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【図４】この発明が適用されたディジタルカメラの説明に用いるフローチャートである。
【符号の説明】
１・・・ＣＰＵ、５・・・ＲＡＭ、６・・・カメラブロック、７・・・解像度コンバータ
、１０・・・ＬＣＤディスプレイ、１２・・・リムーバブルメモリ、１３・・・インター
フェース、２１・・・ディジタルカメラ、２２・・・プリンタ

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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