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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
データファイルの評価ランクの識別処理に使用可能な評価ランク情報を当該データファイ
ルに対して設定する評価ランク情報付加手段であって、第１の操作に応答して評価ランク
を上げるレーティング処理を実行し、前記第１の操作とは異なる第２の操作に応答して評
価ランクを下げるレーティング処理を実行し、レーティング処理の実行結果に応じた評価
ランク情報を前記データファイルに対して付加する前記評価ランク情報付加手段と、
　前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態で前記第１の操作が更に実行された場
合、又は、前記評価ランクが最下位の評価ランクにある状態で前記第２の操作が更に実行
された場合に、前記データファイルに対して前記評価ランクの識別処理とは異なる非レー
ティング処理を実行するための非レーティング処理情報を付加する処理情報付加手段と
　を備えたことを特徴とする情報付加装置。
【請求項２】
請求項１に記載の情報付加装置において、
　前記処理情報付加手段は、前記評価ランクが最下位の評価ランクにある状態で前記第２
の操作が実行された場合に、前記データファイルが削除候補ファイルであることを識別可
能とする削除候補指定情報を前記非レーティング処理情報として前記データファイルに付
加することを特徴とする情報付加装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の情報付加装置において、
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　前記処理情報付加手段は、前記評価ランクが最下位の評価ランクにある状態で前記第２
の操作が実行された場合に、前記データファイルが削除ファイルであることを識別可能と
する削除指定情報を前記非レーティング処理情報として前記データファイルに付加するこ
とを特徴とする情報付加装置。
【請求項４】
請求項２に記載の情報付加装置において、
　前記削除候補指定情報が付加された前記データファイルに対して第３の操作がさらに実
行された場合に、前記データファイルを削除することを特徴とする情報付加装置。
【請求項５】
請求項１～請求項４のうち何れか一項に記載の情報付加装置において、
　前記処理情報付加手段は、前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態で前記第１
の操作が実行された場合に、前記データファイルが保護対象ファイルであることを示すプ
ロテクト情報、又は、前記データファイルが外部機器に対する転送対象ファイルであるこ
とを示す転送情報を、前記非レーティング処理情報として前記データファイルに付加する
ことを特徴とする情報付加装置。
【請求項６】
請求項１～請求項４のうち何れか一項に記載の情報付加装置において、
　前記データファイルは画像ファイルであって、
　前記処理情報付加手段は、前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態で前記第１
の操作が実行された場合に、前記データファイルが印刷対象ファイルであることを示す印
刷情報を前記非レーティング処理情報として前記データファイルに付加することを特徴と
する情報付加装置。
【請求項７】
請求項１～請求項６のうち何れか一項に記載の情報付加装置において、
　前記第１の操作及び前記第２の操作を実行する際に回動操作される操作部材を更に備え
、
　前記第１の操作は、前記操作部材を第１の方向に回動する操作であり、
　前記第２の操作は、前記操作部材を第２の方向に回動する操作であることを特徴とする
情報付加装置。
【請求項８】
請求項１～請求項７のうち何れか一項に記載の情報付加装置において、
　前記評価ランクを示す評価ランク表示マーク及び前記非レーティング処理情報に対応す
る処理内容表示マークを表示可能な画面を有する表示手段を更に備え、
　前記表示手段は、前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態で前記第１の操作が
更に実行された場合、又は、前記評価ランクが最下位の評価ランクにある状態で前記第２
の操作が更に実行された場合に、前記評価ランク表示マークを前記画面から消去し、前記
処理内容表示マークを前記画面に表示することを特徴とする情報付加装置。
【請求項９】
請求項８に記載の情報付加装置において、
　前記評価ランクに応じて前記評価ランク表示マークの前記画面上における表示領域の大
きさを所定の方向に変化させると共に、前記評価ランク表示マークの表示領域に対して前
記所定の方向において隣接した位置に前記処理内容表示マークを表示させる表示制御手段
を更に備えたことを特徴とする情報付加装置。
【請求項１０】
請求項８または請求項９に記載の情報付加装置において、
　前記表示手段はタッチパネルであり、前記評価ランク情報付加手段及び前記処理情報付
加手段は、前記タッチパネルから供給される、当該タッチパネル上の指の動作に対応する
信号に従い、前記第１の操作および前記第２の操作を検出することを特徴とする情報付加
装置。
【請求項１１】
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請求項８～請求項１０のうち何れか一項に記載の情報付加装置において、
　前記表示手段は、前記評価ランク表示マーク及び前記処理内容表示マークを１段または
複数段で表示する付加情報表示部を表示することを特徴とする情報付加装置。
【請求項１２】
請求項１１に記載の情報付加装置において、
　前記付加情報表示部は、前記評価ランク表示マークと前記処理内容表示マークとを１段
表示することを特徴とする情報付加装置。
【請求項１３】
請求項１１に記載の情報付加装置において、
　前記付加情報表示部は、前記評価ランク表示マークと、複数の非レーティング処理内容
にそれぞれ対応する複数の処理内容表示マークとを表示可能な複数段を備えることを特徴
とする情報付加装置。
【請求項１４】
請求項１１に記載の情報付加装置において、
　前記付加情報表示部の複数段は、操作部材の操作に応答して、一段ずつ表示されること
を特徴とする情報付加装置。
【請求項１５】
請求項１３又は請求項１４に記載の情報付加装置において、
　前記付加情報表示部の複数段は、前記評価ランク表示マークを表示する第１段と、前記
複数の処理内容表示マークのうちの少なくとも一つを表示する第２段とを含むことを特徴
とする情報付加装置。
【請求項１６】
請求項１１に記載の情報付加装置において、
　前記付加情報表示部は、複数の非レーティング処理内容にそれぞれ対応する複数の処理
内容表示マークであって、印刷アイコン、保護アイコン及び転送アイコンを含む前記複数
の処理内容表示マークを表示可能であり、
　前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態から前記第１の操作が更に実行された
場合に、その第１の操作の操作量に応じて前記印刷アイコン、前記保護アイコン及び前記
転送アイコンの内の一つが選択されることを特徴とする情報付加装置。
【請求項１７】
請求項８乃至１６のうち何れか一項に記載の情報付加装置において、
　前記表示手段は、複数のデータファイルに各々対応した複数のデータファイルマークを
一覧表示可能であって、
　前記表示制御手段は、前記画面上に一覧表示された複数のデータファイルマークの中か
ら選択されたデータファイルマークに対応する評価ランク表示マーク又は前記処理内容表
示マークを前記画面上に表示させることを特徴とする情報付加装置。
【請求項１８】
請求項１７に記載の情報付加装置において、
　前記画面上において一覧表示された複数の前記データファイルマークの中から複数のデ
ータファイルを任意に選択する選択手段をさらに備え、
　前記評価ランク情報付加手段は、選択された複数のデータファイルに対して同一評価ラ
ンク情報を付加し、
　前記処理情報付加装置は、選択された複数のデータファイルに対して同一の非レーティ
ング処理情報を付加することを特徴とする情報付加装置。
【請求項１９】
請求項１～請求項１８のうち何れか一項に記載の情報付加装置において、
　前記処理情報付加手段は、前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態で前記第１
の操作が更に複数回に亘って実行された場合、又は、前記評価ランクが最下位の評価ラン
クにある状態で前記第２の操作が更に複数回に亘って実行された場合に、前記非レーティ
ング処理情報を前記データファイルに対して付加することを特徴とする情報付加装置。
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【請求項２０】
請求項１～請求項１９のうち何れか一項に記載の情報付加装置において、
　前記データファイルは画像ファイルであることを特徴とする情報付加装置。
【請求項２１】
画像を撮像する撮像手段と、
　請求項１～請求項２０のうち何れか一項に記載の情報付加装置と
　を備えたことを特徴とする電子カメラ。
【請求項２２】
データファイルの評価ランクを識別可能とする評価ランク情報、及び、前記評価ランクの
識別処理とは異なる非レーティング処理を実行するための非レーティング処理情報を前記
データファイルに付加可能に構成された情報付加装置によって実行される情報付加プログ
ラムにおいて、
　前記情報付加装置に、
　第１の操作に応答して評価ランクを上げるレーティング処理と、前記第１の操作とは異
なる第２の操作に応答して評価ランクを下げるレーティング処理と、レーティング処理の
実行結果に応じた評価ランク情報を前記データファイルに対して付加する処理とを含む評
価ランク情報付加ステップと、
　前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態で前記第１の操作が更に実行された場
合、又は、前記評価ランクが最下位の評価ランクにある状態で前記第２の操作が更に実行
された場合に、前記データファイルに対して前記非レーティング処理情報を付加する処理
情報付加ステップと
　を実行させることを特徴とする情報付加プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば画像ファイルなどのデータファイルに対して当該データファイルの評
価ランク情報を少なくとも含む複数の情報を付加可能な情報付加装置、そのような情報付
加装置を備える電子カメラ、及び情報付加プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、デジタルスチルカメラなどの電子カメラでは、背面側に設けられた液晶モニタ
の画面に撮像画像を表示可能になっている。近時は、撮像画像に対して当該撮像画像の評
価ランクとなるレーティング情報（評価ランク情報）を設定するレーティング機能を備え
た電子カメラが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３４０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ユーザは、複数の撮像画像に対するレーティング途中に、レーティング情報
を設定して保存管理するよりも寧ろ削除したい不要な撮像画像を見つけることが有り得る
。こうした場合、従来の電子カメラにおいては、画面表示をレーティング用から削除処理
用に切り替えさせた上で、その削除処理用の画面において撮像画像を順次に切り替え表示
させてレーティング途中で見つけた不要な撮像画像を探していた。そして、不要な撮像画
像を見つける度に、その不要の撮像画像をレーティングのときとは全く異なる操作部材の
操作を通じて削除していた。このように、従来の電子カメラでは、レーティング中に見つ
けた不要な撮像画像に対する削除処理が煩雑であった。
【０００５】
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　なお、こうした問題は、データファイルの評価ランク情報及び当該評価ランク情報に基
づいた評価ランクの識別処理とは異なる非レーティング処理（例えば転送処理や印刷処理
等）を実行するための非レーティング処理情報をデータファイルに対して付加する情報付
加装置において概ね共通したものとなっていた。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、データファイル
に対して当該データファイルの評価ランクを識別可能とする評価ランク情報及び当該評価
ランク情報に基づいた評価ランクの識別処理とは異なる非レーティング処理を実行するた
めの非レーティング処理情報を迅速且つ容易に付加することができる情報付加装置、電子
カメラ、及び情報付加プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面に従う情報付加装置は、データファイルの
評価ランクの識別処理に使用可能な評価ランク情報を当該データファイルに対して設定す
る評価ランク情報付加手段であって、第１の操作に応答して評価ランクを上げるレーティ
ング処理を実行し、前記第１の操作とは異なる第２の操作に応答して評価ランクを下げる
レーティング処理を実行し、レーティング処理の実行結果に応じた評価ランク情報を前記
データファイルに対して付加する前記評価ランク情報付加手段と、前記評価ランクが最上
位の評価ランクにある状態で前記第１の操作が更に実行された場合、又は、前記評価ラン
クが最下位の評価ランクにある状態で前記第２の操作が更に実行された場合に、前記デー
タファイルに対して前記評価ランクの識別処理とは異なる非レーティング処理を実行する
ための非レーティング処理情報を付加する非レーティング処理情報付加手段とを備えたこ
とを特徴とする。
【０００８】
　一例では、前記処理情報付加手段は、前記評価ランクが最下位の評価ランクにある状態
で前記第２の操作が実行された場合に、前記データファイルが削除候補ファイルであるこ
とを識別可能とする削除候補指定情報を前記非レーティング処理情報として前記データフ
ァイルに付加する。
【０００９】
　一例では、前記処理情報付加手段は、前記評価ランクが最下位の評価ランクにある状態
で前記第２の操作が実行された場合に、前記データファイルが削除ファイルであることを
識別可能とする削除指定情報を前記非レーティング処理情報として前記データファイルに
付加する。
【００１０】
　一例では、前記削除候補指定情報が付加された前記データファイルに対して第３の操作
がさらに実行された場合に、前記データファイルを削除する。
　一例では、前記処理情報付加手段は、前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態
で前記第１の操作が実行された場合に、前記データファイルが保護対象ファイルであるこ
とを示すプロテクト情報、又は、前記データファイルが外部機器に対する転送対象ファイ
ルであることを示す転送情報を、前記非レーティング処理情報として前記データファイル
に付加する。
【００１１】
　一例では、前記データファイルは画像ファイルであって、前記処理情報付加手段は、前
記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態で前記第１の操作が実行された場合に、前
記データファイルが印刷対象ファイルであることを示す印刷情報を前記非レーティング処
理情報として前記データファイルに付加する。
【００１２】
　一例では情報付加装置は、前記第１の操作及び前記第２の操作を実行する際に回動操作
される操作部材を更に備え、前記第１の操作は、前記操作部材を第１の方向に回動する操
作であり、前記第２の操作は、前記操作部材を第２の方向に回動する操作である。
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【００１３】
　一例では情報付加装置は、前記評価ランクを示す評価ランク表示マーク及び前記非レー
ティング処理情報に対応する処理内容表示マークを表示可能な画面を有する表示手段を更
に備え、前記表示手段は、前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態で前記第１の
操作が更に実行された場合、又は、前記評価ランクが最下位の評価ランクにある状態で前
記第２の操作が更に実行された場合に、前記評価ランク表示マークを前記画面から消去し
、前記処理内容表示マークを前記画面に表示する。
　一例では情報付加装置は、前記評価ランクに応じて前記評価ランク表示マークの前記画
面上における表示領域の大きさを所定の方向に変化させると共に、前記評価ランク表示マ
ークの表示領域に対して前記所定の方向において隣接した位置に前記処理内容表示マーク
を表示させる表示制御手段を更に備えた。
【００１４】
　一例では、前記表示手段はタッチパネルであり、前記評価ランク情報付加手段及び前記
処理情報付加手段は、前記タッチパネルから供給される、当該タッチパネル上の指の動作
に対応する信号に従い、前記第１の操作および前記第２の操作を検出する。
【００１５】
　一例では、前記表示手段は、前記評価ランク表示マーク及び前記処理内容表示マークを
１段または複数段で表示する付加情報表示部を表示する。
　一例では、前記付加情報表示部は、前記評価ランク表示マークと前記処理内容表示マー
クとを１段表示する。
【００１６】
　一例では、前記付加情報表示部は、前記評価ランク表示マークと、複数の非レーティン
グ処理内容にそれぞれ対応する複数の処理内容表示マークとを表示可能な複数段を備える
。
【００１７】
　一例では、前記付加情報表示部の複数段は、操作部材の操作に応答して、一段ずつ表示
される。
　一例では、前記付加情報表示部の複数段は、前記評価ランク表示マークを表示する第１
段と、前記複数の処理内容表示マークのうちの少なくとも一つを表示する第２段とを含む
。
【００１８】
　一例では、前記付加情報表示部は、複数の非レーティング処理内容にそれぞれ対応する
複数の処理内容表示マークであって、印刷アイコン、保護アイコン及び転送アイコンを含
む前記複数の処理内容表示マークを表示可能であり、前記評価ランクが最上位の評価ラン
クにある状態から前記第１の操作が更に実行された場合に、その第１の操作の操作量に応
じて前記印刷アイコン、前記保護アイコン及び前記転送アイコンの内の一つが選択される
。
【００１９】
　一例では、前記表示手段は、複数のデータファイルに各々対応した複数のデータファイ
ルマークを一覧表示可能であって、前記表示制御手段は、前記画面上に一覧表示された複
数のデータファイルマークの中から選択されたデータファイルマークに対応する評価ラン
ク表示マーク又は処理内容表示マークを前記画面上に表示させる。
【００２０】
　一例では情報付加装置は、前記画面上において一覧表示された複数の前記データファイ
ルマークの中から複数のデータファイルを任意に選択する選択手段をさらに備え、前記評
価ランク情報付加手段は、選択された複数のデータファイルに対して同一評価ランク情報
を付加し、前記処理情報付加装置は、選択された複数のデータファイルに対して同一の非
レーティング処理情報を付加する。
【００２１】
　一例では、前記処理情報付加手段は、前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態
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で前記第１の操作が更に複数回に亘って実行された場合、又は、前記評価ランクが最下位
の評価ランクにある状態で前記第２の操作が更に複数回に亘って実行された場合に、前記
非レーティング処理情報を前記データファイルに対して付加する。
【００２２】
　一例では、前記データファイルは画像ファイルである。
　本発明の他の側面は、画像を撮像する撮像手段と、上記構成の情報付加装置とを備えた
電子カメラを提供する。
【００２３】
　本発明の更に別の側面は、データファイルの評価ランクを識別可能とする評価ランク情
報、及び、前記評価ランクの識別処理とは異なる処理を実行するための非レーティング処
理情報を前記データファイルに付加可能に構成された情報付加装置によって実行される情
報付加プログラムを提供する。そのプログラムは、前記情報付加装置に、第１の操作に応
答して評価ランクを上げるレーティング処理と、前記第１の操作とは異なる第２の操作に
応答して評価ランクを下げるレーティング処理と、レーティング処理の実行結果に応じた
評価ランク情報を前記データファイルに対して付加する処理とを含む評価ランク情報付加
ステップと、前記評価ランクが最上位の評価ランクにある状態で前記第１の操作が更に実
行された場合、又は、前記評価ランクが最下位の評価ランクにある状態で前記第２の操作
が更に実行された場合に、前記データファイルに対して前記非レーティング処理情報を付
加する処理情報付加ステップとを実行させる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、データファイルに対して当該データファイルの評価ランクを識別可能
とする評価ランク情報及び当該評価ランク情報に基づいた評価ランクの識別処理とは異な
る非レーティング処理を実行するための非レーティング処理情報を迅速且つ容易に付加す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】デジタルカメラの背面図。
【図２】デジタルカメラの内部構成を示すブロック図。
【図３】再生モードでレーティング切り替えボタンが押された場合のモニタの画面表示内
容を示す説明図。
【図４】画像に対してレーティングが実行されている途中のモニタの画面表示内容を示す
説明図。
【図５】図４の画面表示状態で決定ボタンが押された場合のモニタの画面表示内容を示す
説明図。
【図６】画像に対して削除候補指定処理が実行されている途中のモニタの画面表示内容を
示す説明図。
【図７】図６の画面表示状態で決定ボタンが押された場合のモニタの画面表示内容を示す
説明図。
【図８】図５の画面表示状態でズームボタンが縮小方向に押された場合のモニタの画面表
示内容を示す説明図。
【図９】図８の画面表示状態でレーティング切り替えボタンが押された場合のモニタの画
面表示内容を示す説明図。
【図１０】サムネイル表示された画像に対してレーティングが実行されている途中のモニ
タの画面表示内容を示す説明図。
【図１１】図１０の画面表示状態で決定ボタンが押された場合のモニタの画面表示内容を
示す説明図。
【図１２】第１変形例におけるモニタの画面表示内容を示す説明図。
【図１３】第２変形例におけるモニタの画面表示内容を示す説明図。
【図１４】第３変形例におけるモニタの画面表示内容を示す説明図。
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【図１５】第４変形例におけるモニタの画面表示内容を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明を電子カメラの一種であるデジタルスチルカメラ（以下、「カメラ」とい
う。）及びそのカメラが備える情報付加装置並びにその情報付加装置に用いられる情報付
加プログラムに具体化した一実施形態を図１～図１１に基づいて説明する。
【００２７】
　図１に示すように、本実施形態のカメラ１１は略直方体形状をなすカメラ本体１２を有
している。カメラ本体１２の上面右端部寄り部分には、このカメラ１１で被写体を撮像す
る際に撮像者により押し下げ操作されるレリーズボタン１３が設けられている。カメラ本
体１２の上面においてレリーズボタン１３の左側には、カメラ１１を電源オン状態とする
際に撮像者により押し下げ操作される電源ボタン１４が設けられている。
【００２８】
　カメラ本体１２の後面側には、表示手段としての液晶表示モニタ（以下、「モニタ」と
略す。）１５における矩形状の画面１５ａがカメラ本体１２の後面側における右端側寄り
部分を除く略全域に亘るように設けられている。このモニタ１５の画面１５ａよりも右側
の領域には撮像者により操作される複数種類のボタンが設けられている。
【００２９】
　まず、モニタ１５の画面１５ａよりも右側の領域において上方寄りの位置には、ズーム
ボタン１６が設けられている。ズームボタン１６よりも下方となる位置には、レーティン
グ設定ダイヤル１７、レーティング切り替えボタン１７ａ、モード切り替えボタン１８、
セレクトボタン１９、決定ボタン２０、メニューボタン２１、及び、削除ボタン２２が設
けられている。ズームボタン１６は、撮影モードにおいて主として被写体を広角又は望遠
で撮像するときに押圧操作されると共に、再生モードにおいてモニタ１５の画面１５ａ上
における撮像画像（以下、「画像」と略すこともある。）３５（図３等参照）の表示内容
を拡大表示と縮小表示との間で切り替えるときに押圧操作される。
【００３０】
　レーティング切り替えボタン１７ａは、再生モードにおいてモニタ１５の画面１５ａを
、その時点で表示している撮像画像３５に対してレーティングを実行可能とさせるレーテ
ィング用画面（図３参照）と、通常の再生表示用画面との間で切り替える場合に押圧され
る。なお、レーティングは、ユーザが選択した撮像画像３５に対して当該撮像画像３５の
評価ランクを識別可能とするレーティング情報（評価ランク情報）を設定し、そのレーテ
ィング情報を当該撮像画像３５の画像ファイル（データファイル）に付加することをいう
。以下、「撮像画像３５の画像ファイルに情報を付加する」という文言は、「撮像画像３
５に対して情報を設定する」ということもある。モニタ１５の画面１５ａがレーティング
用画面に切り替えられた場合には、図３に示すように、その画面内の左隅に帯状の付加情
報表示部３６が重畳表示されるようになっている。
【００３１】
　レーティング設定ダイヤル１７は、モニタ１５の画面１５ａがレーティング用画面であ
る場合において、当該画面上の撮像画像３５に対してレーティングを実行する場合及びレ
ーティング以外の非レーティング処理である削除候補指定処理を実行する場合に回動操作
される。なお、本実施形態において、削除候補指定処理とは、レーティング中に撮像画像
３５の画像ファイルに対してレーティング情報とは異なる非レーティング処理情報、すな
わち、当該撮像画像３５が削除候補画像（削除候補ファイル）であることを識別可能とす
る削除候補指定情報を付加することをいう。
【００３２】
　レーティング設定ダイヤル１７は、撮像画像３５に対してレーティングを実行する場合
に、第１の操作として原点位置から第１の方向（図１では時計回り）に回動操作される。
その回動角度に応じてレーティングの処理対象となっている撮像画像３５に対するレーテ
ィング情報の設定値が変更できるように構成されている。撮像画像３５に対するレーティ
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ング中に削除候補指定処理を実行する場合、レーティング設定ダイヤル１７は、第２の操
作として原点位置から第２の方向（図１では反時計回り）に回動操作されるようになって
いる。本実施形態では、レーティング設定ダイヤル１７が原点位置から第２の方向に一定
角度（例えば９０度）だけ回動された場合に、画面１５ａ上に表示されている撮像画像３
５に対して削除候補指定情報が設定されるように構成されている。
【００３３】
　モード切り替えボタン１８は、主としてカメラ１１のモード状態を撮像モードと再生モ
ードとの間で切り替える場合に押圧操作される。セレクトボタン１９は、モニタ１５の画
面１５ａ上に複数のメニュー項目が表示されている場合にカーソル３９（図６～図９参照
）を移動させて所望する項目を指定するときに押圧操作される。決定ボタン２０は、モニ
タ１５の画面１５ａ上でカーソル３９により指定されている項目を処理対象に決定すると
きや、レーティングにおいて変更自在なレーティング情報の値を決定する場合に押圧操作
される。
【００３４】
　メニューボタン２１は、カメラ１１の機能設定をする場合等に使用するメニュー画面を
モニタ１５の画面１５ａ上に表示させる場合に押圧操作される。削除ボタン２２は、例え
ばモニタ１５の画面１５ａ上に表示されている撮像画像を削除処理する（具体的には、そ
の撮像画像の画像ファイルを記憶手段から消去する）場合に押圧操作される。
【００３５】
　次に、カメラ１１の内部構成を図２のブロック図に基づき説明する。
　図２に示すように、カメラ１１は、ズームレンズなどの複数のレンズからなるレンズ部
２３（図２では図面の簡略化のため１つのレンズのみ図示）と、レンズ部２３を通過した
被写体光をレンズ部２３の像空間側において結像させる撮像素子２４をカメラ本体１２内
に有している。撮像素子２４の出力端子には、ＡＦＥ（Analog Front End）２５と画像処
理回路２６が直列に接続されている。画像処理回路２６はデータバス２８を介してＭＰＵ
（Micro Processing Unit）２７に接続されている。
【００３６】
　ＭＰＵ２７には、カメラ１１の制御プログラムを記憶した不揮発性メモリ２９、バッフ
ァメモリとして機能するＲＡＭ３０、モニタ１５、及び記録媒体であるメモリカード３１
を挿脱可能なカードＩ／Ｆ（Inter-Face）３２がデータバス２８を介して接続されている
。ＭＰＵ２７は、不揮発性メモリ２９に記憶された画像処理プログラムを含む各種のプロ
グラムに基づきカメラ１１における各種の処理動作（例えば画像処理回路２６での画像処
理等）を統括的に制御する。データバス２８は、そうしたＭＰＵ２７の制御に伴う各種デ
ータの伝送路として機能する。さらに、ＭＰＵ２７には、各種のボタン１３，１４，１６
～２２がデータ通信可能に接続されている。例えば、ＭＰＵ２７は、レーティング設定ダ
イヤル１７から供給される信号に従い、レーティング設定ダイヤル１７の回動方向及び回
動角度を検出することができる。ＭＰＵ２７は、ボタン１３，１４，１６～２２から供給
される各種信号に従い、画像処理回路２６を含む各種回路を制御する。
【００３７】
　撮像素子２４は、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセ
ンサ、又はＣＣＤ（Charge Coupled Device）イメージセンサからなり得る。撮像素子２
４の入射面すなわち撮像面は、二次元配列された多数の受光素子（図示略）のアレイと、
そのアレイの表面に対応付けて規則的に配列されたＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の原色
フィルタ（図示略）とを含み得る。撮像素子２４は、その撮像面に結像した被写体像に対
応した信号電荷を蓄積し、その蓄積した信号電荷を画像データの元となるアナログ画素信
号でＡＦＥ２５に供給する。
【００３８】
　ＡＦＥ２５は、撮像素子２４から供給されたアナログ画素信号を所定のタイミングでサ
ンプリング（相関二重サンプリング）し、例えばＩＳＯ感度に基づく所定信号レベルとな
るように増幅する信号処理部（図示略）と、その増幅後の画素信号をデジタル信号に変換
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してデジタル画像データを生成するＡ／Ｄ変換部（図示略）とを有している。ＡＦＥ２５
は、このデジタル画像データを画像処理回路２６に供給する。このデジタル画像データを
ＲＡＷデータと呼ぶことがある。
【００３９】
　画像処理回路２６は、撮像モードにおいて、ＡＦＥ２５から供給されたデジタル画像デ
ータに対して、色補間処理、階調補正、ホワイトバランス（ＷＢ）補正処理及び輪郭補償
等の各種の表示用画像処理を施し、表示に適したデータ内容にする。そのように表示用画
像処理を施した画像データを、画像処理回路２６は、ＭＰＵ２７の制御に従いＲＡＭ３０
に一旦記憶させると共にモニタ１５にスルー画像として表示させる。レリーズボタン１３
が全押し操作された場合は、画像処理回路２６はＭＰＵ２７の制御に従い、全押し操作時
の画像データと対応する画像をモニタ１５に確認用画像として表示させる一方、例えばＪ
ＰＥＧ圧縮のためのフォーマット処理等の所定の画像処理を施した後に、記憶手段となる
メモリカード３１に画像ファイルとして記憶させる。
【００４０】
　レーティング時において、レーティング設定ダイヤル１７が原点位置よりも第１の方向
に回動操作されたことに伴い、その時点で画面１５ａ上に表示されている撮像画像３５に
対してレーティング情報が設定された場合には、画像処理回路２６はＭＰＵ２７の制御に
従い、その撮像画像３５の画像データにレーティング情報を関連付けた（すなわち、付加
した）画像ファイルを生成する。その一方、レーティング時において、レーティング設定
ダイヤル１７が原点位置よりも第２の方向に回動操作されたことに伴い、その時点で画面
１５ａ上に表示されている撮像画像３５に対して削除候補指定情報が設定された場合には
、画像処理回路２６はＭＰＵ２７の制御に従い、その撮像画像３５の画像データに削除候
補指定情報を関連付けた画像ファイルを生成する。
【００４１】
　さらに、画像処理回路２６は、メモリカード３１から画像ファイルを読み出して再生表
示させた撮像画像３５の画像データに関連付けられている情報がレーティング情報である
場合、当該レーティング情報に対応した個数の☆印アイコン３７（図４等参照）を評価ラ
ンクを示す評価ランク表示マークとして当該撮像画像３５と共に画面１５ａ上に表示させ
る。その一方、画像処理回路２６は、メモリカード３１から画像ファイルを読み出して再
生表示させた撮像画像３５の画像データに関連付けられている情報が削除候補指定情報で
ある場合、当該撮像画像３５が削除候補画像であることを示すゴミ箱形態の削除アイコン
３８を、非レーティング処理情報に基づいた非レーティング処理内容を示す処理内容表示
マークとして当該撮像画像３５と共に画面１５ａ上に表示させる。
【００４２】
　この場合の画像処理回路２６における処理はＭＰＵ２７の制御に基づき実行される。こ
の点で、本実施形態では、画像処理回路２６及びＭＰＵ２７により、撮像画像３５の画像
ファイルに対して評価ランク情報（レーティング情報）を付加する評価ランク情報付加手
段が構成されると共に、撮像画像３５の画像ファイルに対して評価ランクの識別処理とは
異なる非レーティング処理を実行するための非レーティング処理情報（削除候補指定情報
）を付加する処理情報付加手段が構成されている。本実施形態では、画像処理回路２６と
ＭＰＵ２７、操作部材としてのレーティング設定ダイヤル１７、削除ボタン２２、表示手
段としてのモニタ１５、評価情報付加プログラムや画像ファイルを記憶する不揮発性メモ
リ２９やメモリカード３１などにより、情報付加装置が構成されている。
【００４３】
　次に、本実施形態のカメラ１１の情報付加処理を説明する。
　さて、カメラ１１のモードが再生モードである場合においてユーザがレーティング切り
替えボタン１７ａを押圧操作すると、図３に示すように、モニタ１５の画面１５ａは、通
常の再生表示用画面からレーティング用画面に切り替わる。すなわち、その画面１５ａ内
には撮像画像３５と共に帯状の付加情報表示部３６とが重畳表示されるようになる。画面
１５ａ内における撮像画像３５の表示領域の下側余白には、その撮像画像３５の画像ファ
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イルに関する各種情報が表示される。図示した例では、ファイル名（ＤＳＣ）、ファイル
番号（０１１２）、ファイルフォーマット形式（ＪＰＥＧ）、撮影年月日（２００９／０
７／１６）、及び撮影時刻（１０：０３：５９）が表示される。
【００４４】
　ここで、付加情報表示部３６について説明する。付加情報表示部３６の大半はレーティ
ング情報を表示可能な第１の表示領域３６ａに占有される。その付加情報表示部３６の左
端側の一部は非レーティング処理情報（この場合は、削除候補指定情報）を表示可能な第
２の表示領域３６ｂに占有される。第１の表示領域３６ａと第２の表示領域３６ｂとの間
には境界線３６ｃが表示される。付加情報表示部３６の右端側の一部にはレーティング設
定ダイヤル１７を模したダイヤルアイコン３６ｄが表示される。ダイヤルアイコン３６ｄ
はレーティング設定ダイヤル１７の回動操作に追随した動画表示であり得る。
【００４５】
　この図３に示す画面表示状態において、レーティング設定ダイヤル１７が原点位置から
第１の方向に回動操作されたことを検出すると、ＭＰＵ２７はその時点で画面１５ａ内に
表示されている撮像画像３５に対するレーティングを開始する。まず、図４に示すように
、ＭＰＵ２７は画像処理回路２６を制御して、画面１５ａ内の付加情報表示部３６上にダ
イヤルアイコン３６ｄの回動を示す動画を表示させると共に、少なくとも一個の☆印アイ
コン３７が第１の表示領域３６ａ上に重畳表示させる。図示した例では、レーティング設
定ダイヤル１７が原点位置にあるとき☆印アイコン３７は表示されない（図３参照）。
【００４６】
　なお、本実施形態の場合、レーティング情報の設定値は、付加情報表示部３６上に重畳
表示される☆印アイコン３７の個数で示される。図した例では、レーティング設定ダイヤ
ル１７が原点位置よりも第１の方向側の範囲内にあるときに、最大５個の☆印アイコン３
７が表示される。例えばＭＰＵ２７は、レーティング設定ダイヤル１７が第１の方向であ
る時計回りに回動操作されたことを検出すると、この☆印アイコン３７の個数が最小１個
から最大５個までの範囲内で増大するように、画像処理回路２６を制御する。また、ＭＰ
Ｕ２７はレーティング設定ダイヤル１７が原点位置よりも第１の方向側の範囲内において
第２の方向に回動操作されたことを検出した場合には、☆印アイコン３７の個数が最小１
個から最大５個までの範囲内で減少するように、画像処理回路２６を制御する。本実施形
態では、レーティング設定ダイヤル１７が原点位置よりも第１の方向に回動操作された場
合には、付加情報表示部３６の第１の表示領域３６ａにおける☆印アイコン３７の表示領
域が横方向（所定の方向）に拡大する。この点で、本実施形態のＭＰＵ２７は、撮像画像
３５にレーティング情報として設定された評価ランクの高さに応じて、☆印アイコン３７
の画面１５ａ上における表示領域の大きさを横方向に変化させる表示制御手段として機能
する。図示した例では、レーティング設定ダイヤル１７の回動角度が７２度変化する毎に
、☆印アイコン３７の個数が一個ずつ変化することで☆印アイコン３７の表示領域が拡大
または縮小するように設計されている。
【００４７】
　レーティング設定ダイヤル１７が回動操作された後に決定ボタン２０が押圧操作される
と、ＭＰＵ２７はその押圧時点でのレーティング設定ダイヤル１７の回動角度に対応した
値を画面１５ａ上に表示された撮像画像３５のレーティング情報として設定し、そのレー
ティング情報が画像処理回路２６によって画像ファイルに付加される。例えば、図４では
レーティング設定ダイヤル１７が原点位置から第１の方向に２１６度だけ回動操作された
時点で決定ボタン２０が押圧操作されたことにより、その回動角度（２１６度）に対応し
た３個の☆印アイコン３７で表されるレーティング情報が表示される。
【００４８】
　このように画像処理回路２６は、ＭＰＵ２７の制御により、その撮像画像３５の画像デ
ータにレーティング情報（この場合は、３個の☆印アイコン３７で表される評価ランク値
）を関連付けた画像ファイルを生成すると共に、その画像ファイルをメモリカード３１に
記憶させる。引き続いて画像処理回路２６は、ＭＰＵ２７の制御により、図５に示すよう
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に、画面１５ａ上から帯状の付加情報表示部３６の表示を消し、画面１５ａ上には撮像画
像３５と当該撮像画像３５について設定されたレーティング情報に対応した３個の☆印ア
イコン３７が重畳表示されるようになる。
【００４９】
　一方、ユーザはレーティング途中に削除したい撮像画像を見つけることがある。例えば
、図３に示す画面表示状態において、ユーザが撮像画像３５を削除したいと判断した場合
、ユーザはそのレーティング用画面を表示したままレーティング設定ダイヤル１７を第２
の方向に回動する。レーティング設定ダイヤル１７が原点位置から第２の方向に一定角度
（例えば９０度）だけ回動されると、ＭＰＵ２７の制御に基づき画像処理回路２６は、図
６に示すように、ゴミ箱形態の削除アイコン３８を画面１５ａ内における付加情報表示部
３６の第２の表示領域３６ｂ上に重畳表示する。本実施形態では、レーティング設定ダイ
ヤル１７が原点位置よりも第２の方向に回動操作された場合には、付加情報表示部３６に
おいて第１の表示領域３６ａに対して左方に隣接する第２の表示領域３６ｂに削除アイコ
ン３８が重畳表示される。原点位置は、最下位の評価ランクに対応する位置と呼ぶことが
ある。図６に示す画面表示状態において、決定ボタン２０が押圧操作されると、その時点
で画面１５ａ上に表示されている撮像画像３５に対して削除候補指定情報が設定され、そ
の削除候補指定情報が画像ファイルに付加される。
【００５０】
　すなわち、画像処理回路２６はＭＰＵ２７の制御により、その撮像画像３５の画像デー
タに削除候補指定情報を関連付けた画像ファイルを生成すると共に、その画像ファイルを
メモリカード３１に記憶させる。引き続いて画像処理回路２６はＭＰＵ２７の制御により
、図７に示すように、画面１５ａ上から帯状の付加情報表示部３６の表示を消し、画面１
５ａ上には撮像画像３５と当該撮像画像３５について設定された削除候補指定情報に対応
したゴミ箱形態の削除アイコン３８が重畳表示されるようになる。
【００５１】
　図５又は図７に示す画面表示状態においてズームボタン１６が縮小方向に押圧操作され
ると、ＭＰＵ２７は画像処理回路２６を制御して、図８に示すように、モニタ１５の画面
１５ａ上に複数（図８では９つ）の撮像画像と各々対応する複数のデータファイルマーク
としてのサムネイル画像３５Ａ～３５Ｉを例えば行列配置のアレイで表示させる。この画
面１５ａ内におけるサムネイル画像３５Ａ～３５Ｉの表示領域の下側には、カーソル３９
によって選択されている撮像画像（図示した例では、右下隅のサムネイル画像３５Ｉ）に
対して設定されたレーティング情報（すなわち、３個の☆印アイコン３７）が表示される
。
【００５２】
　なお、モニタ１５の画面１５ａ上に表示されるサムネイル画像３５Ａ～３５Ｉのうち、
レーティング情報又は削除候補指定情報が設定されたサムネイル画像３５Ａ、３５Ｂ，３
５Ｃ，３５Ｅ，３５Ｉには、各サムネイル画像の表示領域内の左下隅部に当該サムネイル
画像に対応した撮像画像３５に対して設定されたレーティング情報等の設定情報が表示さ
れている。具体的には、レーティング情報が設定されている撮像画像３５に対応したサム
ネイル画像（図８ではサムネイル画像３５Ａ，３５Ｂ，３５Ｉ）上に、☆印アイコン３７
及びこの☆印アイコン３７の個数を示す数値が重畳表示される。削除候補指定情報が設定
されている撮像画像３５に対応したサムネイル画像（図８ではサムネイル画像３５Ｃ，３
５Ｅ）上に削除アイコン３８が重畳表示される。但し、レーティング情報及び削除候補指
定情報が何れも設定されていない撮像画像３５に対応するサムネイル画像（図８ではサム
ネイル画像３５Ｄ，３５Ｆ，３５Ｇ，３５Ｈ）上には、☆印アイコン３７も削除アイコン
３８も重畳表示されない。
【００５３】
　さらに、図８に示す画面表示状態においてレーティング切り替えボタン１７ａが押され
ると、ＭＰＵ２７は画像処理回路２６を制御して、図９に示すように、モニタ１５の画面
１５ａ上におけるサムネイル画像３５Ａ～３５Ｉの表示領域の下側に帯状の付加情報表示
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部３６を表示させる。その状態においてレーティング設定ダイヤル１７が回動操作される
と、ＭＰＵ２７は、その時点でカーソル３９によって選択されているサムネイル画像（こ
の場合は右下隅のサムネイル画像３５Ｉ）と対応した撮像画像３５に対するレーティング
情報の変更処理を行う。こうして、ユーザは複数のサムネイル画像３５Ａ～３５Ｉに対応
するレーティング情報の値を相互比較することにより、その時点でカーソル３９によって
選択されているサムネイル画像の撮像画像３５に設定済みのレーティング情報の適否を検
討することが可能となる。
【００５４】
　例えば、図９に示す画面表示状態においてレーティング設定ダイヤル１７が第１の方向
に更に７２度回動されて原点位置から第１の方向に２８８度の位置に達しすると、ＭＰＵ
２７が画像処理回路２６を制御することにより、図１０に示すように、モニタ１５の画面
１５ａ内の付加情報表示部３６においてレーティング情報の値を表す☆印アイコン３７の
個数が４個に変化する。この図１０に示す画面表示状態において決定ボタン２０が押圧操
作されると、ＭＰＵ２７は、その時点でのレーティング設定ダイヤル１７の回動角度に対
応した値を画面１５ａ上でカーソル３９によって選択されたサムネイル画像（この場合は
右下隅のサムネイル画像３５Ｉ）と対応する撮像画像３５のレーティング情報として更新
する。
【００５５】
　例えば、画像処理回路２６はＭＰＵ２７の制御により、そのサムネイル画像（この場合
は右下隅のサムネイル画像３５Ｉ）と対応する撮像画像３５の画像データに更新されたレ
ーティング情報（この場合は、４個の☆印アイコン３７で表される評価ランク）を関連付
けた画像ファイルを生成すると共に、その画像ファイルをメモリカード３１に記憶させる
。引き続きＭＰＵ２７は、図１１に示すように、画面１５ａ上から帯状の付加情報表示部
３６の表示を消し、画面１５ａ上には複数のサムネイル画像３５Ａ～３５Ｉと、その時点
でカーソル３９によって選択されたサムネイル画像（この場合は右下隅のサムネイル画像
３５Ｉ）と対応する撮像画像３５について更新されたレーティング情報に対応した４個の
☆印アイコン３７が表示されるようになる。
【００５６】
　因みに、図９に示す画面表示状態においてレーティング設定ダイヤル１７が第２の方向
に原点位置から９０度の位置に回動操作された場合には、ＭＰＵ２７は画像処理回路２６
を制御して、付加情報表示部３６中の☆印アイコン３７の表示を消し、付加情報表示部３
６上に削除候補指定情報を示すゴミ箱形態の削除アイコン３８を重畳表示し、その時点で
カーソル３９によって選択されたサムネイル画像（この場合は右下隅のサムネイル画像３
５Ｉ）上の左下隅部にも同様の削除アイコン３８を重畳表示する。
【００５７】
　図８又は図１１に示す画面表示状態においてズームボタン１６が更に縮小方向に押圧操
作されると、ＭＰＵ２７は画像処理回路２６を制御して、押圧操作の直前に画面１５ａ上
に表示されていたサムネイル画像の数よりも多数のサムネイル画像を、例えば行列配置の
アレイでモニタ１５の画面１５ａ上に表示させる。ズームボタン１６が拡大方向に押圧操
作されると、ＭＰＵ２７は画像処理回路２６を制御して、モニタ１５の画面１５ａ上のサ
ムネイル画像の画数を徐々にあるいは段階的に減らす。図５に示すように一つの撮像画像
３５だけの表示状態に戻ることもある。
【００５８】
　さらに、本実施形態では、図８又は図１１に示す画面表示状態において削除ボタン２２
が押圧操作されたことを示す信号に応答して、ＭＰＵ２７は画像処理回路２６を制御して
、モニタ１５の画面１５ａ上において削除アイコン３８が重畳表示されたサムネイル画像
（この場合はサムネイル画像３５Ｃ，３５Ｅ）と対応する撮像画像３５を一括で削除処理
する。この場合、ユーザは一覧表示された複数のサムネイル画像３５Ａ～３５Ｉを相互比
較することにより、その時点で削除アイコン３８が重畳表示された状態にあるサムネイル
画像３５Ｃ，３５Ｅと対応する撮像画像３５を削除処理することの適否を検討することが
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可能となる。
【００５９】
　以上説明した本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）ＭＰＵ２７は、撮像画像３５がモニタ１５の画面１５ａ上に表示されている状態
で、レーティング設定ダイヤル１７が第１の操作として原点位置よりも第１の方向に回動
操作されると、撮像画像３５に設定される評価ランクの大きさを示す☆印アイコン３７の
個数を増大させる。ＭＰＵ２７は、レーティング設定ダイヤル１７が第２の操作として原
点位置（即ち、評価ランクが最下位の評価ランクにある状態）よりも第２の方向側に回動
操作された場合には、削除アイコン３８をモニタ１５の画面１５ａ上に重畳表示させる。
すなわち、レーティング設定ダイヤル１７に対する一連の回動操作により、撮像画像３５
の識別処理を実行するためのレーティング情報（評価ランク情報）、及び、この撮像画像
３５に対して識別処理とは異なる非レーティング処理を実行するための非レーティング処
理情報を、その時点で処理対象となっている撮像画像３５の画像ファイル（データファイ
ル）に対して迅速且つ容易に付加することができる。
【００６０】
　（２）複数の撮像画像３５に対して評価ランク情報となるレーティング情報を設定して
いる際に、ユーザは削除したい撮像画像３５を見つけることがある。この場合にも、レー
ティング設定ダイヤル１７に対する一連の回動操作により、ユーザは削除したい撮像画像
３５に対してレーティング情報に代えて削除候補指定情報を即座に付加することができる
。削除候補指定情報の付加された一又は複数の撮像画像３５は、その付加された削除候補
指定情報に基づき特定できる。したがって、削除候補指定情報を付加した後に画面表示を
レーティング用画面から別の画面に切り替える等して長時間経過した場合であっても、削
除したいと判断した撮像画像３５を見逃すことなく確実に削除処理することが可能となる
。
【００６１】
　（３）レーティング用画面に表示させた撮像画像３５に対するレーティング情報の設定
（付加）作業と削除候補指定情報の設定（付加）作業とに、操作手段としてのレーティン
グ設定ダイヤル１７を共用することにより、モニタ１５の画面を切り替えることなく、簡
便にレーティング情報の設定（付加）作業と削除候補指定情報の設定（付加）作業を実行
することができる。
【００６２】
　（４）撮像画像３５に設定されるレーティング情報に応じて、付加情報表示部３６にお
ける☆印アイコン３７の表示領域の大きさを変更させる。付加情報表示部３６において☆
印アイコン３７の表示領域に対して隣接する位置に削除アイコン３８が表示される。その
ため、ユーザは、☆印アイコン３７及び削除アイコン３８のうち何れのアイコンが付加情
報表示部３６に表示されているかを視認することにより、画面１５ａ上に表示されている
撮像画像３５の画像ファイルに対して付加される情報がレーティング情報及び削除候補指
定情報のうち何れの情報であるかを容易に把握することができる。
【００６３】
　（５）レーティングの対象画像となる複数の撮像画像３５のサムネイル画像３５Ａ～３
５Ｉをモニタ１５の画面１５ａに一覧表示させた状態で、その時点でカーソル３９によっ
て選択されたサムネイル画像（例えば３５Ｉ）と対応する撮像画像３５に対してレーティ
ング情報及び削除候補指定情報のうち何れかを設定する。そのため、ユーザは、モニタ１
５の画面１５ａ上で複数の撮像画像３５における設定情報を相互比較しつつ、その時点で
カーソル３９によって選択されたサムネイル画像（３５Ｉ）と対応する撮像画像３５に対
して設定するレーティング情報及び削除候補指定情報の適否について検討することができ
る。
【００６４】
　なお、上記実施形態は以下のような別の実施形態に変更してもよい。
　・上記実施形態において、図１２に示す第１変形例のように、付加情報表示部３６にお
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ける第１の表示領域３６ａに対して右方に隣接する第３の表示領域３６ｅを境界線３６ｆ
で区画して表示するようにしてもよい。第３の表示領域３６ｅには、例えば下記から選択
される一又は複数の処理内容表示マークとしてのアイコンを表示してもよい。
【００６５】
　例えば、付加情報表示部３６に☆印アイコン３７が５つ表示されている状態でレーティ
ング設定ダイヤル１７が更に第１の方向に回動操作された場合には、ＭＰＵ２７は画像処
理回路２６を制御してその付加情報表示部３６の第３の表示領域３６ｅに王冠のアイコン
４０を重畳表示させるようにしてもよい。なお、この王冠のアイコン４０は、撮像画像３
５に設定されるレーティング情報の設定値レベルが通常の☆印アイコン３７による設定可
能レベルよりも一クラス上の評価ランク情報が付加されたことを示す上級クラスアイコン
である。
【００６６】
　例えば、付加情報表示部３６に☆印アイコン３７が５つ表示されている状態でレーティ
ング設定ダイヤル１７が更に第１の方向に回動操作された場合に、ＭＰＵ２７は画像処理
回路２６を制御して付加情報表示部３６の第３の表示領域３６ｅに印刷アイコン（図示略
）を重畳表示させるようにしてもよい。なお、この印刷アイコンは、カメラ１１にＵＳＢ
ケーブルなどで接続されたプリンタを使用して、その時点で処理対象となっている撮像画
像３５の画像ファイルをメモリカード３１から自動的に読み出して印刷処理を実行させる
非レーティング処理情報が付加されたことを示す。
【００６７】
　例えば、付加情報表示部３６に☆印アイコン３７が５つ表示されている状態でレーティ
ング設定ダイヤル１７が更に第１の方向に回動操作された場合に、ＭＰＵ２７は画像処理
回路２６を制御して付加情報表示部３６の第３の表示領域３６ｅに保護アイコン（図１５
の保護アイコン３８ｄを参照）を重畳表示させるようにしてもよい。なお、この保護アイ
コンは、その時点で処理対象となっている撮像画像３５に対して削除処理が実行された場
合に当該削除処理を無効とする非レーティング処理情報が付加されたことを示す。
【００６８】
　例えば、付加情報表示部３６に☆印アイコン３７が５つ表示されている状態でレーティ
ング設定ダイヤル１７が更に第１の方向に回動操作された場合に、付加情報表示部３６の
第３の表示領域３６ｅに転送アイコン（図示略）を重畳表示させるようにしてもよい。な
お、この転送アイコンは、カメラ１１がＵＳＢケーブルを介して外部機器（パソコン等）
に接続された場合に、その時点で処理対象となっている撮像画像３５の画像ファイルをメ
モリカード３１から自動的に読み出して外部機器に転送させる処理情報が付加されたこと
を示す。
【００６９】
　上記の各構成によれば、レーティング設定ダイヤル１７に対する一連の回動操作により
、撮像画像３５の識別処理を実行するためのレーティング情報（評価ランク情報）、及び
、評価ランクの識別処理とは異なる処理を実行するための非レーティング処理情報（すな
わち、印刷情報、保護情報、転送情報）を、その時点で処理対象となっている撮像画像３
５の画像ファイル（データファイル）に対して迅速且つ容易に付加することができる。
【００７０】
　・上記実施形態において、図１３に示す第２変形例のように、モニタ１５の画面１５ａ
上に複数のサムネイル画像３５Ａ～３５Ｉを一覧表示する場合には、☆印アイコン３７の
みをサムネイル画像に重畳表示し、☆印アイコン３７の個数を示す数値を省略してもよい
。図１３の例では、カーソル３９によって選択されたサムネイル画像３５Ｉに対応するレ
ーティング情報として５つの☆印アイコン３７がサムネイル画像の表示枠外に表示されて
いる。この構成によれば、比較的小さい画面１５ａに複数のサムネイル画像３５Ａ～３５
Ｉを表示させた場合であっても、これらのサムネイル画像３５Ａ～３５Ｉに重畳表示され
る☆印アイコン３７の表示領域を十分に確保することができる。そのため、ユーザは、こ
れらのサムネイル画像３５Ａ～３５Ｉに対応した撮像画像３５に対してレーティング情報
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の設定が完了しているか否かを容易に判別することができる。
【００７１】
　・上記実施形態において、レーティング情報及び削除候補指定情報の設定状態は、☆印
アイコン３７やゴミ箱形態の削除アイコン３８だけでなく、それら以外の任意の形態をな
すアイコンによって表示される構成としてもよい。例えば、撮像画像３５に設定されるレ
ーティング情報の評価ランクを横方向に延びるバーによって付加情報表示部３６に重畳表
示させると共に、評価ランクの大きさに応じてこのバーの表示長さを横方向に拡大又は縮
小させる構成としてもよい。例えば、レーティング情報の設定状態はレーティング情報の
評価ランクを示す数値のみによって表示される構成としてもよい。
【００７２】
　・上記実施形態において、メモリカード３１の記憶容量が不足した場合に、メモリカー
ド３１に記憶された撮像画像３５のうち、削除候補指定情報が設定された撮像画像３５を
ＭＰＵ２７の制御に基づきメモリカード３１から自動的に削除する構成としてもよい。な
お、削除候補指定情報が設定された撮像画像３５をメモリカード３１から削除するか否か
を問い合わせるための選択画面をモニタ１５の画面１５ａ上に表示させるようにすること
が望ましい。
【００７３】
　・上記実施形態において、レーティング用画面に撮像画像３５を表示させた状態でセレ
クトボタン１９を押圧操作することにより、撮像画像３５に設定するレーティング情報を
変更する構成としてもよい。この場合、撮像画像３５に設定するレーティング情報を変更
する際に用いられるレーティング設定ダイヤル１７を省略する構成としてもよい。
【００７４】
　・上記実施形態において、撮像画像３５に設定するレーティング情報を変更する際に用
いる操作部材アイコンをモニタ１５の画面１５ａ上に表示させると共に、当該画面１５ａ
上でこれらの操作部材アイコンを押圧操作することにより、撮像画像３５に設定するレー
ティング情報を変更するようにしてもよい。
【００７５】
　・上記実施形態において、撮像画像３５に対して削除候補指定情報を設定する際に、最
下位の評価ランクにある状態からの操作部材の操作量は、☆印アイコン３７の個数を一つ
減少させる際の操作部材の操作量と同程度に設定してもよいし、☆印アイコン３７の個数
を一つ減少させる際の操作部材の操作量と異なるようにしてもよい。なお、操作部材とし
てレーティング設定ダイヤル１７が用いられる場合には、当該レーティング設定ダイヤル
１７の回動角度が操作部材の操作量として設定される。また、操作部材としてセレクトボ
タン１９が用いられる場合には、当該セレクトボタン１９の押圧回数が操作部材の操作量
として設定される。
【００７６】
　撮像画像３５に対して上記非レーティング処理情報を設定する場合にも同様に、最上位
の評価ランクにある状態からの操作部材の操作量は、☆印アイコン３７の個数を一つ増大
させる際の操作部材の操作量と同程度に設定してもよいし、☆印アイコン３７の個数を一
つ増大させる際の操作部材の操作量と異なるように設定してもよい。
【００７７】
　・上記実施形態において、処理内容表示マークとしての削除アイコン３８は、撮像画像
３５が削除候補画像であることを示しているが、削除アイコン３８は、撮像画像３５を削
除することを示してもよい。例えば、付加情報表示部３６に削除アイコン３８が表示され
た状態で決定ボタン２０が押されたとき、ＭＰＵ２７は画面１５ａ上の撮像画像３５のデ
ータファイルが削除ファイルであることを識別可能とする削除指定情報を当該データファ
イルに付加し、当該撮像画像３５の削除を開始してもよい。削除する前に、削除確認メッ
セージを表示してもよい。
【００７８】
　・上記実施形態において、撮像画像３５が削除候補画像であることを示す削除アイコン
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３８に加えて、図１４に示す第３変形例のように、撮像画像３５の削除実行を示す別の削
除実行アイコン３８ａをさらに付加情報表示部３６に表示させてもよい。削除実行アイコ
ン３８ａは処理内容表示マークの一例である。非限定的な例では、削除実行アイコン３８
ａの表示位置は、付加情報表示部３６において削除アイコン３８の左側の第２の表示領域
３６ｂであり得る。この場合、削除アイコン３８が表示された状態においてレーティング
設定ダイヤル１７を第２の方向に一定角度（例えば３６０度）だけ回動されたときに、Ｍ
ＰＵ２７の制御により、削除実行アイコン３８ａは付加情報表示部３６に表示され、撮像
画像３５のデータファイルが削除ファイルであることを識別可能とする削除指定情報が当
該データファイルに付加される。削除する前に、削除確認メッセージを表示してもよい。
【００７９】
　・上記実施形態において、図６に示すように撮像画像３５が削除候補画像であることを
示す削除アイコン３８が付加情報表示部３６に表示されている状態、もしくは図７に示す
ように削除アイコン３８が撮像画像３５に表示されている状態、もしくは図８に示すよう
に削除アイコン３８がサムネイル画像３５Ｅに表示されている状態で、第３の操作が更に
実行されたことを検出したとき、ＭＰＵ２７は当該撮像画像３５（又はサムネイル画像３
５Ｅ）を削除するようにしてもよい。この第３の操作は、例えば、セレクトボタン１９の
押圧、削除ボタン２２の押圧、決定ボタン２０の一定時間（例えば２秒間）にわたる押圧
等であり得る。または、削除アイコン３８が付加情報表示部３６に表示されている状態で
、レーティング設定ダイヤル１７が第２の方向に一定角度（例えば３６０度）だけ回動さ
れると、撮像画像３５を削除するようにしてもよい。削除する前に、削除確認メッセージ
を表示してもよい。
【００８０】
　・上記実施形態において、レーティング時に削除ボタン２２が１回押圧されると、削除
候補画像であることを示す削除アイコン３８を付加情報表示部３６に表示するようにして
もよい。レーティング時に削除ボタン２２が２回押圧されると、撮像画像３５を削除する
ようにしてもよい。削除する前に、削除確認メッセージを表示してもよい。
【００８１】
　・上記実施形態において、付加情報表示部３６は１段表示に限らず、複数段表示でもよ
い。図１５に示す第４変形例では、付加情報表示部３６は第１段すなわち下段と第２段す
なわち上段との２段に分けて表示されている。第１段には図３または図１２の付加情報表
示部３６と同様に☆印アイコン３７と削除アイコン３８が表示され得る。第２段には、削
除を示す削除実行アイコン３８ａ、印刷情報を示す印刷アイコン３８ｂ、画像情報（撮影
日時、撮影場所等）を示すアイコン３８ｃ、保護情報を示す保護アイコン３８ｄ、転送情
報を示す転送アイコン３８ｅ等の一又は複数の処理内容表示マークが表示され得る。図示
した例では、削除アイコン３８が付加情報表示部３６に表示されている状態で、レーティ
ング設定ダイヤル１７が第２の方向に一定角度（例えば３６０度）だけ回動されたときに
削除実行アイコン３８ａは選択され、評価ランクが最上位の評価ランクにある状態からレ
ーティング設定ダイヤル１７が第１の方向に更に回動されたことをＭＰＵ２７が検出した
ときに、アイコン３８ｂ～３８ｅは順次選択される。
【００８２】
　・付加情報表示部３６の複数段を同時に表示してもよく、操作部材の操作に応答して、
一段ずつ順番にあるいは切り換えて表示してもよい。例えば、付加情報表示部３６の第１
段が表示されている状態でセレクトボタン１９等の操作部材が操作されたことに応答して
、付加情報表示部３６をスクロールさせて別の段を表示させることができる。
【００８３】
　・上記実施形態の付加情報表示部３６に、印刷情報を示す印刷アイコン３８ｂ、保護情
報を示す保護アイコン３８ｄ、及び転送情報を示す転送アイコン３８ｅ（図１５参照）を
表示するようにしてもよい。非限定的な例では、上記３つのアイコン３８ｂ、３８ｄ、３
８ｅの表示位置は、評価ランク表示マークを表示するための第１の表示領域３６ａの右側
（例えば図１２の第３の表示領域３６ｅ）であり得る。アイコン３８ｂ、３８ｄ、３８ｅ
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を選択するためには、レーティング時にレーティング設定ダイヤル１７を第１の方向に回
動操作させるようにすればよい。３つのアイコン３８ｂ、３８ｄ、３８ｅの何れか１つが
選択された場合、それまでのレーティング情報（評価ランク表示マーク）の表示を消すよ
うにしてもよい。
【００８４】
　・上記実施形態において、図９に示すようにサムネイル画像が表示されているときに、
複数のサムネイル画像を選択し、選択された複数の画像に対して同一のレーティングを一
括して行えるようにしてもよい。また、選択された複数の画像に対して同一の非レーティ
ング処理情報を一括して付加するようにしてもよい。例えば、ユーザはセレクトボタン１
９と決定ボタン２０のような選択手段を操作することで、複数の画像を選択することがで
きる。その状態でユーザがレーティング設定ダイヤル１７を操作することにより、所望の
評価ランク表示マーク又は所望の処理内容表示マークが選択された複数の画像の各々に重
畳表示される。
【００８５】
　・上記実施形態において、同一評価ランクのレーティング情報が付加された画像のみを
抽出して再生するようにしてもよい。尚、同一評価ランクの画像を１枚ずつ順に再生して
もよいし、サムネイルで一覧表示してもよい。また、評価ランク毎にタブを設け、画面１
５ａ上にタブを表示し、ユーザにタブを選択させることで同一評価ランクの画像を表示す
るようにしてもよい。
【００８６】
　・上記実施形態において、液晶表示モニタ１５は操作部材として機能するタッチパネル
であってもよい。ＭＰＵ２７はタッチパネル上の指の動きに従いレーティング情報を設定
するようにしてもよい。一例では、タッチパネルはタッチパネル上の一又は複数の指の動
きを表す信号を出力し、タッチパネルから供給される信号に従いＭＰＵ２７はレーティン
グ情報を設定することができる。例えば、タッチパネル上の指が第１の方向に回転される
と評価ランクを上げる処理を行い、第２の方向に回転されると評価ランクを下げる処理を
行うようにする。
【００８７】
　ＭＰＵ２７はタッチパネル上の指の動きに従い非レーティング処理情報を設定してもよ
い。例えば、タッチパネル上で撮像画像３５またはサムネイル画像を削除アイコン３８へ
ドラッグ操作されたときに、当該画像に対して削除候補指定処理を実行するようにしても
よい。別の例では、撮像画像３５またはサムネイル画像を削除アイコン３８へ移動させる
ドラッグ操作を検出した後に、削除アイコン３８上で指を弾く操作を検出したとき、当該
画像の削除を開始するようにしてもよい。更に別の例では、すでに削除候補指定処理が実
行された撮像画像３５またはサムネイル画像が表示されている状態で、当該画像上もしく
は削除アイコン上で指を弾く操作を検出したとき、当該画像の削除を開始するようにして
もよい。
【００８８】
　・上記実施形態において、カメラ１１のＭＰＵ２７を例えばＵＳＢ回線等により高精細
テレビ等の大型の表示装置に画像処理に関わる各種情報及び制御情報を通信可能に接続し
、カメラ１１から表示装置に送信した撮像画像の画像ファイルの情報に基づき表示装置が
有する大きな画面上において撮像画像に対するレーティング情報及び非レーティング処理
情報の設定を行うようにしてもよい。
【００８９】
　・上記実施形態において、カメラ１１に着脱自在とされたＳＤカード等からなるメモリ
カード３１をカメラ１１から取り出すと共に、高精細テレビ等の表示装置に情報通信可能
に接続された制御装置が有するカードスロットに装着し、その制御装置の制御により表示
装置の画面上に撮像画像及び当該撮像画像に対するレーティング情報及び非レーティング
処理情報の設定を行うようにしてもよい。
【００９０】
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　・上記実施形態において、動画ファイル、音声ファイル等の他のデータファイルに対し
てレーティング情報及び非レーティング処理情報を付加するようにしてもよい。これらの
データファイルに対してレーティング情報及び非レーティング処理情報を付加するための
装置として、ビデオカメラ、デジタルフォトフレーム、パーソナルコンピュータ、ビデオ
レコーダー、オーディオプレーヤー等の他の装置を採用してもよい。すなわち、データフ
ァイルに対してレーティング情報（評価ランク情報）、及び当該レーティング情報に基づ
く識別処理とは異なる非レーティング処理を実行するための非レーティング処理情報を付
加可能な装置であれば、任意の装置を採用することができる。なお、この場合、これらの
処理を実行するための情報付加プログラムは、インターネット回線を通じて装置に転送す
るようにしてもよいし、このプログラムを記録したＣＤ等の記録媒体を装置に挿入するよ
うにしてもよい。
【００９１】
　・以上の実施形態及び変形例を複数組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００９２】
　１１…電子カメラとしてのデジタルスチルカメラ、１５…表示手段としてのモニタ、１
５ａ…画面、１７…操作部材としてのレーティング設定ダイヤル、１９…選択手段として
のセレクトボタン、２４…撮像手段としての撮像素子、２６…評価情報付加手段及び処理
情報付加手段を構成する画像処理回路、２７…評価情報付加手段及び処理情報付加手段を
構成するＭＰＵ、３５…データファイルとしての撮像画像、３５Ａ～３５Ｉ…データファ
イルマークとしてのサムネイル画像、３６…付加情報表示部、３７…評価ランク表示マー
クとして☆印アイコン、３８…処理内容表示マークとしての削除アイコン、３８ａ～３８
ｅ及び４０…処理内容表示マークとしてのアイコン。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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