
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
再生すべき複数の画像を特定するための情報が含まれる再生指示ファイルに従って画像を
再生する出力制御装置であって、
画像と前記再生指示ファイルとが記録されている着脱可能な記録媒体を装着する装着部と
、
前記装着部に装着された前記記録媒体から前記再生指示ファイルを読み出す読み出し制御
手段と、
前記読み出し制御手段の制御により読み出された前記再生制御ファイルで特定される複数
の画像を、前記記録媒体から順次読み出して再生制御する再生制御部と、
前記読み出し制御手段により読み出された前記再生指示ファイルを参照して、表示装置に
表示される画像について、前記再生指示ファイルにより指定されている画像と指定されて
いない画像とで区別するように表示させる表示制御手段を有することを特徴とする出力制
御装置。
【請求項２】
前記表示制御手段は、前記再生指示ファイルで特定される画像を表示する事を特徴とする
請求項１に記載の出力制御装置。
【請求項３】
前記表示制御手段は、前記再生指示ファイルにより指定されている画像を表示する際に特
定のマークを共に表示することを特徴とする請求項１乃至２のいずれか１項に記載の出力
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制御装置。
【請求項４】
さらに、再生操作部を有し、使用者により前記再生操作部への指示に応じて、前記再生制
御部による再生が行われることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の出力
制御装置。
【請求項５】
前記表示装置に表示させる画像を切り替えるための複数のボタンを有する事を特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の出力制御方法。
【請求項６】
さらに、再生すべき画像を指示する指示操作部を有し、指示操作部への操作が行われたと
きに前記表示装置に表示されている画像を特定するための情報を前記再生指示ファイルに
記録する記録手段を有することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の出
力制御装置。
【請求項７】
再生すべき複数の画像を特定するための情報が含まれる再生指示ファイルに従って画像を
再生する出力制御方法であって、
画像と前記再生指示ファイルとが記録されている着脱可能な記録媒体から前記再生指示フ
ァイルを読み出す読み出し制御工程と、
前記読み出し制御工程で読み出された前記再生制御ファイルで特定される複数の画像を、
前記記録媒体から順次読み出して再生制御する再生制御工程とを有し、
前記読み出し制御工程により読み出された前記再生指示ファイルを参照して、表示装置に
表示される画像について、前記再生指示ファイルにより指定されている画像と指定されて
いない画像とで区別するように表示させる表示制御工程を有することを特徴とする出力制
御方法。
【請求項８】
前記表示制御工程は、前記再生指示ファイルで特定される画像を表示する事を特徴とする
請求項７に記載の出力制御方法。
【請求項９】
前記表示制御工程は、前記再生指示ファイルにより指定されている画像を表示する際に特
定のマークを共に表示することを特徴とする請求項７乃至８のいずれか１項に記載の出力
制御方法。
【請求項１０】
さらに、使用者による再生開始の指示行うための操作部への指示に応じて、前記再生制御
工程による再生が行われることを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の出力
制御方法。
【請求項１１】
コンピュータが読み込み実行することで以下の出力制御方法を実行するプログラムを格納
する記憶媒体であって、
前記出力制御方法は、
画像と前記再生指示ファイルとが記録されている着脱可能な記録媒体から前記再生指示フ
ァイルを読み出す読み出し制御工程と、
前記読み出し制御工程で読み出された前記再生制御ファイルで特定される複数の画像を、
前記記録媒体から順次読み出して再生制御する再生制御工程とを有し、
前記読み出し制御工程により読み出された前記再生指示ファイルを参照して、表示装置に
表示される画像について、前記再生指示ファイルにより指定されている画像と指定されて
いない画像とで区別するように表示させる表示制御工程を有することを特徴とする記憶媒
体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】

10

20

30

40

50

(2) JP 3554177 B2 2004.8.18



本発明は、例えばフロッピーデスクやカードメモリなどの情報記録媒体に記録された画像
データを用いて所望の再生画像を得るため及び情報記録媒体のデータを編集することがで
きる画像出力制御方法及び装置及び画像データファイルを記録した記録媒体及び画像出力
制御プログラムを記録した記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、手持ちの画像データを再生する一般的な方法として、写真の焼き増しサービスがあ
る。この焼き増しサービスは、現像されたフィルムが収納される半透明のネガカバー（ネ
ガホルダー）に焼き増し枚数や印を記入して、現像所等に持ち込むことにより、現像所等
では、再生する（焼き増しする）画像を特定して、所望の画像を焼き増しすることにより
行われる。また、最近、フィルム上の画像を読み取り、読み取った画像データをＣＤ－Ｒ
ＯＭに書き込み、このＣＤ－ＲＯＭから画像データを読み出して、ディスプレー等の画像
表示装置に再生表示するフォトＣＤシステムがある。フォトＣＤシステムでは、コンピュ
ータシステムにて、ＣＤ－ＲＯＭ上に記録された画像データを読みだして、高画質プリン
タで出力することにより、プリント画像を得ることができる。高画質プリンタは高価であ
り、個人が所有することは困難である為、プリント画像を得ることは現像所等にプリント
サービスを依頼して行われるのが普通である。依頼の方法としては、ＣＤ－ＲＯＭと該Ｃ
Ｄ－ＲＯＭに記録されている画像データを特定する為の情報（例えば、インデックスプリ
ント等で確認される画像番号等）を書いたメモを渡す方法が一般的である。
【０００３】
更に、コンピュータ技術の向上及びパーソナルコンピュータの普及、デジタルカメラ等の
画像入力装置の普及にともなって、気軽に高精細のデジタル画像データを、個人が扱える
ことが可能になった。これらの画像データは、例えばＴＩＦＦ、ＰＩＣＴ、ＪＰＥＧ及び
ＲＡＷ等の種々の画像ファイルフォーマットで、所定の情報記録媒体に記録される。この
ような画像データは、通常は、個人の所有するコンピュータに接続するプリンタで出力さ
れる。しかしながら、個人の所有するプリンタでは、満足のいくプリントが出来ないこと
がある。この様な要求に応える為に、上記の様にして情報記録媒体に記録された画像デー
タについて、高性能のプリンタで出力再生するプリントサービスが、現像所や写真店、Ｄ
ＰＥショップあるいはパソコンショップで受けられることができる。このようなサービス
を受けるためには、プリントサービスを行ってくれるところに画像データを渡してプリン
トを依頼しなければならない。通信回線を介して、画像データを送りプリントを依頼する
ことも最近可能であるが、通常は画像データが記録された情報記録媒体を、サービス先に
渡してあるいは持ち込んでサービスを受けるのが一般的である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の様に情報記録媒体に記録された画像データについて、画像プリント
のサービスを受ける場合、情報記録媒体に記録されている画像データの中から所望の画像
を指示する事が必要となる。この為、プリントサービスを受ける客は、情報記録媒体に記
録されている画像データの中の所望の画像を指示するべく、画像にしるされている番号や
名称をメモ等により、画像プリントサービス先に伝えることが必要である。一方、画像プ
リントサービス先では、プリントサービスを依頼する客から渡されたメモ等に書かれてい
る画像に記されている番号や名称をもとに、情報記録媒体に記録されている画像データの
中から、客の所望する画像を人手を介して選定して、プリントすることが必要となる。
【０００５】
一般に、上記のようなプリントサービスを行う為のコンピュータシステムは、煩雑な操作
が必要である。従って、一般の店員が、プリントする画像を選択しプリントを実行するこ
とは、容易にはできなかった。また、情報記録媒体に記録されている画像データの中から
、所望の画像を選択することが必要である為、実際にプリントする為には人手を要し、プ
リントに要する時間が制限されるという問題があった。
【０００６】
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本発明はこのような従来技術の課題を解決し、情報記録媒体に記録された画像の中から所
望の画像を自動的に特定して、この画像が形成されたプリントを迅速に得ることのできる
、画像ファイル方法及び画像再生方法を提供することを目的とする。
【０００７】
一方、更に、上記発明の更なる改良についても考慮すると、記録媒体に記録された画像再
生指示データを用いて、自動的に画像再生すべきデータを選択して画像再生を行うので、
再生画像を再生する前に再生画像を確認することは、何らかの手段をこうじなければでき
ないという課題が考えられる。
【０００８】
この手段の一例としては、該情報記録媒体に記録されている画像再生指示データを該情報
記録媒体にアクセスできる装置を用いて調べる方法等があるが、記録媒体のやり取りなど
が必要となり面倒である。
【０００９】
また、画像再生指示データに従って再生出力されるプリント枚数の総数が上記システムお
よび装置でその時に出力可能な枚数を超えている時は、途中で出力ができなくなり、シス
テムエラー等が発生するという課題も考えられる。
【００１０】
上記の発明の別の改良についても考慮すると、また、情報記録媒体にアクセスして、該情
報記録媒体において、画像データを記録及び消去したり、画像再生指示データを付与した
り削除したりする情報記録媒体データ編集方法が考えられる。また、この編集方法を取り
込んだ情報記録媒体データ編集処理部を持つ、画像入力装置やパーソナルコンピュータ等
のシステムが考えられる。この場合、情報記録媒体に記録されている画像データそのもの
について、新たな画像データを記録したり、不要となった画像データを削除したりするこ
とができ、情報記録媒体の容量等について有効利用することができる。
【００１１】
しかしながら、上記情報記録媒体データの編集に当たって、画像データの記録・削除の処
理と再生画像データの指示（選択・非選択）処理について注意を払わないと、画像再生時
に再生エラーが生じることがあると考えられる。例えば、すでに情報記録媒体に記録され
ている画像データで、画像再生をするべく画像再生指示データとして選択の指示を与えた
画像データについて、必要によりその画像を情報記録媒体から削除した時に、削除した画
像データについて、その画像再生指示データを非選択とする処理を行わなかった時等に、
画像再生すべきと指示されている画像データが、実際には情報記録媒体にないことになり
、画像再生動作はエラー終了することになる。このような動作は、自動的に画像再生を行
う時には、動作が異常終了することになり、致命的な動作エラーとなると考えられる。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
前述の問題を解決するため、本発明は、画像と再生指示ファイルとが記録されている着脱
可能な記録媒体を装着する装着部と、装着部に装着された記録媒体から再生指示ファイル
を読み出す読み出し制御手段と、読み出し制御手段の制御により読み出された再生制御フ
ァイルで特定される複数の画像を、記録媒体から順次読み出して再生制御する再生制御部
と、読み出し制御手段により読み出された再生指示ファイルを参照して、表示装置に表示
される画像について、再生指示ファイルにより指定されている画像と指定されていない画
像とで区別するように表示させる表示制御手段を有することを特徴とする。
また、再生すべき複数の画像を特定するための情報が含まれる再生指示ファイルに従って
画像を再生する出力制御方法であって、画像と再生指示ファイルとが記録されている着脱
可能な記録媒体から再生指示ファイルを読み出す読み出し制御工程と、読み出し制御工程
で読み出された再生制御ファイルで特定される複数の画像を、記録媒体から順次読み出し
て再生制御する再生制御工程とを有し、読み出し制御工程により読み出された再生指示フ
ァイルを参照して、表示装置に表示される画像について、再生指示ファイルにより指定さ
れている画像と指定されていない画像とで区別するように表示させる表示制御工程を有す
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ることを特徴とする。
【００４７】
【発明の実施の形態】
次に、添付図面を参照して本発明による画像ファイル方法及び画像再生方法の実施例につ
いて詳細に説明する。
【００４８】
（各画像データ内に画像再生指示データ）
まず、図１に本実施例における情報記録媒体への画像ファイル形式を示す。
【００４９】
本実施例において、図１のａに示す様に、情報記録媒体は、予約領域、ファイルアロケー
ションテーブル、ルートディレクトリ及びファイル領域の４つの独立したエリアにマッピ
ングされる。予約領域には、本情報記録媒体に関して、ルートディクトリ内のエントリ数
、予約領域のサイズ及びファイルアロケーションテーブル（ＦＡＴ）のサイズが記録され
る。
【００５０】
ファイルアロケーションテーブルには、本情報記録媒体のファイル領域における情報記録
媒体スペースの使われ方が記録される。ルートディレクトリには、本情報記録媒体に記録
されているファイル名やサイズや位置等の情報を示すディレクトリエントリ情報が記録さ
れる。ファイル領域には実際の画像データや画像再生指示データが記録される。
【００５１】
本実施例では、図１のｂに示すように、画像再生指示データと画像データは同一のファイ
ルとして記録される。このファイル名を以下では説明の都合上’ＩＭＧｘｘｘ’とする。
’ｘｘｘ’は複数の画像を区別する為に異なる文字や数字等が当てられる。本実施例では
、画像再生指示データが、該ファイルの先頭に記録され、引き続き画像データが記録され
る。画像データは、本実施例ではＪＰＥＧデータの形式で記録される。ＪＰＥＧ形式で記
録された画像データは、本来の画像データを圧縮した形で画像データが記録され、この圧
縮した画像を復元して本来の画像データに戻すための情報も、図１のｃに示す様に、ヘッ
ダー情報として画像データの一部として記録される。このヘッダー情報には画像サイズ等
の情報も含まれる。
【００５２】
次に、図２に本実施例における画像再生方法を行う画像再生システム（装置）を示す。
【００５３】
この画像再生装置（システム）は、情報記録媒体１１に記録された画像の中から所望の画
像を自動的に選択して、その選択された画像データが表す画像を再生出力（プリント）す
る装置（システム）である。前記情報記録媒体１１は、本実施例ではＣＦ（コンパクトフ
ラッシュメモリカード）を用いた。尚、これに限るものではなく、フロッピー、ＣＤ－Ｒ
，ＤＶＤ等であってもよい。詳しくは、画像再生システム（装置）１０は、情報記録媒体
１１に記録されている画像再生指示データ及び画像データの記録データを読みだして、該
記録データをバス１６に送出するデータ読み取り部１２と、本画像再生システム１０の各
部を制御してシステム全体の動作を制御するシステム制御部１５と、システム制御部１５
の制御を受けてデータ読み取り部１２で読み取られ、バス１６に送出された画像データを
受けて、この画像データを再生出力するための再生出力データに変換して出力する処理を
行う画像再生処理部１４と、前記再生出力データを受けて再生出力（プリント）する画像
再生部１３とから構成される。尚、システム制御部１５には、不図示のＣＰＵ，ＲＯＭ，
ＲＡＭ等が含まれることはいうまでもない。
【００５４】
次に、本実施例の画像再生システム（装置）１０の動作を説明する。図３に本実施例の画
像再生システムの動作フローを示す。本動作フローで表わされるプログラムは、画像再生
システム１０のシステム制御部１５のＲＡＭやハードデスク等にセットされる。
【００５５】
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本画像再生システム１０が電源投下等により立ち上げられると、本動作フローが読み出さ
れ実行される。
【００５６】
まず、ステップ３００で、データ読み取り部１２に情報記録媒体１１がセットされたかど
うかを確認する。情報記録媒体１１がセットされたことが確認されると、ステップ３０１
に進み、データ読み取り部１２で図１で示した情報記録媒体１１に記録されているファイ
ルの中の先頭のＩＭＧｘｘｘファイルが読み込まれる。次に、ステップ３０２で、読み込
んだＩＭＧｘｘｘファイルの中に記録されている画像再生指示データがｏｎになっている
かどうか確認される。本実施例では、画像再生指示データはＩＭＧｘｘｘファイルの先頭
の１ｂｙｔｅに割り当てられており、その値が１０進数表示で１である時はｏｎ状態を示
し、それ以外はｏｆｆ状態を示す。
【００５７】
入力側について説明すると、本データは、パソコンやデジタルカメラ等の入力手段を用い
て指定される。本データは、撮像時に再生の有無を判断して与えると共に、あるいは一度
蓄え、記録されたデータを読み出して、再生の必要性を確認しながら再生が必要な画像に
付加される。本実施例では、記録側の制御の説明が中心であるが、本実施例に記載される
フォーマットで、記録媒体に画像を記録する入力手段例えばデジタルカメラも本発明を構
成することは言うまでもない。この場合、付図示のコントローラにより、画像の入力制御
及び対応して入力される記録再生指示データを本実施例に記載のフォーマットに基づいて
記録媒体に記録する記録制御と或は更に対応する記録制御プログラムも同様に記録媒体に
記録する制御も行なっている。
【００５８】
従って、ＩＭＧｘｘｘファイルの先頭１ｂｙｔｅのデータを解析することにより容易に画
像再生指示データの状態を確認することができる。画像再生指示データがｏｆｆである（
ｏｎでない）時は、本実施例の動作はステップ３０５、３０６に進む。更にＩＭＧｘｘｘ
ファイルがある場合は、ステップ３０２に戻り、画像再生指示データがｏｎである時は、
本実施例の動作はステップ３０３に進み、前述した様に、ＩＭＧｘｘｘファイルに格納さ
れている画像データについて、画像再生処理部１４で画像再生出力（プリント）の為の画
像再生出力処理が実行され、画像再生出力データが生成される。生成された画像再生出力
データは、ステップ３０４で、画像再生部１３にて再生出力される。
【００５９】
本実施例では、画像データはＪＰＥＧデータを用い、画像再生部１３ではインクジェット
プリンタを画像再生装置として用いた。この為、画像再生処理部１４では、ＪＰＥＧデー
タとして保存された画像データを解凍してＲＧＢデータを求める処理、色処理、解像度変
換処理及びハーフトーニング処理等の処理がなされる。これらの各処理は、周知であるた
め説明を省略する。次に、本実施例の画像再生システムは、ステップ３０５で、情報記録
媒体１１にアクセスしてＩＭＧｘｘｘファイルが更にあるかどうかを確認する。ＩＭＧｘ
ｘｘファイルが更にある場合は、ステップ３０６に進み、次のＩＭＧｘｘｘファイルを読
み込み、ステップ３０２に進む。ステップ３０５で、ＩＭＧｘｘｘファイルがないと判断
された場合は、本実施例の画像再生システムの動作は終了する。
【００６０】
上述のようにして、本実施例の画像再生システムは、本実施例の画像ファイル方法で、デ
ータが記録された情報記録媒体から、所望の画像データを自動的に選んで、画像再生出力
を行うものである。従って、本実施例に示されるように、本発明の画像ファイル方法及び
画像再生方法を実施することにより、人手を介さずに、また、メモなどで所望の画像を指
定する事なく、自動的に、情報記録媒体に記録された画像データについて所望の画像デー
タを再生出力することができる。
【００６１】
なお、この実施例において、画像データはＪＰＥＧデータとしたが、これに限らず、ＴＩ
ＦＦやＰＩＣＴ等を用いても良い。また、ＲＡＷデータでもよいが、この場合には画像再
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生の情報も画像データに付随させて情報記録媒体に記録することが必要である。上記の場
合には、それぞれの画像データに依存して、本実施例で示した画像再生処理部１４で施さ
れる処理が変更されればよく、本発明は用いる画像データの種別には限定されない。
【００６２】
更に、この実施例では、画像再生装置としてインクジェットプリンタを用いたが、これに
限らず、昇華プリンタや銀塩プリンタを用いてもよい。あるいは、ＣＲＴ，ＬＣＤやプラ
ズマディスプレー等のソフトコピー表示装置を用いてもよい。これらの場合も用いたそれ
ぞれのプリンタやソフトコピー表示装置に依存した処理を行うように、本実施例で示した
画像再生処理部１４での処理を変更すればよく、本発明は用いる画像再生装置に限定され
るものではない。また、この実施例では、画像再生指示データが、画像再生指示データと
画像データが記録されるファイルの先頭の１バイト目に記録され、その内容が１０進数表
示１の場合にＯＮでそれ以外はＯＦＦとしたが、本発明はこれに限定されるものではない
。例えば、ファイルの先頭の２バイトの領域に記録されてもよく、ファイルの最後の１バ
イトに記録されてもよい。更に、ＪＰＥＧ画像データのように画像ヘッダーをもつ画像デ
ータの場合には画像ヘッダーの一部の領域がユーザ拡張用に開放されている場合があり、
このような場合には、その拡張領域の一部を用いて、画像再生指示データを記録してもよ
い。
【００６３】
画像再生指示データの内容も、本実施例で示した様に、１０進数表示で１の場合にＯＮで
それ以外はＯＦＦとする事に限定されるものでもない。画像再生指示データのファイル上
の記録位置、記録サイズ及び記録内容は上記の様に任意でよい。本発明の画像再生システ
ムは、上記のように任意でよいが予め決められた、画像再生指示データのファイル上の記
録位置及び記録サイズを基に対応する位置の記録データを解析して、その内容が予め決め
られた記録内容にどのように対応するかを判断して、該ファイルに含まれる画像データを
再生するかどうかを決める。従って、ファイルに、画像データと当該画像データの再生の
有無を指示する画像再生指示データが記録されていればよく、記録位置、記録サイズ、記
録内容や記録順番等には限定されない。
【００６４】
（他の実施例：記録ファイルの名称に特別の印をつける）
前述の実施例では、当該画像データの再生の有無を指示する画像再生指示データとして、
図１では、記録ファイルに画像データと画像再生指示データを記録する構成としたが、本
発明を実施する他の方法として、記録ファイルの名称に特別の印をつけることにより実行
する方法もある。以下、この場合の実施例を説明する。図４に本実施例における情報記録
媒体への画像ファイル形式を示す。本実施例においても、図４ａに示す様に、情報記録媒
体は予約領域、ファイルアロケーションテーブル，ルートディレクトリ及びファイル領域
の４つの独立しエリアにマッピングされる。前述の実施例と異なる点は、ルートディクト
リに記録されるファイル名が、画像再生指示データとしての情報をもつようにしたことで
ある。本実施例では、画像再生を行うべき画像データについての名称には、’ＤＰ’を付
加した。
【００６５】
即ち、そのファイル名が’ｘｘｘＤＰ’ならば、そのファイル名に対応する画像データは
画像再生される画像データであることを示し、ファイル名が’ｘｘｘ’だけであれば、そ
のファイル名に対応する画像データは画像再生されないことを示す。尚、名称の内、拡張
子をある特定の識別子にして、画像再生するイメージとしないイメージを区別する様にし
てもよい。
【００６６】
本実施例における画像再生を行う画像システムは、前述の実施例の画像再生システムと同
様の構成を取る。
【００６７】
次に、本実施例における画像再生システム１０の動作を説明する。
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【００６８】
図５に本実施例の画像再生システムの動作フローを示す。
【００６９】
本動作フローで表わされるプログラムは、画像再生システム１０のシステム制御部１５の
ＲＡＭやハードデスク等にセットされる。
【００７０】
本画像再生システム１０が電源投下等により立ち上げられると、本動作フローが読み出さ
れ実行される。まず、ステップ５００で、データ読み取り部１２に情報記録媒体１１がセ
ットされたかどうか確認される。情報記録媒体１１がセットされたことが確認されると、
ステップ５０１に進み、データ読み取り部１２で、情報記録媒体１１に記録されているル
ートディクトリの内容を参照して、ファイル名が’ｘｘｘＤＰ’のファイルがあるかどう
かが調べられる。’ｘｘｘＤＰ’名のファイルがない時は本実施例の動作は終了する。’
ｘｘｘＤＰ’名のファイルがある時は、ステップ５０２でファイル領域の中の先頭の’ｘ
ｘｘＤＰ’名のファイル（図４ｂ）が読み込まれる。
【００７１】
次に、ステップ５０２で、読み込んだ’ｘｘｘＤＰ’名のファイルに格納されている画像
データについて、画像再生処理部１４で画像再生出力（プリント）の為の画像再生出力処
理が実行され、画像再生出力データが生成される。生成された画像再生出力データは、ス
テップ５０４で、画像再生部１３にて再生出力される。本実施例では、画像データはＪＰ
ＥＧデータを用い、画像再生部１３ではインクジェットプリンタを画像再生装置として用
いた。この為、画像再生処理部１４では、ＪＰＥＧデータとして保存された画像データを
解凍してＲＧＢデータを求める処理、色処理、解像度変換処理及びハーフトーニング処理
等の処理がなされる。
【００７２】
次に、本実施例の画像再生システムは、ステップ５０５で、情報記録媒体１１にアクセス
して’ｘｘｘＤＰ’名のファイルが更にあるかどうかを確認する。’ｘｘｘＤＰ’名のフ
ァイルが更にある場合は、ステップ５０６に進み、次のＩＭＧｘｘｘファイルを読み込み
、ステップ５０３に戻る。尚、ステップ５０５で’ｘｘｘＤＰ’名のファイルがない場合
は、本実施例の画像再生システムの動作は終了する。上述のようにして、本実施例の画像
再生システムは、本実施例の画像ファイル方法で、データが記録された情報記録媒体から
、所望の画像データを自動的に選んで、画像再生出力を行うものである。従って、本実施
例に示されるように、本発明の画像ファイル方法及び画像再生方法を実施することにより
、人手を介さずに、また、メモなどで所望の画像を指定する事なく、自動的に、情報記録
媒体に記録された画像データについて所望の画像データを再生出力することができる。な
お、この実施例においても、画像データはＪＰＥＧデータとしたが、これに限らず、ＴＩ
ＦＦやＰＩＣＴ等を用いても良い。また、ＲＡＷデータでもよいが、この場合には画像再
生の情報も画像データに付随させて情報記録媒体に記録することが必要である。上記の場
合には、それぞれの画像データに依存して、本実施例で示した画像再生処理部１４で施さ
れる処理が変更されればよく、本発明は用いる画像データの種別には限定されない。更に
、この実施例でも、画像再生装置としてインクジェットプリンタを用いたが、これに限ら
ず、昇華プリンタや銀塩プリンタを用いてもよい。あるいは、ＣＲＴ，ＬＣＤやプラズマ
ディスプレー等のソフトコピー表示装置を用いてもよい。これらの場合も用いたそれぞれ
のプリンタやソフトコピー表示装置に依存した処理を行うように、本実施例で示した画像
再生処理部１４での処理を変更すればよく、本発明は用いる画像再生装置に限定されるも
のではない。また、この実施例では、画像再生を行うべき画像データについての名称には
、’ＤＰ’を付加して、該ファイルが画像再生される画像であるかどうか示したことにし
たが、これに限定されるものではなく、ルートディクトリに記録されるファイル名が、画
像再生指示データとしての情報をもてばよく、他の名称や印を用いても、本発明は容易に
実施される。本発明の画像再生システムは、上記のように任意でよいが予め決められた、
ファイル名の特徴を調べ、それが予め決められた特徴に対応するかを判断して、該ファイ
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ルに含まれる画像データを再生するかどうかを決める。従って、ファイル名に画像再生指
示データを示す特徴が記録されていればよく、用いた特徴、即ち、名称、印や記号等には
限定されない。
【００７３】
（他の実施例：ファイル領域内に画像再生する画像データがあるファイル名を格納したフ
ァイルを設ける）
【００７４】
更に、本発明の第三の実施例について説明する。
【００７５】
図６に本実施例における情報記録媒体への画像ファイル形式を示す。
【００７６】
本実施例においても、図６ａに示す様に、情報記録媒体は予約領域、ファイルアロケーシ
ョンテーブル，ルートディレクトリ及びファイル領域の４つの独立しエリアにマッピング
される。
【００７７】
前述の実施例と大きく異なる点は、ファイル領域に記録されるファイルが２種類となるこ
とである。一つは、画像再生する画像データファイルをその記録内容としてもつファイル
である。本実施例では該ファイル名は’ＤＰＦｘｘｘ’とする（図６ｃ）。もう一つは画
像データそのものを記録内容としてもつファイルである。本実施例では該ファイル名は’
ＩＭＧｘｘｘ’とする。これにより、’ＤＰＦｘｘｘ’名のファイルには、画像再生する
画像データがあるファイル名に対応するファイル名が記録される。
【００７８】
本実施例における画像再生を行う画像システムは、前述の実施例の画像再生システムと同
様の構成を取る。次に、本実施例における画像再生システム１０の動作を説明する。
【００７９】
図７に本実施例の画像再生システムの動作フローを示す。本動作フローで表わされるプロ
グラムは、画像再生システム１０のシステム制御部１５のＲＡＭやハードデスク等にセッ
トされる。
【００８０】
本画像再生システム１０が電源投下等により立ち上げられると、本動作フローが読み出さ
れ実行される。まず、ステップ７００で、データ読み取り部１２に情報記録媒体１１がセ
ットされたかどうか確認される。情報記録媒体１１がセットされたことが確認されると、
ステップ７０１に進み、データ読み取り部１２で、情報記録媒体１１に記録されているル
ートディクトリの内容を参照して、ファイル名が’ＤＰＦｘｘｘ’のファイルがあるかど
うかが調べられる。’ＤＰＦｘｘｘ’名のファイルがない時は本実施例の動作は終了する
。
【００８１】
ステップ７０１で’ＤＰＦｘｘｘ’名のファイルがある時は、ステップ７０２でファイル
領域の中の最初のの’ＤＰＦｘｘｘ’名のファイルが読み込まれる（図６のｃ）。次に、
ステップ７０３で、読み込んだ’ＤＰＦｘｘｘ’名のファイルに格納されている最初のフ
ァイル名’ＩＭＧｘｘｘ’が読まれ、ステップ７０４で、ステップ７０３で読んだファイ
ル名’ＩＭＧｘｘｘ’に対応する画像データ（図６のｂ）が読み込まれる。そして、ステ
ップ７０５で、ステップ７０４で読み込んだ画像データについて、画像再生処理部１４で
画像再生出力（プリント）の為の画像再生出力処理が実行され、画像再生出力データが生
成される。生成された画像再生出力データは、ステップ７０６で、画像再生部１３にて再
生出力される。
【００８２】
本実施例では、画像データはＪＰＥＧデータを用い、画像再生部１３ではインクジェット
プリンタを画像再生装置として用いた。この為、画像再生処理部１４では、ＪＰＥＧデー
タとして保存された画像データを解凍してＲＧＢデータを求める処理、色処理、解像度変
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換処理及びハーフトーニング処理等の処理がなされる。
【００８３】
次に、本実施例の画像再生システムは、ステップ７０７で、現在対応している’ＤＰＦｘ
ｘｘ’ファイル（図６のｃ）中に、更に’ＩＭＧｘｘｘ’ファイル名があるかどうか調べ
る。更に’ＩＭＧｘｘｘ’名が記録されている時は、ステップ７０８に進み、そのファイ
ル名を読み、ステップ７０４に進む。ステップ７０７で、’ＩＭＧｘｘｘ’名が記録され
ていない時は、ステップ７０９に進み、情報記録媒体１１にアクセスして’ＤＰＦｘｘｘ
’名のファイルが更にあるかどうかを確認する。
【００８４】
’ＤＰＦｘｘｘ’名のファイルが更にある場合は、ステップ７１０に進み、次の’ＤＰＦ
ｘｘｘ’ファイルを読み込み、ステップ７０３に進む。’ＤＰＦｘｘｘ’名のファイルが
ない場合は、本実施例の画像再生システムの動作は終了する。
【００８５】
上述のようにして、本実施例の画像再生システムは、本実施例の画像ファイル方法で、デ
ータが記録された情報記録媒体から、所望の画像データを自動的に選んで、画像再生出力
を行うものである。
【００８６】
従って、本実施例に示されるように、本発明の画像ファイル方法及び画像再生方法を実施
することにより、人手を介さずに、また、メモなどで所望の画像を指定する事なく、自動
的に、情報記録媒体に記録された画像データについて所望の画像データを再生出力するこ
とができる。
【００８７】
なお、この実施例においても、画像データはＪＰＥＧデータとしたが、これに限らず、Ｔ
ＩＦＦやＰＩＣＴ等を用いても良い。また、ＲＡＷデータでもよいが、この場合には画像
再生の情報も画像データに付随させて情報記録媒体に記録することが必要である。上記の
場合には、それぞれの画像データに依存して、本実施例で示した画像再生処理部１４で施
される処理が変更されればよく、本発明は用いる画像データの種別には限定されない。更
に、この実施例でも、画像再生装置としてインクジェットプリンタを用いたが、これに限
らず、昇華プリンタや銀塩プリンタを用いてもよい。あるいは、ＣＲＴ，ＬＣＤやプラズ
マディスプレー等のソフトコピー表示装置を用いてもよい。これらの場合も用いたそれぞ
れのプリンタやソフトコピー表示装置に依存した処理を行うように、本実施例で示した画
像再生処理部１４での処理を変更すればよく、本発明は用いる画像再生装置に限定される
ものではない。また、この実施例では、ファイル領域に記録されるファイルが２種類とし
、一つは、画像再生する画像データファイルをその記録内容としてもつファイルで、もう
一つは画像データそのものを記録内容としてもつファイルとした。そして、本実施例では
それぞれのファイル名はそれぞれ’ＤＰＦｘｘｘ’及び’ＩＭＧｘｘｘ’としたが。本発
明としては、そのファイル名に限定されるものではなく、上記２種類のファイルが識別出
来ればよい。
【００８８】
本発明の画像再生システムは、上記のように任意でよいが予め決められた、ファイル名の
特徴を調べ、それが予め決められた特徴に対応するかを判断して、該ファイルに含まれる
内容が画像データであるか、画像再生すべきファイル名であるかを調べる。そして、画像
再生すべきファイル名が格納されているファイルに選択的にアクセスして、該ファイルに
格納されているファイル名を読みだして、該ファイル名に対応するファイルを読み込んで
、そのファイルに格納されている画像データについて画像再生を行うものである。
【００８９】
本実施例では、画像再生するファイル名を格納した、画像再生指示データファイルを区別
する手段として、ファイル名を用いたが、これに限定されるものではない。
【００９０】
例えば、本発明を実施する画像ファイル方法として、図８に示すファイル形式とすること
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もできる。図８ａから明らかな様に、この場合においては、画像再生指示データファイル
は、特別のファイルとしてファイル領域の先頭位置に格納される。この情報はルートディ
レクトリに記録され、参照される。即ち、本発明をこのように実施する時には、情報記録
媒体のファイル領域の先頭ファイルは画像再生指示データファイルに対応することになる
から、画像再生方法としては、情報記録媒体のファイル領域の先頭ファイルに記録されて
いる情報を読み出すことにより、画像再生すべき画像データを含む記録ファイルを容易に
選択でき、本発明を実施できる。また、ファイル領域の任意の位置に、画像再生指示デー
タファイル用の専用ファイル領域を準備し、それをルートディレクトリに記録することに
より、選択的に画像再生指示データファイルにアクセスすることもできる。従って、この
ような場合においても、本発明は実施できる。この場合、フローチャートは省略するが、
図７のステップ７０３のＤＰＦｘｘｘのファイルの代わりに図８ａ，ｃに示す画像再生指
示データファイルを探し、必要に応じて、図８ｂのＩＭＧｘｘｘで表わされる画像データ
をアクセスすればよい。
【００９１】
以上の様に、本発明の画像再生システムおよび装置は、前述のように、予め決められた画
像再生指示データの情報記録媒体上の記録位置および記録サイズを基に対応する位置の記
録データを解析して、その内容が予め決められた記録内容にどのように対応するかを判断
して、該記録情報媒体に記録されてる画像データを再生するかどうかを決める。従って、
情報記録媒体のデータ記録フォーマットに対応して、画像再生システムおよび装置で実施
される画像出力動作は夫々の実施例で異なる。前述までの実施例では、これらの動作フロ
ーは、その実施例で使用される記録フォーマットに対応した動作フローで表わされるプロ
グラムが、画像再生システム１０のシステム制御部１５のＲＡＭやハードデスクにそれぞ
れセットされる構成とした。
【００９２】
（マルチフォーマット対応）
しかしながら、本発明では、前述までの実施例で示した構成に限定されるものではなく、
動作フローも、情報記録媒体や通信回線を利用して、画像再生システム内にセットあるい
は再セットすることが可能である。この時の動作フローを図１０に示す。この動作フロー
で表わされるプログラムは、画像再生システム１０のシステム制御部１５のＲＡＭやハー
ドデスクにセットされる。本画像再生システム１０が電源投下等により立ち上げられると
、本動作フローで表わされるプログラムが読み出され実行される。この場合、格納されて
いたプログラムに応じてフォーマットで、画像ファイルが格納されていることを意味する
。つまり、例えば規格が統一されていない場合において、主要な複数種のフォーマットが
存在する場合、どのフォーマットで記録された媒体が、装填されても、そのフォーマット
に適切な処理を行うことが可能となる。例えば、図１、図４、図６、図８等のフォーマッ
トの種類があるとすると、図９のＰＲＧには、フォーマットに応じて、図３、図５、図７
（図８に対応したフローチャートは省略している）のいずれかが格納されている。
【００９３】
図１０に基づいて、本実施例について説明する。まず、ステップ１００１で、データ読み
取り部１２に情報記録媒体１１がセットされたかどうかが確認する。情報記録媒体１１が
セットされたことが確認されると、ステップ１００２に進み、セットされた情報記録媒体
１１に、画像出力制御プログラムＰＲＧが格納されているかどうかが確認される（図９の
ａ）。画像出力制御プログラムが格納されていることが確認されると、ステップ１００３
でこの画像出力制御プログラムが本システムのシステム制御部１５内にセットされる。
【００９４】
ステップ１００１で画像出力制御プログラムが格納されていないと判断されたときは、本
システムは、本システムのシステム制御部１５にセットされている画像出力制御プログラ
ム（デフォルトのプログラム例えば図３、図５、図７に示したフローチャートで表わされ
るプログラムの内の１つであってもよい）に従って動作をおこない（ステップ１００４）
、一連の動作が終了すると、本動作フローにもどる。次に、ステップ１００５で、セット
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された情報記録媒体１１を排出（イジェクト）して、動作を終了する。尚、本実施例を行
うためには、情報記録媒体１１に、画像出力制御プログラムが記録されていることが必要
である。図９に、情報記録媒体１１の画像記録媒体フォーマットを示す。ファイル領域に
、画像出力制御プログラムがＰＲＧという名称で記録されている。
【００９５】
本実施例では、上記名称のファイルがあるかどうかを確認することで、情報記録媒体に画
像出力制御プログラムが格納されているかどうかが確認される。尚、前述した様に、プロ
グラムの種類とフォーマットが１対１だとすると、プログラムの名称により、プログラム
の種類（例えば、図３、図５、図７に示されるプログラムの内にいずれかを識別する種類
）及びそのフォーマットの種類（例えば図１、図４、図６、図８に示されるフォーマット
のいずれか）を特定することになる。本発明では、情報記録媒体１１に画像出力制御プロ
グラムが格納され、それへのアクセス手段が画像再生システムおよび装置に与えられてい
ればよく、たとえば、決められた位置に上記ファイルがあり、その決められた位置が本発
明の画像再生システムおよび装置にセットされていれば、その情報を基に、前記情報記録
媒体の画像出力制御プログラムにアクセスすることもでき、本実施例の方法に限定される
ものではない。
【００９６】
（プログラムに直接アクセス）
前述の実施例では、情報記録媒体に画像出力制御プログラムが格納されている場合、一度
、その画像出力制御プログラムを画像再生システムのシステム制御部のメモリー等に格納
して、画像出力制御を行う構成としたが、これに限定されることなく、情報記録媒体に格
納されているプログラムに直接アクセスして、画像出力制御を行い、画像出力を行うこと
も可能である。この場合の動作フローを図１１にしめす。情報記録媒体に格納されている
画像出力プログラムに直接アクセスすることを除いて、その動作は前述の図１０の動作と
ほぼ同じであり、更なる説明は繰り返さない。ステップ１１０３で媒体に格納されている
プログラムに基づいて、出力制御を行っている。ステップ１１０２で媒体にプログラムが
格納されていない場合は、ステップ１１０４に進み、装置に格納されている画像出力プロ
グラムで出力制御を行う。
【００９７】
（スロット複数）
図１３に、本発明の更なる他の実施例における画像再生システム（装置）の構成を示す。
基本構成は、前述の実施例で示した、図２に示す構成とおなじである。本実施例では、新
たに、データ読み取り部に、情報記録媒体のスロットを設けたものであり、一つは、前述
の実施例と同様、画像データと該画像データの再生の有無を指示する画像再生指示データ
が記録される情報記録媒体用のスロットであり、一つは、本発明の画像再生システムの画
像出力動作を制御するためのプログラムが格納された媒体のためのものである。
【００９８】
図１２に、本実施例の動作フローを示す。本動作プログラムは、本画像再生システムのシ
ステム制御部のＲＡＭやハードデスク等にセットされる。本画像再生システムが電源投下
等により立ち上げられると、本動作フローが読み出され、実行される。
【００９９】
図１３において、まず、ステップ１２００において、情報記録媒体がスロットに装着され
たか否かを判断し、されていると判断された場合は、ステップ１２０１で、データ読み取
り部のプログラム用スロットに情報記録媒体１１がセットされているかどうかが確認され
る。セットされている場合は、ステップ１２０２に進み、情報記録媒体１１に画像出力制
御プログラムがあるかどうかについて確認される。画像出力制御プログラムが格納されて
いる場合は、ステップ１２０３に進み、情報記録媒体に格納されている画像出力制御プロ
グラムで、画像再生システムは制御され、画像出力が実行される。ステップ１２０２でプ
ログラム用スロットに情報記録媒体がセットされていない場合や、情報記録媒体に画像出
力制御プログラムが格納されていない場合は、画像データ用の記録媒体が、それ用のもう
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一つのスロットにセットされているのみだと判断し、或は誤って、プログラム用のスロッ
トに画像データ用の媒体がセットされていると判断してもよいが、ステップ１２０４に進
み、予めシステムにセットされている画像出力制御プログラムで、本画像再生システムは
制御され、画像出力が実行される。そして、本動作は終了する。尚、夫々のスロットにプ
ログラム用及び画像データ用の媒体が、夫々装着されている場合は、そのプログラムに基
づいて、セットされた画像データ用の媒体から、前述した様に、再生指示データに基づき
選択的に画像の再生処理を行うことはいうまでもない。
【０１００】
（画像再生システムの例）
次に、本実施例に適用できる画像再生システムのプリント部分の構造について説明する。
【０１０１】
本実施例を適用するレーザビームプリンタおよびインクジェットプリンタの構成について
図１４～図１５を参照しながら説明する。なお、本実施例を適用するプリンタは、レーザ
ビームプリンタおよびインクジェットプリンタに限られるものではなく、他のプリンタで
も良いことは明らかである。
【０１０２】
図１４は本発明を適用可能な第１の記録装置の構成を示す断面図であり、例えばレーザビ
ームプリンタ（ＬＢＰ）の場合を示す。
【０１０３】
図において、１５００はＬＢＰ本体（プリンタ）であり、外部に接続されているホストコ
ンピュータから供給される印刷情報（文字コード等）やフォーム情報あるいはマクロ命令
等を入力して記憶するとともに、それらの情報に従って対応する文字パターンやフォーム
パターン等を作成し、記録媒体である記録紙上に像を形成する。１０００はＬＢＰ本体１
５００全体の制御およびホストコンピュータから供給される文字情報等を解析するプリン
タ制御ユニットである。このプリンタ制御ユニット１０００は、主に文字情報を対応する
文字パターンのビデオ信号に変換してレーザドライバ１５０２に出力する。レーザドライ
バ１５０２は半導体レーザ１５０３を駆動するための回路であり、入力されたビデオ信号
に応じて半導体レーザ１５０３から発射されるレーザ光１５０４をオン・オフ切り換えす
る。レーザ光１５０４は回転多面鏡１５０５で左右方向に振らされて静電ドラム１５０６
上を走査露光する。これにより、静電ドラム１５０６上には文字パターンの静電潜像が形
成されることになる。この潜像は、静電ドラム１５０６周囲に配設された現像ユニット１
５０７により現像された後、記録紙に転写される。この記録紙にはカットシートを用い、
カットシート記録紙はＬＢＰ本体１５００に装着した用紙カセット１５０８に収納され、
給紙ローラ１５０９および搬送ローラ１５１０と搬送ローラ１５１１とにより、装置内に
取り込まれて、静電ドラム１５０６に供給される。尚、同様な構成で、カラー出力可能と
考えても良い。
【０１０４】
図１５は本発明を適用可能な第２の記録装置の構成を示す外観図であり、例えばインクジ
ェット記録装置（ＩＪＲＡ）の場合を示す。
【０１０５】
図において、駆動モータ５０１３の正逆回転に連動して駆動力伝達ギア５０１１，５００
９を介して回転するリードスクリュー５００５の螺旋溝５００４に対して係合するキャリ
ッジＨＣはピン（図示しない）を有し、ガイドレール５００３を介して矢印ａ，ｂ方向に
往復移動される。このキャリッジＨＣには、インクタンクＩＴとインクジェットヘッドＩ
ＪＨとを備えたインクジェットカートリッジＩＪＣが搭載されている。５００２は紙押え
板であり、キャリッジ移動方向にわたって紙をプラテン５０００に対して押圧する。尚、
ヘッドは、カラー出力可能なものである。また駆動は、ピエゾ、エアーフロー方式、昇華
型等ある方式に限定するものではない。
【０１０６】
５００７，５００８はフォトカプラで、キャリッジのレバー５００６のこの域での存在を
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確認して、駆動モータ５０１３の回転方向切り換え等を行うためのホームポジション検知
手段として機能する。５０１６は記録ヘッドの全面をキャップするキャップ部材５０２２
を指示する部材、５０１５はこのキャップ内を吸引する吸引手段で、キャップ内開口５０
２３を介して記録ヘッドの吸引回復を行う。５０１７はクリーニングブレードで、部材５
０１９により前後方向に移動可能となる。５０１８は本体支持板で、上記クリーニングブ
レード５０１７，部材５０１９を支持する。５０１２は吸引回復の吸引を開始するための
レバーで、キャリッジと係合するカム５０２０の移動に伴って移動し、駆動モータ５０１
３からの駆動力がクラッチ切り換え等の公知の伝達手段で移動制御される。
【０１０７】
これらのキャッピング，クリーニング，吸引回復は、キャリッジがホームポジション側領
域にきたときにリードスクリュー５００５の作用によってそれらの対応位置で所望の処理
が行えるように構成されているが、周知のタイミングで所望動作を行うように構成されて
いればよい。
【０１０８】
次に以上の本願発明を更に改良した実施例について説明する。
【０１０９】
（更に他の実施例）
次に、添付図面を参照して更に他の実施例における本発明による画像再生方法および画像
再生システム、装置の実施例について詳細に説明する。前述の発明の更なる改良である。
本例では、該装置において、画像再生指示データや画像データを表示する表示手段を有し
、一覧表示させたり、表示が増が再生画像であるか否かを示すマークを表示する点及び該
装置の出力可能枚数に基づいて、再生が増が全て出力することができるか否かを表示する
点に特徴がある。
【０１１０】
まず、図１６に本実施例における画像再生方法を行う画像再生システム（装置）を示す。
この画像再生装置（システム）は、情報記録媒体１１に記録された画像の中から所望の画
像を自動的に選択してその選択された画像データが表す画像を再生出力（プリント）する
装置（システム）である。前記情報記録媒体１１は、本実施例ではＣＦ（コンパクトフラ
ッシュメモリカード）を用いた。尚、これに限るものではなく、フロッピー等であっても
よい。詳しくは、画像再生システム（装置）１０は、情報記録媒体１１に記録されている
画像再生指示データ及び画像データの記録データを読みだして、該記録データをバス１６
に送出するデータ読み取り部１２と、本画像再生システム１０の各部を制御してシステム
全体の動作を制御するシステム制御部１５と、システム制御部１５の制御を受けてデータ
読み取り部１２で読み取られ、バス１６に送出された画像データを受けて、この画像デー
タを再生出力するための再生出力データに変換して出力する処理を行う画像再生処理部１
４と、前記再生出力データを受けて再生出力（プリント）する画像再生部１３と、画像再
生指示データに選択的にアクセスしてそのデータ内容を解析するデータ処理部１７０と、
データ処理部１７０の結果を受けて画像再生する画像を一覧表示するデータ表示部１８０
とから構成される。データ表示部１８０には、本実施例ではサムネール画像を表示した。
尚、これに限るものではなく、画像ファイル名等であっても良い。
【０１１１】
次に、図１７に本実施例における情報記録媒体の画像ファイル形式を示す。
【０１１２】
本実施例において、情報記録媒体は、予約領域、ファイルアロケーションテーブル、ルー
トディレクトリ及びファイル領域の４つの独立したエリアにマッピングされる。
【０１１３】
予約領域には、本情報記録媒体に関して、ルートディクトリ内のエントリ数、予約領域の
サイズ及びファイルアロケーションテーブル（ＦＡＴ）のサイズが記録される。
【０１１４】
ファイルアロケーションテーブルには、本情報記録媒体のファイル領域における情報記録
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媒体スペースの使われ方が記録される。
【０１１５】
ルートディレクトリには、本情報記録媒体に記録されているファイル名やサイズや位置等
の情報を示すディレクトリエントリ情報が記録される。
【０１１６】
ファイル領域には実際の画像データや画像再生指示データが記録される。
【０１１７】
本実施例では、ファイル領域に記録されるファイルとして少なくとも２種類のファイルを
用いた。一つは、画像データそのものを記録内容としてもつファイルであり、本実施例で
はＪＰＥＧデータの形式のファイルとした。このファイル名を以下説明の都合上‘ＸＸＸ
．ＪＰＧ’とする。尚、ファイル名は上記の形式に限定されるものでなく、画像ファイル
が分類できるものであれば良い。
【０１１８】
ＪＰＥＧ形式で記録された画像データは、本来の画像データを圧縮した形で画像データが
記録され、この圧縮した画像を復元して本来の画像データに戻すための情報も、ヘッダー
情報として画像データの一部として記録される。このヘッダー情報には画像サイズ等の情
報も含まれる。
【０１１９】
もう一つのファイルは、画像再生する画像データファイルとその付随情報を記録内容とし
てもつファイルである。本実施例では該ファイル名は‘ＡＵＴＰＲＩＮＴ．ＭＲＫ’とす
る。
【０１２０】
図１８に、‘ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫ’の記録内容の一例を示す。
【０１２１】
＜ＰＲＥ＞
ＣＩＦＦ＿ＶＥＲＳＩＯＮ＝１．００
は本ファイルのヘッダー情報である。
【０１２２】
画像再生される画像データファイルは、次のようにタグをつけて表現される。
【０１２３】
＜ＩＭＧ　ＳＲＣ＝“ＸＸＸ．ＪＰＧ”＞
画像再生されるデータファイルは＜＞で囲まれて示される。
【０１２４】
ＣＩＦＦ＿ＰＲＩＮＴ＿ＣＯＵＮＴ＝１は、付随情報を示すタグの一例であり、本実施例
では、そのすぐ前に示される画像再生データファイルのプリント枚数を示す。
【０１２５】
これにより、ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫの記録内容を調べることにより、画像再生する
画像データファイルと画像再生する枚数の総数を求めることができる。
【０１２６】
例えば、図１８に示す‘ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫ’ファイルは、
画像再生する画像データファイルは、‘Ａ００．ＪＰＧ’と‘Ａ０３．ＪＰＧ’であり、
画像再生する総枚数は３枚であることを示している。
【０１２７】
本ファイルは、パソコンやデジタルカメラの入力手段を用いて編集される。本ファイルは
、撮像時に再生の有無を判断して編集されると共に、一度蓄え、記録されたデータを読み
出して、再生の必要性を確認しながら再生が必要な画像に付加される等の操作時にも編集
される。
【０１２８】
次に、本実施例の画像再生システム（装置）１０の動作を説明する。
【０１２９】
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図１９に本実施例の画像再生システムの動作フローを示す。
【０１３０】
本動作フローで表わされるプログラムは、画像再生システム１０のシステム制御部１５の
ＲＡＭやハードデスク等にセットされる。
【０１３１】
本画像再生システム１０が電源投下等により立ち上げられると、本動作フローが読み出さ
れ実行される。
【０１３２】
まず，ステップ３０１で、データ読み取り部１２に情報記録媒体１１がセットされたかど
うか確認される。
【０１３３】
情報記録媒体１１がセットされたことが確認されると、ステップ３０２に進み、再生画像
確認を行うか判断される。再生画像確認を行うかどうかは予め、ユーザインターフェイス
のスイッチで与える。
【０１３４】
ここで、再生画像確認を行うと判断されるとステップ３１０に進み、再生画像確認を行わ
ないと判断されるとステップ３０３に進む。
【０１３５】
まず、ステップ３１０に進んだ場合について説明し、ついでステップ３０３に進んだ場合
について説明する。
【０１３６】
ステップ３１０では、データ読み取り部１２で情報記録媒体１１に記録されているファイ
ルの中のＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルが読み込まれる。読み込んだファイルは、
順にデータ処理部１７０に送られ、解析され、ステップ３１１でファイルの終了が確認さ
れる。ファイル終了が確認されない時は、ファイル内容が続いて解析され、ステップ３１
２でＴＡＧ“＜ＩＭＧ”の有無が確認される。ＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が確認されないときは
、ステップ３１１にもどり、ファイルの終了を確認しつつ、ファイル内容の解析が続けら
れる。ステップ３１２でＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が見つかると、ステップ３１３に進み、ＴＡ
Ｇ“＜ＩＭＧ”に続いて記録されてるファイル内容ＳＲＣ＝“ＸＸＸ．ＪＰＧ”＞から、
再生画像ファイル名“ＸＸＸ．ＪＰＧ”が読み込まれる。
【０１３７】
読み込んだ再生画像ファイル名をもとに、ステップ３１４で該再生画像ファイルに対応す
る表示用画像データを読み込み、データ表示部１８０に表示する。表示用画像データは本
実施例では、サムネール画像として予め準備されているものを用いた。
【０１３８】
本実施例では、表示用画像データはＪＰＥＧデータを用い、データ表示部１８０ではＣＲ
Ｔを画像表示装置として用いた。この為、データ処理部１７０では、ＪＰＥＧデータとし
て保存された表示用画像データを解凍してＲＧＢデータを求める処理、色処理および解像
度変換処理等の処理がなされる。
【０１３９】
データ表示がなされると、ステップ３１１に戻り、システムは、ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．Ｍ
ＲＫファイルを、ファイル終了を確認しつつ、その内容の解析を続ける。
【０１４０】
ファイル終了を確認するまで、ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルについて、ステップ
３１１、ステップ３１２、ステップ３１３およびステップ３１４を実行しながら、内容の
解析を行う。
【０１４１】
そして、再生画像ファイルは、データ表示部１８０に次々に付け加えられて表示され、そ
の一覧が表示される。図２３に表示の一例を示す。
【０１４２】
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ステップ３１１で、ファイルの終了が確認されると、ステップ３１５に進み、今までに確
認された画像について、画像再現を行うかどうかが判断される。この時、画像再生を行う
かどうかは、ユーザインターフェイスのスイッチで与える。
【０１４３】
画像再生を行うという判断がなされた時は、ステップ３０３に進み、画像再生を行う。
【０１４４】
画像再生を行わないと判断された時は、システムはその動作を終了する。
【０１４５】
以下、ステップ３０３に進んで、画像再生を行う動作フローについて説明する。
【０１４６】
ステップ３０３では、データ読み取り部１２で情報記録媒体１１に記録されているファイ
ルの中のＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルが読み込まれる。読み込んだファイルは、
順にデータ処理部１７０に送られ、解析され、ステップ３０４でファイルの終了が確認さ
れる。ファイル終了が確認されない時は、ファイル内容が続いて解析され、ステップ３０
５でＴＡＧ“＜ＩＭＧ”の有無が確認される。ＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が確認されないときは
、ステップ３０４にもどり、ファイルの終了を確認しつつ、ファイル内容の解析が続けら
れる。ステップ３０５でＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が見つかると、ステップ３０６に進み、ＴＡ
Ｇ“＜ＩＭＧ”に続いて記録されてるファイル内容ＳＲＣ＝“ＸＸＸ．ＪＰＧ”＞から、
再生画像ファイル名“ＸＸＸ．ＪＰＧ”が読み込まれる。
【０１４７】
読み込んだ再生画像ファイル名をもとに、ステップ３０７で該再生画像ファイルに格納さ
れている画像データが読まれ、ステップ３０８において、画像再生処理部１４で画像再生
出力（プリント）のための画像再生出力処理が実行され、画像再生出力データが生成され
る。
【０１４８】
生成された画像再生出力データは、ステップ３０９で、画像再生部１３にて再生出力（プ
リント）される。
【０１４９】
本実施例では、画像データはＪＰＥＧデータを用い、画像再生部１３ではインクジェット
プリンタを画像再生装置として用いた。この為、画像再生処理部１４では、ＪＰＥＧデー
タとして保存された画像データを解凍してＲＧＢデータを求める処理、色処理、解像度変
換処理及びハーフトーニング処理等の処理がなされる。
【０１５０】
画像再生出力（プリント）がなされると、ステップ３０４に戻り、システムは、ＡＵＴＯ
ＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルを、ファイル終了を確認しつつ、その内容の解析を続ける。
【０１５１】
ファイル終了を確認するまで、ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルについて、ステップ
３０４、ステップ３０５、ステップ３０６、ステップ３０７、ステップ３０８およびステ
ップ３０９を実行しながら、内容の解析を行う。
【０１５２】
ステップ３０４で、ファイルの終了が確認されると、システムはその動作を終了する。
【０１５３】
上述のようにして、本実施例の画像再生システムは、本実施例の画像ファイル方法で、デ
ータが記録された情報記録媒体から、所望の画像データを自動的に選んで、画像再生出力
を行うものである。従って、本実施例に示されるように、本発明の画像ファイル方法及び
画像再生方法を実施することにより、人手を介さずに、また、メモなどで所望の画像を指
定する事なく、自動的に、情報記録媒体に記録された画像データについて所望の画像デー
タを再生出力することができる。
【０１５４】
また、再生画像を確認する手段を設けたので、自動的に画像再生を行う前に、ユーザの指
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示により、容易に再生画像を確認することができる。
【０１５５】
なお、この実施例において、画像データおよび表示用画像データはＪＰＥＧデータとした
が、これに限らず、ＴＩＦＦやＰＩＣＴ等を用いても良い。また、ＲＡＷデータでもよい
が、この場合には画像再生の情報も画像データに付随させて情報記録媒体に記録すること
が必要である。上記の場合には、それぞれの画像データに依存して、本実施例で示した画
像再生処理部１４およびデータ処理部１７０で施される処理が変更されればよく、本発明
は用いる画像データの種別には限定されない。
【０１５６】
更に、この実施例では、画像再生装置としてインクジェットプリンタを用いたが、これに
限らず、昇華プリンタや銀塩プリンタを用いてもよい。また、データ表示装置としてＣＲ
Ｔを用いたが、これに限らず、ＬＣＤやプラズマディスプレーやＬＥＤあるいは各種プリ
ンタを用いてもよい。
【０１５７】
これらの場合も用いたそれぞれのプリンタやソフトコピー表示装置に依存した処理を行う
ように、本実施例で示した画像再生処理部１４およびデータ処理部１７０での処理を変更
すればよく、本発明は用いる画像再生装置およびデータ表示装置に限定されるものではな
い。
【０１５８】
本発明の画像再生システムは、画像再生指示データのファイル上の記録位置及び記録サイ
ズを基に対応する位置の記録データを解析して、その内容が予め決められた記録内容にど
のように対応するかを判断して、該ファイルに含まれる画像データを再生するかどうかを
決める。
【０１５９】
従って、ファイルに、画像データと当該画像データの再生の有無を指示する画像再生指示
データが記録されていればよく、記録位置、記録サイズ、記録内容や記録順番等には限定
されない。
【０１６０】
（他の実施例）
前述の実施例では、情報記録媒体に記録された画像データを自動的に再生する画像再生シ
ステムおよび装置において、画像再生を行う前に、再生画像を確認するために再生画像に
ついての情報をデータ表示部に一覧表示する例について示した。
【０１６１】
再生画像を確認する方法としては、他に、情報記録媒体に記録されている画像データに関
わる情報（画像そのものであっても良いし、画像ファイル名あるいはファイル番号等でも
良い）を表示し、その際に、画像再生するかしないかを表示する方法もある。以下、この
場合について、その実施例を説明する。
【０１６２】
本実施例における画像再生を行う画像システムは、前述の実施例の画像再生システムと同
様の構成を取る。
【０１６３】
次に、本実施例における画像再生システム１０の動作を説明する。
【０１６４】
図２０に本実施例の画像再生システムの動作フローを示す。
【０１６５】
本実施例の動作フローの一部は、前述の図４に示す動作フローと同じである。ステップ番
号が同じものの動作は同じであるので、ここでは重複して説明しない。
【０１６６】
前述の実施例と比べ、本実施例で大きく変わるのは再生画像確認を行うところの動作フロ
ーであるので、ここではこの部分の動作フローについて特に説明する。ここで説明のない
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動作フローについては、前述の説明を参照されたい。
【０１６７】
本動作フローは画像再生システム１０のシステム制御部１５のＲＡＭやハードデスク等に
セットされる。
【０１６８】
本画像再生システム１０が電源投下等により立ち上げられると、本動作フローが読み出さ
れ実行される。
【０１６９】
まず，ステップ３０１で、データ読み取り部１２に情報記録媒体１１がセットされたかど
うか確認される。
【０１７０】
情報記録媒体１１がセットされたことが確認されると、ステップ３０２に進み、再生画像
確認を行うか判断される。再生画像確認を行うかどうかは予め、ユーザインターフェイス
のスイッチで与える。
【０１７１】
ここで、再生画像確認を行うと判断されるとステップ５０１に進み、再生画像確認を行わ
ないと判断されるとステップ３０３に進む。
【０１７２】
ステップ３０３に進むと、ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫに記されている内容に従って、情
報記録媒体から、画像データが再生される。この動作フローは、本実施例でも前述の実施
例と同様である。
【０１７３】
以下、ステップ５０１に進んだ場合について説明する。
【０１７４】
ステップ５０１では、情報記録媒体の最初画像データが読み込まれ、ステップ５０２にお
いて、データ処理部１７０でデータ表示のための処理が施され、ステップ５０３で、デー
タ表示部１８０に画像データが表示される。
【０１７５】
本実施例では、画像データはＪＰＥＧデータを用い、データ表示部１８０ではＣＲＴを画
像表示装置として用いた。この為、データ処理部１７０では、ＪＰＥＧデータとして保存
された画像データを解凍してＲＧＢデータを求める処理、色処理および解像度変換処理等
の処理がなされる。
【０１７６】
次に、現在、データ表示部１８０に表示している画像データのファイル名を、ステップ５
０４で読み込む。
【０１７７】
ついで、ステップ５０５で、データ読み取り部１２で情報記録媒体１１に記録されている
ファイルの中のＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルが読み込み、読み込んだファイルを
順にデータ処理部１７０に送りその内容を解析する。ステップ５０６ではファイルの終了
が確認される。ファイルの終了が確認されると、ステップ５１１に進む。ステップ５１１
以下の動作は後に示す。
【０１７８】
ファイル終了が確認されない時は、ファイル内容が続いて解析され、ステップ５０７でＴ
ＡＧ“＜ＩＭＧ”の有無が確認される。ＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が確認されないときは、ステ
ップ５０６にもどり、ファイルの終了を確認しつつ、ファイル内容の解析が続けられる。
ステップ５０７でＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が見つかると、ステップ５０８に進み、ＴＡＧ“＜
ＩＭＧ”に続いて記録されてるファイル内容ＳＲＣ＝“ＸＸＸ．ＪＰＧ”＞から、再生画
像ファイル名“ＸＸＸ．ＪＰＧ”を読み込む。
【０１７９】
ステップ５０９で、読み込んだ再生画像ファイル名と現在表示している画像データのファ
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イル名が一致するかどうか判断される。一致しないと判断されたときは、ステップ５０６
にもどり、ファイルの終了を確認しつつファイル内容の解析が続けられる。ステップ５０
９でファイル名が一致すると判断された時は、ステップ５１０に進み、データ表示部１８
０に画像データとともに、現在表示されている画像が再生出力（プリント）される画像デ
ータであることを示す再生マークが示される。図２４に本実施例の表示部１８０における
表示の一例をしめす。図２４において、右下に示される”Ｐ”のマークが本画像が再生画
像であることを示す。一覧に表示される例等も本図で示している。
【０１８０】
ついで、ステップ５１１に進み、表示画像変更ボタンが押されたかどうか判断する。表示
画像変更ボタンが押されたと判断された時は、ステップ５１２で、次の画像データを情報
記録媒体から読み込み、ステップ５０２に戻り、画像表示処理を行い、フローに従って前
述の処理動作を再度行う。
【０１８１】
表示画像変更ボタンが押されないと判断した時は、ステップ５１３に進み、再生画像確認
終了ボタンが押されたどうか判断する。再生画像確認終了ボタンが押されたと判断した時
は、再生画像確認動作を終了し、ステップ３１５に進む。
【０１８２】
再生画像終了ボタンが押されないと判断した時は、ステップ５１１にもどり、表示画像変
更ボタンが押されたかどうかを判断し、前述の動作を繰り返す。
【０１８３】
ステップ３１５では、画像再生を行うかどうかを判断する。
【０１８４】
この時、画像再生を行うかどうかは、ユーザインターフェイスのスイッチで与える。
【０１８５】
画像再生を行うという判断がなされた時は、ステップ３０３に進み、画像再生を行う。
【０１８６】
画像再生を行わないと判断された時は、システムはその動作を終了する。
【０１８７】
以下、ステップ３０３に進んで、画像再生を行う動作フローについて説明する。
【０１８８】
ステップ３０３では、データ読み取り部１２で情報記録媒体１１に記録されているファイ
ルの中のＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルが読み込まれる。読み込んだファイルは、
順にデータ処理部１７０に送られ、解析され、ステップ３０４でファイルの終了が確認さ
れる。ファイル終了が確認されない時は、ファイル内容が続いて解析され、ステップ３０
５でＴＡＧ“＜ＩＭＧ”の有無が確認される。ＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が確認されないときは
、ステップ３０４にもどり、ファイルの終了を確認しつつ、ファイル内容の解析が続けら
れる。ステップ３０５でＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が見つかると、ステップ３０６に進み、ＴＡ
Ｇ“＜ＩＭＧ”に続いて記録されてるファイル内容ＳＲＣ＝“ＸＸＸ．ＪＰＧ”＞から、
再生画像ファイル名“ＸＸＸ．ＪＰＧ”が読み込まれる。
【０１８９】
読み込んだ再生画像ファイル名をもとに、ステップ３０７で該再生画像ファイルに格納さ
れている画像データが読まれ、ステップ３０８において、画像再生処理部１４で画像再生
出力（プリント）ための画像再生出力処理が実行され、画像再生出力データが生成される
。
【０１９０】
生成された画像再生出力データは、ステップ３０９で、画像再生部１３にて再生出力（プ
リント）される。
【０１９１】
本実施例では、画像データはＪＰＥＧデータを用い、画像再生部１３ではインクジェット
プリンタを画像再生装置として用いた。この為、画像再生処理部１４では、ＪＰＥＧデー
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タとして保存された画像データを解凍してＲＧＢデータを求める処理、色処理、解像度変
換処理及びハーフトーニング処理等の処理がなされる。
【０１９２】
画像再生出力（プリント）がなされると、ステップ３０４に戻り、システムは、ＡＵＴＯ
ＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルを、ファイル終了を確認しつつ、その内容の解析を続ける。
【０１９３】
ファイル終了を確認するまで、ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルについて、ステップ
３０４、ステップ３０５、ステップ３０６、ステップ３０７、ステップ３０８およびステ
ップ３０９を実行しながら、内容の解析を行う。
【０１９４】
ステップ３０４で、ファイルの終了が確認されると、システムはその動作を終了する。
【０１９５】
上述のようにして、本実施例の画像再生システムは、本実施例の画像ファイル方法でデー
タが記録された情報記録媒体から所望の画像データを自動的に選んで、画像再生出力を行
うものである。従って、本実施例に示されるように、本発明の画像ファイル方法及び画像
再生方法を実施することにより、人手を介さずに、また、メモなどで所望の画像を指定す
る事なく、自動的に、情報記録媒体に記録された画像データについて所望の画像データを
再生出力することができる。
【０１９６】
また、再生画像を確認する手段を設けたので、自動的に画像再生を行う前に、ユーザの指
示により、容易に再生画像を確認することができる。
【０１９７】
なお、この実施例において、画像データはＪＰＥＧデータとしたが、これに限らず、ＴＩ
ＦＦやＰＩＣＴ等を用いても良い。また、ＲＡＷデータでもよいが、この場合には画像再
生の情報も画像データに付随させて情報記録媒体に記録することが必要である。上記の場
合には、それぞれの画像データに依存して、本実施例で示した画像再生処理部１４および
データ処理部１７０で施される処理が変更されればよく、本発明は用いる画像データの種
別には限定されない。
【０１９８】
更に、この実施例では、画像再生装置としてインクジェットプリンタを用いたが、これに
限らず、昇華プリンタや銀塩プリンタを用いてもよい。また、データ表示装置としてＣＲ
Ｔを用いたが、これに限らず、ＬＣＤやプラズマディスプレーやＬＥＤあるいは各種プリ
ンタを用いてもよい。
【０１９９】
これらの場合も用いたそれぞれのプリンタやソフトコピー表示装置に依存した処理を行う
ように、本実施例で示した画像再生処理部１４およびデータ処理部１７０での処理を変更
すればよく、本発明は用いる画像再生装置およびデータ表示装置に限定されるものではな
い。
【０２００】
本発明の画像再生システムは、画像再生指示データのファイル上の記録位置及び記録サイ
ズを基に対応する位置の記録データを解析して、その内容が予め決められた記録内容にど
のように対応するかを判断して、該ファイルに含まれる画像データを再生するかどうかを
決める。
【０２０１】
従って、ファイルに、画像データと当該画像データの再生の有無を指示する画像再生指示
データが記録されていればよく、記録位置、記録サイズ、記録内容や記録順番等には限定
されない。
【０２０２】
（他の実施例）
再生画像を確認する方法として、再生画像を一覧表示する方法と、情報記録媒体に記録さ
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れている画像データを個々に表示し、その画像が再生画像であるときは、それを示すマー
クを画像データとともに表示する方法をあげ、それらについて詳しく説明してきた。
【０２０３】
再生画像を確認する更なる方法として、例えば、情報記録媒体に記録されている画像デー
タを一覧表示し、一覧表示中の個々の画像について、それが再生画像である時はその旨を
表示する方法がある。
【０２０４】
図１０に上記の実施例についての表示例を示す。表示部には、情報記録媒体に記録されて
いる画像データが一覧表示される。本実施例では、表示画像としてサムネール画像を用い
た。また、再生画像である画像には、サムネール画像の右下に“Ｐ”のマークを同時に表
示した。再生画像であることは、前述の方法だけに限定されるもではなく、例えば、色味
を他の画像とかえる方法とか、該当する画像には枠をつけるとかあるいははずすとかのよ
うな方法もある。
【０２０５】
本実施例を画像出力システム及び装置で実際に動作させる手順は、前述の２通りの方法を
実施する手順を修正することにより得られるので、ここでは特に説明はしない。
【０２０６】
（他の実施例）
更に、本発明の他の実施例について説明する。
【０２０７】
本発明の趣旨は、情報記録媒体に記録された画像データを自動的に画像再生する装置にお
いて、再生する画像を容易に確認することにある。このため、画像再生する画像データを
特定するための画像再生指示データファイルがあり、このファイルの内容を画像再生を行
う前に把握する手段を設けたものである。
【０２０８】
この機能を利用することにより、印刷可能枚数が、印刷する枚数より少ない時に、自動プ
リントでおこる動作エラー等について、警告を行うことが可能となる。
【０２０９】
以下、この場合についての実施例について説明する。
【０２１０】
図２１に本実施例における画像再生方法を行う画像再生システム（装置）を示す。
【０２１１】
この画像再生装置（システム）は、情報記録媒体１１に記録された画像の中から所望の画
像を自動的に選択して、その選択された画像データが表す画像再生出力（プリント）する
装置（システム）であり、この時、この画像装置で出力可能なプリント枚数と、自動的に
出力する画像の枚数を調べ、出力する枚数が出力可能なプリント枚数を超えている場合に
、表示手段にて警告を表示し、出力を留保させ、出力エラーとなることを回避させること
のできる装置である。
【０２１２】
このため、本実施例の装置６０には、前述の実施例の装置とくらべ、システム状態検知部
２０を付加した。本実施例のシステム（装置）では、画像再生部１３で画像再生装置とし
てインクジェットプリンタを用いた。インクジェットプリンタのプリント枚数は、供給さ
れる各色インクの総量とプリント用紙の枚数により与えられる。このため、本実施例では
、システム検知部２０には、インクジェットプリンタのインクタンク容量を光学的にモニ
ターするためのしくみと、用紙の枚数をその厚みからモニターするためのしくみを設けた
。これにより、現在のインクジェットプリンタの出力可能枚数を常時検知することができ
る。レーザビームプリンタ或はその他のプリンタにおいても同様に適用可能である。
【０２１３】
他の構成部位は、前述の実施例と同様である。
【０２１４】
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次に、本実施例における画像再生システム６０の動作を説明する。
【０２１５】
図２２に本実施例の画像再生システムの動作フローを示す。
【０２１６】
本動作フローは画像再生システム６０のシステム制御部１５のＲＡＭやハードデスク等に
セットされる。
【０２１７】
本画像再生システム６０が電源投下等により立ち上げられると、本動作フローが読み出さ
れ実行される。
【０２１８】
まず，ステップ７００で、データ読み取り部１２に情報記録媒体１１がセットされたかど
うか確認される。
【０２１９】
情報記録媒体１１がセットされたことが確認されると、ステップ７０１で初期設定がなさ
れ、総プリント枚数をセットするカウンターＴＰＣＮに値０がセットされ、画像ごとのプ
リント枚数をセットするカウンターＰＣＮに値０がセットされる。
【０２２０】
ステップ７０２に進み、データ読み取り部１２で情報記録媒体１１に記録されているファ
イルの中のＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルが読み込まれる。読み込んだファイルは
、順にデータ処理部１７０に送られ、解析され、ステップ７０３でファイルの終了が確認
される。
【０２２１】
ファイルの終了が確認されると、ステップ７０９で、カウンターＴＰＣＮにカウンタＰＣ
Ｎの値が加算される。この時得られた、カウンターＴＰＣＮの値が画像再生（プリント）
される総数である。
【０２２２】
ファイル終了が確認されない時は、ファイル内容が続いて解析され、ステップ７０４でＴ
ＡＧ“＜ＩＭＧ”の有無が確認される。
【０２２３】
ＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が確認されると、ステップ７０７に進み、カウンターＴＰＣＮに現在
カウンタＰＣＮが保持している値が加算される。そしてステップ７０８に進み、そこでカ
ウンターＰＣＮの値が１にセットされ、動作フローはステップ７０３にもどり、ファイル
内容の解析が進められる。
【０２２４】
ＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が確認されないときは、ステップ７０５に進み、ファイル内容にＴＡ
Ｇ“ＣＩＦＦ＿ＰＲＩＮＴ＿ＣＯＵＮＴ＝”があるかどうか確認される。
【０２２５】
ＴＡＧ“ＣＩＦＦ＿ＰＲＩＮＴ＿ＣＯＵＮＴ＝”が確認されない時は、ステップ７０３に
戻り、ファイル内容の解析が続けられる。
【０２２６】
ＴＡＧ“ＣＩＦＦ＿ＰＲＩＮＴ＿ＣＯＵＮＴ＝”が確認された時は、ステップ７０５で、
　ＴＡＧ“ＣＩＦＦ＿ＰＲＩＮＴ＿ＣＯＵＮＴ＝”にＣＩＦＦ＿ＰＲＩＮＴ＿ＣＯＵＮＴ
＝”Ｘ“の形でセットされている値”Ｘ“をカウンターＰＣＮにセットする。そして、ス
テップ７０３に戻り、ファイル内容の解析を続ける。
【０２２７】
ステップ７１０は、ステップ７０９に続いて実行され、ここでは、システム状態検知部２
０から、装置（システム）の出力可能枚数を読み出す。
【０２２８】
続いて、ステップ７１１で、ステップ７０９で求めたカウンターＴＰＣＮの値とステップ
７１０で読み込んだ出力可能枚数について比較する。
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【０２２９】
カウンターＴＰＣＮの値が出力可能枚数より大きいときは、ステップ７２４に進み、デー
タ表示部１８０に警告表示を行い、本システムの動作を終了する。
【０２３０】
カウンターＴＰＣＮの値が出力可能枚数以下のときは、ステップ７１２に進み、画像再生
出力（プリント）を行う。
【０２３１】
以下、ステップ７１２に進んで、画像再生を行う動作フローについて説明する。
【０２３２】
ステップ７１２で初期設定がなされ、画像ごとのプリント枚数をセットするカウンターＰ
ＣＮに値０がセットされる。
【０２３３】
ついで、ステップ７１３で、データ読み取り部１２で情報記録媒体１１に記録されている
ファイルの中のＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルを読み込む。読み込んだファイルは
、順にデータ処理部１７０に送られて解析され、ステップ３０４でファイルの終了が確認
される。
【０２３４】
ファイルの終了を確認すると、ステップ７２２に進み、カウンターＰＣＮの値が０かどう
か調べ、カウンターＰＣＮの値が０であるときは、本システムはその動作を終了し、カウ
ンターＰＣＮの値が０でなければ、ステップ７２３に進んでファイル名一時記憶フォルダ
ーＰＦＮに記録されているファイル名に対応する画像データをＰＣＮ枚ほど出力し、本シ
ステムの動作を終了する。
【０２３５】
ファイル終了が確認されない時は、ファイル内容を続いて解析し、ステップ７１５でＴＡ
Ｇ“＜ＩＭＧ”の有無が確認される。
【０２３６】
ＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が確認されないときは、ステップ７１６に進み、ＴＡＧ“ＣＩＦＦ＿
ＰＲＩＮＴ＿ＣＯＵＮＴ＝”の有無を確認し、　ＴＡＧ“ＣＩＦＦ＿ＰＲＩＮＴ＿ＣＯＵ
ＮＴ＝”が確認された時は、ＣＩＦＦ＿ＰＲＩＮＴ＿ＣＯＵＮＴ＝Ｘの形で与えられる値
”Ｘ”をカウンターＰＣＮにセットし、ステップ７１４に戻り、ファイルの終了を確認し
つつ、ファイル内容の解析を続ける。ステップ７１５でＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が見つかると
、ステップ７１８に進み、カウンタＰＣＮの値が０かどうかを調べ、０であるときはステ
ップ７２０に進み、０でないときは、ステップ７１９で、ファイル名一時記憶フォルダー
ＰＦＮに記録されているファイル名に対応する画像データをＰＣＮ枚ほど出力してステッ
プ７２０に進む。ステップ７２０では、ＴＡＧ“＜ＩＭＧ”にひきつづいて記録されてい
るファイル名を読み込み、ファイル名一時記憶フォルダーＰＦＮにセットする。
【０２３７】
そして、ステップ７２１で、カウンターＰＣＮに値１をセットして、ステップ７１４に戻
り、ファイルの終了を確認しつつ、ファイル内容の解析を続ける。
【０２３８】
本実施例では、画像データはＪＰＥＧデータを用い、画像再生部１３ではインクジェット
プリンタを画像再生装置として用いた。この為、画像再生処理部１４では、ＪＰＥＧデー
タとして保存された画像データを解凍してＲＧＢデータを求める処理、色処理、解像度変
換処理及びハーフトーニング処理等の処理がなされる。
【０２３９】
上述のようにして、本実施例の画像再生システムは、本実施例の画像ファイル方法で、デ
ータが記録された情報記録媒体から、所望の画像データを自動的に選んで、画像再生出力
を行うものである。従って、本実施例に示されるように、本発明の画像ファイル方法及び
画像再生方法を実施することにより、人手を介さずに、また、メモなどで所望の画像を指
定する事なく、自動的に、情報記録媒体に記録された画像データについて所望の画像デー
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タを再生出力することができる。
【０２４０】
また、再生画像の総出力枚数とシステム（装置）で現在出力できる出力可能枚数を確認す
る手段と、出力可能枚数が総出力枚数より大きいかどうかを判断する手段およびそれに応
じて警告を表示する手段を設けたので、自動的に画像再生を行う前に、出力が可能かどう
かについて、ユーザは容易に確認することができ、出力エラーを防止することができる。
【０２４１】
なお、この実施例においても、画像データはＪＰＥＧデータとしたが、これに限らず、Ｔ
ＩＦＦやＰＩＣＴ等を用いても良い。また、ＲＡＷデータでもよいが、この場合には画像
再生の情報も画像データに付随させて情報記録媒体に記録することが必要である。上記の
場合には、それぞれの画像データに依存して、本実施例で示した画像再生処理部１４で施
される処理が変更されればよく、本発明は用いる画像データの種別には限定されない。
【０２４２】
更に、この実施例でも、画像再生装置としてインクジェットプリンタを用いたが、これに
限らず、昇華プリンタや銀塩プリンタを用いてもよい。あるいは、ＣＲＴ，ＬＣＤやプラ
ズマディスプレー等のソフトコピー表示装置を用いてもよい。これらの場合も用いたそれ
ぞれのプリンタやソフトコピー表示装置に依存した処理を行うように、本実施例で示した
画像再生処理部１４およびシステム状態検知部２０での処理およびモニター手段を変更す
ればよく、本発明は用いる画像再生装置に限定されるものではない。例えば、昇華プリン
タの場合は、昇華染料はシートの形状で与えられ、一枚プリントするための必要面積と予
め装置にセットされるシートの総面積は既知であるから、現在までのプリント枚数を記憶
保持しておくことにより、これから、プリント可能枚数をしることができる。
【０２４３】
以上述べてきたように、本発明の趣旨は、情報記録媒体に記録された画像データを自動的
に画像再生する装置において、再生する画像を容易に確認することにある。この為、画像
再生する画像データを特定するための画像再生指示データファイルがあり、このファイル
の内容を画像再生を行う前に把握する手段を設けたものである。これにより、容易に再生
画像を確認して、データ表示手段に再生画像の一覧を表示したり、データ表示手段に表示
した画像に再生画像であることを示す印を付加したり、また、再生出力可能枚数と総出力
枚数を比較して、出力可能枚数が足りないときには、警告表示をして、出力エラーを防止
することにある。
【０２４４】
従って、本発明は、前述の実施例に示した手順や装置構成等に限定されることなく、本発
明の上記主旨内において、様々な手順、アルゴリズムや装置構成において実施することが
できる。
【０２４５】
次に、本願発明の更なる改良について、説明する。
【０２４６】
（更に他の実施例）
次に、添付図面を参照して更に他の実施例について、本発明による情報記録媒体データ編
集方法について詳細に説明する。
【０２４７】
本例では、再生指示データに対応した画像データが情報記録媒体になかった場合の出力エ
ラーを防止する点に特徴があり、画像再生データにアクセスする手段を持ち、消去する画
像データに再生指示データが付されている場合は、その再生指示データも消去する様にし
、画像がデータが無い場合は、その再生出力動作をスキップするところに特徴がある。
【０２４８】
まず、図２５に本実施例における情報記録媒体データ編集方法を行うシステムを示す。
【０２４９】
この情報記録媒体編集データシステムは、情報記録媒体１１に記録された画像データ及び
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画像再生指示データにアクセスして、情報記録媒体に記録さている画像データを削除した
り、画像データについてそれを再生するかどうかの指示を与え、情報記録媒体のデータを
編集するものである。
【０２５０】
前記情報記録媒体１１は、本実施例ではＣＦ（コンパクトフラッシュメモリカード）を用
いた。尚、これに限るものではなく、フロッピー等であってもよい。
【０２５１】
詳しくは、情報記録媒体データ編集システム１０は、情報記録媒体１１に記録されている
画像再生指示データ及び画像データの記録データにアクセスして、該記録データをバス１
６に送出したり、システムでなされた結果を情報記録媒体に記録したりする情報記録媒体
アクセス部１２０と、本情報記録媒体データ編集システム１０の各部を制御してシステム
全体の動作を制御するシステム制御部１５と、システム制御部１５の制御及びユーザイン
ターフェイス部１９０で与えられるユーザの指示を受けて、情報記録媒体アクセス部１２
０で情報記録媒体に記録されているデータを読みとり、バス１６を介してえられた画像デ
ータや画像再生指示データを表示する情報記録媒体データ表示部を有し、ユーザから与え
られる画像交換指示情報、画像データ消去指示情報及び画像再生指示情報を得るユーザイ
ンターフェイス部１９０とから構成される。
【０２５２】
本実施例における情報記録媒体の画像ファイル形式は図１７を流用する。
【０２５３】
‘ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫ’の記録内容の一例は、図１８を流用する。
【０２５４】
本実施例の場合、本ファイルは、デジタルカメラ等の画像入力手段、パソコン等あるいは
本発明のような情報記録媒体データ編集システムにより生成される。
【０２５５】
図２６に本実施例のユーザインターフェイス部１９０の表示画面を示す。図中、４１は情
報記録媒体データ表示部を兼ね、ここに情報記録媒体１１に記録されている画像データや
画像再生指示データが表示される。画像右下に表示されているマーク“Ｐ”がこの画像は
画像再生されるデータであることを示している。ボタン４２は画像を交換するボタンであ
り、このボタンを押すことにより、情報記録媒体に記録されている順番に従って、現在表
示されている画像の一つ前に記録されている画像データが、領域４１に表示される。ボタ
ン４３も画像を交換するボタンであり、このボタンを押すことにより、情報記録媒体に記
録されている順番に従って、現在表示されている画像の一つ後に記録されている画像デー
タが、領域４１に表示される。ボタン４４は情報記録媒体に記録されている画像を消去す
るためのボタンであり、このボタンを押すことにより、現在表示されている画像に対応す
る画像データが情報記録媒体から消去される。ボタン４５は、画像データについて、該画
像が画像再生（プリント）される画像であることを指示する為のボタンである。このボタ
ンを押すと、現在表示されている画像データについて、その情報記録媒体に記録されてい
るファイル名が読み出され、（本実施例では、現在表示されている画像データのファイル
名はシステム制御部１５に一時保持データとして保持されている。）、情報記録媒体のＡ
ＵＴＯＰＲＩＮＴ。ＭＲＫファイルに書き込まれる。すでに画像再生指示が与えらている
画像データについて、再度、このボタンが押された時はその動作は無視される。ボタン４
６は、画像データについて、該画像の画像再生（プリント）をキャンセルすることを指示
する為のボタンである。このボタンを押すと、現在表示されている画像データについて、
その情報記録媒体に記録されているファイル名が読み出され、（本実施例では、現在表示
されている画像データのファイル名はシステム制御部１５に一時保持データとして保持さ
れている。）、これと一致して、情報記録媒体のＡＵＴＯＰＲＩＮＴ。ＭＲＫファイルに
書き込まれているファイル名を消去する。本ボタンは、すでに画像再生指示が与えらてい
る画像データについてのみ有効であり、それ以外の画像についてはこのボタンの動作は無
視される。
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【０２５６】
次に、本発明の特徴的な動作について、本実施例の情報記録媒体データ編集システム１０
の動作を説明する。本実施例では、ユーザインターフェイス部から画像データ消去の指示
が与えられると、該画像データが画像再生指示されていないかどうか検索され、画像再生
指示されている時は画像再生指示が解除される。すなわち、該ファイル名がＡＵＴＯＰＲ
ＩＮＴ。ＭＲＫに記載されているかどうか検索され、記載されている時は該ファイル名が
ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ。ＭＲＫファイルから消去される。
【０２５７】
図２７に本実施例の情報記録媒体データ編集システムの上記動作についてのフロー図を示
す。
【０２５８】
本動作フローで表わされるプログラムは、情報記録媒体データ編集システム１０のシステ
ム制御部１５のＲＡＭやハードデスク等にセットされる。
【０２５９】
本情報記録媒体データ編集システム１０が立ち上げられ、本動作の実行が選択されると、
本動作フローが読み出され実行される。
【０２６０】
まず，ステップ５０１で、消去ボタンが押されたかどうか確認される。本動作は、消去ボ
タンが押されることにより実質的に開始する。
【０２６１】
消去ボタンが押されたことが確認されると、ステップ５０２に進んで、現在表示されてい
る画像データのファイル名が読み込まる。そして、ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイル
の内容が解析される。ステップ５０３で、読み込んだ表示画像ファイル名がＡＵＴＯＰＲ
ＩＮＴ．ＭＲＫファイルにあるかどうか調べられる。ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ。ＭＲＫファイ
ル中に表示画像ファイル名がある時は、該ファイル名はＡＵＴＯＰＲＩＮＴ。ＭＲＫファ
イルから削除される。そして、表示画像ファイルが情報記録媒体から消去される。該ファ
イル名がＡＵＴＯＰＲＩＮＴ。ＭＲＫファイルにないときは、本画像は再生画像ではない
から、画像データを消去しても再生画像出力時に問題は生じないので、情報記録媒体から
表示画像ファイルが消去される。
【０２６２】
本実施例では、情報記録媒体に記録されている画像データを個々に表示して、該画像デー
タについて消去するかどうかを判断する構成としたが、本発明はこれに限定されるもので
はない。
【０２６３】
本発明の主旨は、情報記録媒体中に、画像データと画像データについて再生出力するかど
うかを指示するデータが記録されていて、情報記録媒体のデータを編集する時にあたって
、画像データを消去する時に、該画像データが再生指示されているかどうかを調べ、該画
像データが再生指示されている場合は、この再生指示データも解除することにある。従っ
て、上記の主旨を逸脱しない範囲において、さまざまな手段が考えられる。例えば、画像
データを一覧表示し、マウス等で画像を選択して、消去動作を行う場合や、ファイルエデ
ィタ等で情報記録媒体のファイルを直接編集する場合でも、本発明は実行できる。
【０２６４】
以上、説明したように、本発明によれば、
画像データの消去指示に基づいて、該画像データに関する画像再生指示データを消去する
手段を持つので、画像データ消去に伴って、該画像データの画像再生指示データも消去さ
れるので、画像再生動作にあたって、画像再生すべき画像データがないというようなこと
はなくなり、画像再生動作がエラー終了することは防止される。
【０２６５】
（他の実施例）
本発明の他の実施例を以下に述べる。本発明の目的とすることは、情報記録媒体中に記録
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されている画像データと再生指示データにおいて矛盾が生じると、画像再生にあたり、そ
の動作がエラーとなることを防止することにある。この為、前述の実施例では、情報記録
媒体に記録されていた画像データが消去される時は、画像再生指示データについて調べ、
消去される画像データについて再生指示が与えられている時はこれを解除する手段を設け
た。
【０２６６】
以下で、説明する実施例においては、再生指示データが与えられているが、その画像デー
タそのものが、情報記録媒体にない場合は、該再生指示データを無視して、画像再生動作
の実行を進めていく手段を設けたものである。これにより、画像再生指示が立っているが
実際の画像はないというような、情報記録媒体中に記録されている画像データと再生指示
データにおいて矛盾が生じていても、画像再生にあたり、その動作がエラーとならず実行
される。
【０２６７】
図２８に本実施例における画像再生方法を行う画像再生システム（装置）を示す。
【０２６８】
この画像再生装置（システム）は、情報記録媒体１１に記録された画像の中から所望の画
像を自動的に選択してその選択された画像データが表す画像を再生出力（プリント）する
装置（システム）である。前記情報記録媒体１１は、本実施例ではＣＦ（コンパクトフラ
ッシュメモリカード）を用いた。尚、これに限るものではなく、フロッピー、ＤＶＤ等で
あってもよい。
【０２６９】
詳しくは、画像再生システム（装置）１０は、情報記録媒体１１に記録されている画像再
生指示データ及び画像データの記録データを読みだして、該記録データをバス１６に送出
するデータ読み取り部１２と、本画像再生システム１０の各部を制御してシステム全体の
動作を制御するシステム制御部１５と、システム制御部１５の制御を受けてデータ読み取
り部１２で読み取られ、バス１６に送出された画像データを受けて、この画像データを再
生出力するための再生出力データに変換して出力する処理を行う画像再生処理部１４と、
前記再生出力データを受けて再生出力（プリント）する画像再生部１３と、画像再生指示
データに選択的にアクセスしてそのデータ内容を解析するデータ処理部１７０と、データ
処理部１７０及びシステム制御部１５の結果を受けてシステム動作状態を表示するシステ
ム表示部１８０とから構成される。
【０２７０】
本実施例における情報記録媒体の画像ファイル形式は、前述の実施例で説明したファイル
形式と同様であるので、ここで再度説明はしない。前に説明したように、ＡＵＴＯＰＲＩ
ＮＴ．ＭＲＫの記録内容を調べることにより、画像再生する画像データファイルを求める
ことができる。また、ルートディレクトリを調べることにより、情報記録媒体に記録され
ているファイル名を得ることができる。
【０２７１】
情報記録媒体の内容は、パソコンやデジタルカメラの入力手段を用いて編集される。また
、ＰＣ等によっても編集される。
【０２７２】
次に、本実施例の画像再生システム（装置）１０の本発明に関わる特徴的な動作を説明す
る。
【０２７３】
図２９に本実施例の画像再生システムの動作フローを示す。
【０２７４】
本動作フローで表わされるプログラムは、画像再生システム６０のシステム制御部１５の
ＲＡＭやハードデスク等にセットされる。
【０２７５】
本画像再生システム１０が電源投下等により立ち上げられると、本動作フローが読み出さ
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れ実行される。
【０２７６】
まず，ステップ７０１で、データ読み取り部１２に情報記録媒体１１がセットされたかど
うか確認される。
【０２７７】
情報記録媒体１１がセットされたことが確認されると、ステップ７０２に進んで、データ
読み取り部６１で情報記録媒体１１に記録されているファイルの中のＡＵＴＯＰＲＩＮＴ
．ＭＲＫファイルが読み込まれる。読み込んだファイルは、順にデータ処理部６５に送ら
れ、解析され、ステップ７０３でファイルの終了が確認される。ファイル終了が確認され
ない時は、ファイル内容が続いて解析され、ステップ７０４でＴＡＧ“＜ＩＭＧ”の有無
が確認される。ＴＡＧ“＜ＩＭＧ”が確認されないときは、ステップ７０３にもどり、フ
ァイルの終了を確認しつつ、ファイル内容の解析が続けられる。ステップ７０４でＴＡＧ
“＜ＩＭＧ”が見つかると、ステップ７０５に進み、ＴＡＧ“＜ＩＭＧ”に続いて記録さ
れてるファイル内容ＳＲＣ＝“ＸＸＸ．ＪＰＧ”＞から、再生画像ファイル名“ＸＸＸ．
ＪＰＧ”が読み込まれる。
【０２７８】
読み込んだ再生画像ファイル名をもとに、ステップ７０６で該再生画像ファイル名対応す
るファイルが情報記録媒体にあるかどうか調べられる。
【０２７９】
該ファイルが情報記録媒体にある場合は、情報記録媒体から格納されている画像データが
、ステップ７０７で読まれ、ステップ７０８において、画像再生処理部１４で画像再生出
力（プリント）のための画像再生出力処理が実行され、画像再生出力データが生成され、
画像再生部１３にて再生出力（プリント）される。
【０２８０】
該ファイルが情報記録媒体にない場合には、ステップ７０９に進んで、該再生画像ファイ
ル名が一時記録領域に記憶される。この時、再生出力動作はスキップされ、システムの動
作はステップ７０３に戻る。
【０２８１】
本実施例では、画像データはＪＰＥＧデータを用い、画像再生部１３ではインクジェット
プリンタを画像再生装置として用いた。この為、画像再生処理部１４では、ＪＰＥＧデー
タとして保存された画像データを解凍してＲＧＢデータを求める処理、色処理、解像度変
換処理及びハーフトーニング処理等の処理がなされる。
【０２８２】
画像再生出力（プリント）がなされると、ステップ７０３に戻り、システムは、ＡＵＴＯ
ＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルを、ファイル終了を確認しつつ、その内容の解析を続ける。
【０２８３】
ファイル終了を確認するまで、ＡＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルについて、ステップ
７０４、ステップ７０５、ステップ７０６、ステップ７０７、ステップ７０８およびステ
ップ７０９を実行しながら、内容の解析を行う。
【０２８４】
ステップ７０４で、ファイルの終了が確認されると、システムは、ステップ７１０で一時
記憶領域に記録されているファイル名を、不明ファイルとしてシステム表示部に表示して
、その動作を終了する。
【０２８５】
上述のようにして、本実施例の画像再生システムは、本実施例の画像ファイル方法で、デ
ータが記録された情報記録媒体から、所望の画像データを自動的に選んで、画像再生出力
を行うものである。従って、本実施例に示されるように、本発明の画像ファイル方法及び
画像再生方法を実施することにより、人手を介さずに、また、メモなどで所望の画像を指
定する事なく、自動的に、情報記録媒体に記録された画像データについて所望の画像デー
タを再生出力することができる。
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【０２８６】
また、再生指示データが与えられているが、その画像データそのものが、情報記録媒体に
ないような場合においても、該再生指示データを無視して、画像再生動作の実行を進めて
いく事ができるので、画像再生指示が立っているが実際の画像はないというような、情報
記録媒体中に記録されている画像データと再生指示データにおいて矛盾が生じていても、
画像再生にあたり、その動作がエラーとならず実行される。
【０２８７】
なお、この実施例において、画像データおよび表示用画像データはＪＰＥＧデータとした
が、これに限らず、ＴＩＦＦやＰＩＣＴ等を用いても良い。また、ＲＡＷデータでもよい
が、この場合には画像再生の情報も画像データに付随させて情報記録媒体に記録すること
が必要である。上記の場合には、それぞれの画像データに依存して、本実施例で示した画
像再生処理部１４およびデータ処理部１７で施される処理が変更されればよく、本発明は
用いる画像データの種別には限定されない。
【０２８８】
更に、この実施例では、画像再生装置としてインクジェットプリンタを用いたが、これに
限らず、昇華プリンタや銀塩プリンタを用いてもよい。また、データ表示装置としてＣＲ
Ｔを用いたが、これに限らず、ＬＣＤやプラズマディスプレーやＬＥＤあるいは各種プリ
ンタを用いてもよい。
【０２８９】
これらの場合も用いたそれぞれのプリンタやソフトコピー表示装置に依存した処理を行う
ように、本実施例で示した画像再生処理部１４およびデータ処理部１７０での処理を変更
すればよく、本発明は用いる画像再生装置およびデータ表示装置に限定されるものではな
い。
【０２９０】
本発明の画像再生システムは、画像再生指示データのファイル上の記録位置及び記録サイ
ズを基に対応する位置の記録データを解析して、その内容が予め決められた記録内容にど
のように対応するかを判断して、該ファイルに含まれる画像データを再生するかどうかを
決める。
【０２９１】
従って、ファイルに、画像データと当該画像データの再生の有無を指示する画像再生指示
データが記録されていればよく、記録位置、記録サイズ、記録内容や記録順番等には限定
されない。
【０２９２】
また、本発明の主旨は、再生指示データが与えられているが、その画像データそのものが
、情報記録媒体にないような場合においても、該再生指示データを無視して、画像再生動
作の実行を進めていく事ができるような構成をとることにある。このような構成は、上記
のような実施例に限定されるものではなく、その主旨を逸脱しない範囲においてさまざま
な構成をとりうる。例えば、上記実施例では、最後に不明ファイルを表示する構成とした
が、本発明の主旨からは、上記ステップは省略することも可能である。
【０２９３】
これまでに、説明してきたように、画像出力制御プログラムを、情報記録媒体から本画像
再生システムに供給したり、直接情報記録媒体にアクセスして実行することを可能とした
ことにより、本発明による画像再生システムは、異なる複数の記録フォーマットで記録し
た情報記録媒体においても、それぞれの記録フォーマットに対応した画像出力制御プログ
ラムで、画像出力制御ができるので容易に、すべてのフォーマットに対応して、本発明の
求める画像出力制御を行うことができる。
【０２９４】
また、画像フォーマットとそれに対応する出力制御プログラムが同一の情報記録媒体によ
り提供されるので、本システムは、情報記録媒体の画像フォ―マットに対応して、その動
作を自動的に対応する動作に設定することができるので、情報記録媒体に応じて動作プロ
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グラムを設定する必要がないので、容易に本発明を実行できるものである。
【０２９５】
（応用例）
更に発展させると、前述のフォーマットで記録した画像データであれば、デジタルカメラ
或はパソコン等から種々のインターフェースを介して転送されてくれば或はインターネッ
ト等を介して、転送された場合、出力の指示が装置１０において認識された場合は、つま
り、課金等を伴う場合は、何らかの認証が必要であるものの、着信の後は、以上の実施例
で説明した様に、媒体をセットしたことと同義である。従って場合によっては、認証等を
含めた用語としての「着信」を該装置が、認識した後は、上述の実施例と同様の制御が行
なわれる。その口製図を図３０に示す。図２５と同様で、情報記録媒体１２０が汎用のイ
ンターフェースを含む。詳細は省略するが、ネットワークを介して、或はＩｒＤａ，１３
９４（例えば特願平０９－０３０５４１等），パラレルインターフェース，シリアルイン
ターフェース等を介して得られたデータが、該フォーマットに基づいているか否かを例え
ば図１等の各領域の存在等を見ることにより、判断して、着信を判断することができる。
これを図３のステップ３００の代わりに行なうと考え、ステップ３０１等に進むと考える
と、本他の実施例は、前述のそのほかの実施例全てにも適用できる。
【０２９６】
以上述べてきたように、本発明の主旨は、
画像データと、当該画像データの再生の有無を指示する画像再生指示データとを情報記録
媒体に記録することを特徴とする画像ファイル方法と、
該情報記録媒体に記録された画像データと画像再生指示データなどの記録データを読み出
すデータ読み取り手段と、
該記録データの中から、画像再生指示データを選択的に読み出す手段と、
該画像再生指示データに従って、必要な画像データを情報記録媒体から読み込み、再生の
為の再生出力データを出力する、再生出力データ生成処理手段と、
再生出力データを再生する再生手段を有することを特徴とする画像再生方法を用いて、
情報記録媒体に記録された画像データから、所望の画像データを自動的に再生する方法、
装置を提供することができる。
【０２９７】
従って、本発明は、前述の実施例に示した手順や装置構成等に限定されることなく、本発
明の上記主旨内において、様々な手順、アルゴリズムや装置構成において実施することが
できる。
【０２９８】
本発明は、情報記録媒体に記録された画像の中から所望の画像を自動的に特定して、この
画像が形成されたプリントを迅速に得ることのできる、画像ファイル方法及び画像再生方
法を提供することができる。本発明は、画像データと、当該画像データの再生の有無を指
示する画像再生指示データとを情報記録媒体に記録することができるファイルフォーマッ
トを提供することができる。
【０２９９】
本発明によれば、該情報記録媒体に記録された画像データと画像再生指示データなどの記
録データを読み出すデータ読み取り手段と、
該記録データの中から、画像再生指示データを選択的に読み出す手段と、
該画像再生指示データに従って、必要な画像データを情報記録媒体から読み込み、再生の
為の再生出力データを出力する、再生出力データ生成処理手段と、
再生出力データを再生する再生手段を有する装置を提供することができる。
【０３００】
本発明によれば、
情報記録媒体には、画像データと当該画像データの再生の有無を指示する画像再生指示デ
ータが記録され、上記情報記録媒体に記録されている記録データの中から画像再生指示デ
ータが選択的に読み出され、この画像再生指示データに従って、必要な画像データが情報
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記録媒体から読み込まれ、再生出力データ生成処理が行われ、所望の画像データが再生さ
れる出力制御方法を提供することができる。
【０３０１】
本発明の更なる改良により、情報記録媒体に画像データと当該画像データの再生の有無を
指示する画像再生指示データを記録し、上記情報記録媒体に記録されている記録データの
中から画像再生指示データを選択的に読み出し、この画像再生指示データに従って必要な
画像データを情報記録媒体から読み込み、再生出力データ生成処理を行い、所望の画像デ
ータを再生する方法および装置、システムは、
情報記録媒体に記録された画像の中から所望の画像を自動的に特定して再生出力できるの
で、操作者の手を煩わせることなく、迅速に所望の画像のプリントを得ることができる。
【０３３３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、再生制御ファイルの内容と、記録媒体に記録され
ている画像データとの整合が取れない場合（例えば再生指示されている画像が消去された
ような場合）に動作エラーを防止することが出来ると共に、再生をスキップされた画像が
あること示す情報を記憶しておくことで、プリント終了後にスキップされた画像があるこ
とを確認することが可能になる。
【０３３４】
本発明により、情報記録媒体に記録された画像の中から所望の画像を自動的に特定して、
この画像が形成されたプリントを迅速に得るができるようになり、
容易にかつ迅速に、情報記録媒体から所望の画像を再生出力（プリント）できるという効
果が得られる。
【０３３５】
以上説明したように、本発明によれば、情報記録媒体に記録された画像データを自動的に
画像再生する装置において、再生する画像を容易に確認することができる。すなわち、本
発明では、画像再生する画像データを特定するための画像再生指示データファイルがあり
、このファイルの内容を画像再生を行う前に把握することができるので、これにより、容
易に再生画像を確認して、データ表示手段に再生画像の一覧を表示したり、データ表示手
段に表示した画像に再生画像であることを示す印を付加したり、また、再生出力可能枚数
と総出力枚数を比較して、出力可能枚数が足りないときには、警告表示をして、出力エラ
ーを防止することができる。従って、本発明により、情報記録媒体に記録された画像の中
から所望の画像を自動的に特定して、この画像が形成されたプリントを迅速に得るができ
るようになり、かつ、再生される画像を予め確認できるので、容易にかつ迅速に、そして
、再生出力ミスを回避しながら、情報記録媒体から所望の画像を再生出力（プリント）で
きるという効果が得られる。
【０３３６】
以上説明してきたように、本発明によれば、
画像データの消去指示に基づいて、該画像データに関する画像再生指示データを消去する
ことが可能となる。また、画像再生指示データが与えられている画像データに対応する画
像データが情報記録媒体にない時は、該画像の再生出力動作はスキップすることが可能と
なる。
【０３３７】
また、再生動作をスキップした時には、その旨報知することが可能となる。
【０３３８】
以上詳述した様に、画像データの入力を行なう入力制御手段と、
画像データの再生の有無を指示する画像再生指示データが、画像再生が指示される画像デ
ータを特定する様にしたフォーマットに基づいて、画像データの再生の有無を指示する画
像再生指示データと対応する前記画像データを記録する記録制御手段とを有する画像入力
制御装置を提供することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の一実施例における情報記録媒体への記録画像ファイル形式を示す図
【図２】本発明の一実施例における画像再生を行う画像再生システム（装置）を示す図
【図３】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図４】本発明の一実施例における情報記録媒体への記録画像ファイル形式を示す図
【図５】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図６】本発明の一実施例における情報記録媒体への記録画像ファイル形式を示す図
【図７】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図８】本発明の一実施例における情報記録媒体への記録画像ファイル形式を示す図
【図９】本発明の一実施例における情報記録媒体への記録画像ファイル形式を示す図
【図１０】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図１１】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図１２】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図１３】本発明の一実施例における画像再生を行う画像再生システムを示す図
【図１４】本発明の一実施例に適用可能なプリンタ部分の構造を示す図
【図１５】本発明の一実施例に適用可能なプリンタ部分の構造を示す図
【図１６】本発明の一実施例における画像再生を行う画像再生システム（装置）を示す図
【図１７】本発明の一実施例における情報記録媒体への記録画像ファイル形式を示す図
【図１８】本発明の一実施例における情報記録媒体への記録画像ファイルの一つであるＡ
ＵＴＯＰＲＩＮＴ．ＭＲＫファイルの記録内容例である図
【図１９】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図２０】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図２１】本発明の一実施例における画像再生を行う画像再生システム（装置）を示す図
【図２２】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図２３】本発明の一実施例における再生画像一覧表示の表示の一例である図
【図２４】本発明の一実施例における再生画像であること示す表示の一例である図
【図２５】本発明の一実施例における情報記録媒体データの編集方法を行うシステムを示
す図
【図２６】本実施例のユーザインターフェイス部の表示画面を示す図
【図２７】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図２８】本発明の一実施例における画像再生を行う画像再生システム（装置）を示す図
【図２９】本発明の一実施例における画像再生システムの動作フローの一例を示す図
【図３０】本発明の一実施例における転送されてくるデータの編集方法を行うシステムを
示す図
【符号の説明】
１３　データ再生部
１１　記録媒体
１４　画像再生処理部
１５　システム制御部
１８０　システム表示部
１９０　ユーザインターフェース
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】
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