
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像情報受信側が画像情報送信側から提示されるディレクトリの情報に基づいて所望の画
像ファイルを選択し、その選択した画像ファイルの画像を受信する画像情報取得方法にお
いて、
前記画像情報送信側は、複数の画像を画像の性質を示すパラメータごとに分類し、その分
類した画像の画像ファイル又はファイル名を登録するためのディレクトリを前記パラメー
タごとに生成して必要なファイル名を登録

前記画像情報受信側は、前記生成されたディレクトリの情報に基づいて所望のパラメータ
の所望の画像ファイルを選択し、前記画像情報送信側から前記選択した所望のパラメータ
の所望の画像ファイルの画像を受信することを特徴とする画像情報取得方法。
【請求項２】
前記画像情報送信側は、予め元の画像に基づいて前記パラメータの異なる変換画像を生成
するとともに、この変換画像又は変換画像のファイル名を前記生成したディレクトリに登
録することを特徴とする請求項 の画像情報取得方法。
【請求項３】
前記画像情報送信側は、前記画像の性質を示すパラメータ別に構成されたディレクトリに
元の画像ファイルの画像データ量以上の画像データ量となる画像ファイル又はファイル名
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すると共に、前記画像情報受信側から元の画像
と異なるパラメータの画像の画像ファイルがアクセスされると、前記元の画像からパラメ
ータを変更して生成した変換画像を送信し、
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を登録しないことを特徴とする請求項 の画像情報取得方法。
【請求項４】
前記画像情報送信側は、元の画像が１つの画像ファイルに前記画像の性質を示すパラメー
タの異なる複数の画像を有し、かつ前記画像情報受信側から元の画像の画像ファイル内の
複数の画像のうちのいずれかの画像と同じパラメータの画像ファイルがアクセスされると
、前記元の画像の画像ファイル内の複数の画像のうちの対応するパラメータの画像を送信
することを特徴とする請求項 の画像情報取得方法。
【請求項５】
前記画像の性質を示すパラメータは、画素数、圧縮率、サンプリング方法及びカラー情報
のうちの少なくとも１つであることを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載の画像
情報取得方法。
【請求項６】
画像情報受信側が画像情報送信側から提示されるディレクトリの情報に基づいて所望の画
像ファイルのプロパティ情報を登録するプロパティファイルを選択し、その選択したプロ
パティファイルの情報を受信する画像情報取得方法において、
前記画像情報送信側は、 プロパティファイル
又はファイル名を登録するためのディレクトリを生成して必要なプロパティファイル名を
登録し、
前記画像情報受信側は、前記生成されたディレクトリの情報に基づいて所望のプロパティ
ファイルを選択し、前記画像情報送信側から前記選択した所望のプロパティファイルの情
報を受信することを特徴とする画像情報取得方法。
【請求項７】
前記ディレクトリは、画像ファイル又はプロパティファイルが属するパス名又はフォルダ
であることを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載の画像情報取得方法。
【請求項８】
前記画像情報受信側は、画像情報送信側から提示されるディレクトリの情報に基づいて、
画像ファイル名、画像ディレクトリ名、プロパティファイル名、プロパティディレクトリ
名、画像ファイルのパス名及びプロパティファイルのパス名のうちの少なくとも１つを表
示することを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載の画像情報取得方法。
【請求項９】
前記画像情報受信側は、画像情報送信側から提示されるディレクトリの情報に基づいて、
該ディレクトリの情報をツリー表示することを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記
載の画像情報取得方法。
【請求項１０】
前記画像情報受信側は、前記画像情報送信側以外の他の通信機器と公衆回線又は通信ネッ
トワークを介して情報の送受信を行い、
前記受信した所望の画像ファイルの画像又はプロパティファイルの情報を前記他の通信機
器に対して送信することを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載の画像情報取得方
法。
【請求項１１】
前記画像情報送信側は、被写体を撮像し、該撮像して得た画像データを記憶することを特
徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載の画像情報取得方法。
【請求項１２】
前記情報の送受信を行う際に、前記情報の送受信を行うお互いの機器間をケーブルで接続
し、前記情報を電気信号又は光信号に変換して情報の送受信を有線通信で行う工程、又は
、前記情報を電波信号又は光信号に変換して情報の送受信を無線通信で行う工程、を含む
ことを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載の画像情 取得方法。
【請求項１３】
前記画像情報受信側は、前記画像情報送信側以外の他の通信機器と公衆回線又は通信ネッ
トワークを介して情報の送受信を行うとともに、音声信号を送受信することが可能である
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ことを特徴とする請求項１乃至 の画像情報取得方法。
【請求項１４】
前記画像情報送信側は、装置の消費電力を少なくする状態である省電力モードを設定し、
該省電力モード設定中に前記画像情報受信側から情報を受信した際には省電力モードを解
除することを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載の画像情報取得方法。
【請求項１５】
記録媒体に記録された複数の画像を画像の性質を示すパラメータごとに分類し、その分類
した画像の画像ファイル又はファイル名を登録するためのディレクトリを前記パラメータ
ごとに生成して必要なファイル名を登録するディレクトリ生成手段と、
画像情報受信装置と情報の送受信が可能な通信手段と、
前記画像情報受信装置から前記通信手段を介して前記ディレクトリ生成手段によって生成
された任意の画像ファイルの提供が求められると、その提供が求められた画像ファイルの
画像を前記通信手段を介して前記画像情報受信装置に送信させる情報処理手段と、

を備え

ことを特徴とする画像情報送信装置。
【請求項１６】
前記情報処理手段は、予め記録媒体に記録された元の画像に基づいて前記パラメータを変
更した変換画像を生成するとともに、この変換画像又は変換画像のファイル名を前記生成
したディレクトリに登録することを特徴とする請求項 の画像情報送信装置。
【請求項１７】
前記ディレクトリ生成手段は、前記画像の性質を示すパラメータ別に構成されたディレク
トリに元の画像ファイルの画像データ量以上の画像データ量となる画像ファイル又はファ
イル名を登録しないことを特徴とする請求項 の画像情報送信装置。
【請求項１８】
前記記録媒体には、元の画像が１つの画像ファイルに前記画像の性質を示すパラメータの
異なる複数の画像が記録されており、
前記情報処理手段は、前記画像情報受信装置から前記通信手段を介して元の画像の画像フ
ァイル内の複数の画像のうちのいずれかの画像と同じパラメータの画像ファイルの提供を
求められると、前記元の画像の画像ファイル内の複数の画像のうちの対応するパラメータ
の画像を前記通信手段を介して前記画像 受信装置に送信させることを特徴とする請求
項 の画像情報送信装置。
【請求項１９】
前記ディレクトリ生成手段は、画素数、圧縮率、サンプリング方法及びカラー情報のうち
の少なくとも１つの画像の性質を示すパラメータにディレクトリを分類して生成すること
を特徴とする請求項 乃至 のいずれかに記載の画像情報送信装置。
【請求項２０】

記録媒体に記録された画像ファイルのプロパテ
ィファイル又はファイル名を登録するためのディレクトリを生成して必要なプロパティフ
ァイル名を登録するディレクトリ生成手段と、
画像情報受信装置と情報の送受信が可能な通信手段と、
前記画像情報受信装置から前記通信手段を介して前記ディレクトリ生成手段によって生成
された任意のプロパティファイルの提供が求められると、その提供が求められたプロパテ
ィファイルの情報を前記通信手段を介して前記画像情報受信装置に送信させる情報処理手
段と、
を備えたことを特徴とする画像情報送信装置。
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前記記録媒体に記録された元の画像から、画像の性質を示すパラメータを変更した変換画
像を生成する変換画像生成手段と、

、
前記情報処理手段は、前記画像情報受信装置から元の画像と異なるパラメータの画像の画
像ファイルがアクセスされると、前記記録媒体に記録された元の画像から前記変換画像生
成手段によってパラメータを変更して生成された変換画像を前記通信手段を介して前記画
像情報受信装置に送信させる

１５

１５又は１６

情報
１５

１５ １８

画像情報受信装置からアクセスされると、



【請求項２１】
前記ディレクトリ生成手段は、画像ファイル又はプロパティファイルが属するパス名又は
フォルダを生成することを特徴とする請求項 乃至 のいずれかに記載の画像情報送
信装置。
【請求項２２】
前記画像情報送信装置は、被写体像を撮像する撮像手段を備えたカメラ又はスキャナーで
あり、
前記情報処理手段は、前記撮像して得た画像データを記録媒体に記録することを特徴とす
る請求項 乃至 のいずれかに記載の画像情報送信装置。
【請求項２３】
前記通信手段は、前記情報の送受信を行うお互いの機器をケーブルで接続して通信を行う
有線通信手段又は、電波、光の搬送波を用いた無線通信手段であることを特徴とする請求
項 乃至 のいずれかに記載の画像情報送信装置。
【請求項２４】
装置の消費電力を少なくする状態である省電力モードを設定するとともに、該省電力モー
ド設定中に前記通信手段が前記画像情報受信装置から情報を受信した際には該省電力モー
ドを解除する省電力モード設定手段を備えたことを特徴とする請求項 乃至 のいず
れかに記載の画像情報送信装置。
【請求項２５】
記録媒体に記録された複数の画像を画像の性質を示すパラメータごとに分類し、その分類
した画像の画像ファイル又はファイル名を登録するためのディレクトリを前記パラメータ
ごとに生成して必要な画像ファイル名を登録するディレクトリ生成手段と、

画像情報受信装置と情報の送受信が可能な通信手段と、
前記生成したディレクトリの情報を前記通信手段を介して前記画像情報受信 に提示す
るとともに、前記提示された中から任意の画像ファイルの提供が前記画像情報受信装置か
ら前記通信手段を介して求められると、その提供が求められた画像ファイルの画像を前記
通信手段を介して前記画像情報受信装置に送信させる

情報処理手段と、
を備えた画像情報送信装置と、
前記画像情報送信装置と情報の送受信が可能な第１の通信手段と、
前記画像情報送信装置から提示されたディレクトリの情報を表示する表示手段と、
前記表示したディレクトリの情報に基づいて所望のパラメータの所望の画像ファイルを選
択指定する指定手段と、
を備えた画像情報受信装置と、
からなることを特徴とする画像情報送信システム。
【請求項２６】
前記情報処理手段は、前記変換画像又は変換画像のファイル名を前記生成したディレクト
リに登録することを特徴とする請求項 の画像情報送信システム。
【請求項２７】
前記ディレクトリ生成手段は、前記画像の性質を示すパラメータ別に構成されたディレク
トリに元の画像ファイルの画像データ量以上の画像データ量となる画像ファイル又はファ
イル名を登録しないことを特徴とする請求項 の画像情報送信システム。
【請求項２８】
前記記録媒体には、元の画像が１つの画像ファイルに前記画像の性質を示すパラメータの
異なる複数の画像が記録されており、
前記情報処理手段は、前記画像情報受信装置から前記通信手段を介して元の画像の画像フ
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と共に、前記画像情報受信装置から
元の画像と異なるパラメータの画像の画像ファイルがアクセスされると、前記記録媒体に
記録された元の画像から前記変換画像生成手段によってパラメータを変更して生成された
変換画像を前記通信手段を介して前記画像情報受信装置に送信させる
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ァイル内の複数の画像のうちのいずれかの画像と同じパラメータの画像ファイルの提供を
求められると、前記元の画像の画像ファイル内の複数の画像のうちの対応するパラメータ
の画像を前記通信手段を介して前記画像受信装置に送信させることを特徴とする請求項

の画像情報送信システム。
【請求項２９】
前記ディレクトリ生成手段は、画素数、圧縮率、サンプリング方法及びカラー情報のうち
の少なくとも１つの画像の性質を示すパラメータにディレクトリを分類して生成すること
を特徴とする請求項 のいずれかに記載の画像情報送信システム。
【請求項３０】

記録媒体に記録された画像ファイルのプロパテ
ィファイル又はファイル名を登録するためのディレクトリを生成して必要なプロパティフ
ァイル名を登録するディレクトリ生成手段と、
画像情報受信装置と情報の送受信が可能な通信手段と、
前記生成したディレクトリの情報を前記通信手段を介して前記画像情報受信手段に提示す
るとともに、前記提示された中から任意のプロパティファイルの提供が前記画像情報受信
装置から前記通信手段を介して求められると、その提供が求められたプロパティファイル
の情報を前記通信手段を介して前記画像情報受信装置に送信させる情報処理手段と、
を備えた画像情報送信装置と、
前記画像情報送信装置と情報の送受信が可能な第１の通信手段と、
前記画像情報送信装置から提示されたディレクトリの情報を表示する表示手段と、
前記表示したディレクトリの情報に基づいて所望のパラメータの所望のプロパティファイ
ルを選択指定する指定手段と、
を備えた画像情報受信装置と、
からなることを特徴とする画像情報送信システム。
【請求項３１】
前記ディレクトリ生成手段は、画像ファイル又はプロパティファイルが属するパス名又は
フォルダを生成することを特徴とする請求項 のいずれかに記載の画像情報送
信システム。
【請求項３２】
前記表示手段は、画像情報送信装置から提示されるディレクトリの情報に基づいて、画像
ファイル名、画像ディレクトリ名、プロパティファイル名、プロパティディレクトリ名、
画像ファイルのパス名及びプロパティファイルのパス名のうちの少なくとも１つを表示す
ることを特徴とする請求項 のいずれかに記載の画像情報送信システム。
【請求項３３】
前記表示手段は、画像情報送信装置から提示されるディレクトリの情報に基づいて、該デ
ィレクトリの情報をツリー表示することを特徴とする請求項 のいずれかに記
載の画像情報送信システム。
【請求項３４】
前記画像情報受信装置は、前記画像情報送信装置以外の他の通信機器と公衆回線又は通信
ネットワークを介して情報の送受信を行うことが可能な第２の通信手段を備え、前記第２
の通信手段は、前記受信した所望の画像ファイルの画像又はプロパティファイルの情報を
前記他の通信機器に対して送信することを特徴とする請求項 のいずれかに記
載の画像情報送信システム。
【請求項３５】
前記画像情報送信装置は、被写体像を撮像する撮像手段を備えたカメラ又はスキャナーで
あり、
前記情報処理手段は、前記撮像して得た画像データを記録媒体に記録することを特徴とす
る請求項 のいずれかに記載の画像情報送信システム。
【請求項３６】
前記通信手段は、前記情報の送受信を行うお互いの機器をケーブルで接続して通信を行う
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有線通信手段、又は、電波、光の搬送波を用いた無線通信手段であることを特徴とする請
求項 のいずれかに記載の画像情報送信システム。
【請求項３７】
前記第２の通信手段は、前記画像情報送信装置以外の他の通信機器と公衆回線又は通信ネ
ットワークを介して情報の送受信を行うとともに、音声信号を送受信することが可能であ
ることを特徴とする請求項 の画像情報送信システム。
【請求項３８】
装置の消費電力を少なくする状態である省電力モードを設定するとともに、該省電力モー
ド設定中に前記通信手段が前記画像情報受信装置から情報を受信した際には該省電力モー
ドを解除する省電力モード設定手段を備えたことを特徴とする請求項 のいず
れかに記載の画像情報送信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は画像情報取得方法、画像情報送信装置及び画像情報送信システムに係り、特に通
信機器が画像情報を画像情報送信装置から受信して取得するプルモデルにおける画像情報
取得方法、画像情報送信装置及び画像情報送信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
画像通信機能を持つデジタル電子カメラにおいて、受信者も伝送する画像の選択を行える
ようにすることにより効率よく確実に画像を伝送できる電子カメラが特開平１０－２１５
３９７号の公報に示されている。
【０００３】
また、デジタルカメラに無線通信端末を接続することにより、デジタルカメラに蓄積した
画像データを無線通信端末に伝送した後メモリ部に一旦蓄積し、無線通信端末のキーボタ
ン装置により送信すべき画像データを前記デジタルカメラの液晶モニタに表示して、その
後に発信して無線基地局と接続し、画像データを商用ネットワーク等に送信するデジタル
カメラの無線通信方式が特開平１０－３０８９８１号の公報に示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平１０－２１５３９７号の公報に示されているデジタルカメラの無線
通信方式の発明では、画像情報の一部（例えばサムネイル画像と呼ばれる画像）が受信側
に表示されている。受信者は、この表示を見ながら受信する画像を選択することが可能で
あるが、画像の解像度やデータの圧縮率などの画像の性質を示すパラメータを用途に応じ
て変換してプリンタなどに転送することができなかった。また、デジタルカメラが例えば
１０種類以上の画像データを記憶しているために液晶モニタに全ての画像データを１画面
上に表示することが不可能である場合には、表示画像を切り替える処理が必要となり、受
信者が伝送する画像データを選択する際に時間を要するという不具合を生じていた。
【０００５】
また、特開平１０－３０８９８１号の公報に示されている無線通信端末でも利用者がファ
ンクションキーにより画像データの送信モードを選択しているのみであるので、画像の性
質を示すパラメータを用途に応じて受信したり、他の通信機器に転送することができない
という不具合を生じていた。
【０００６】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、利用者は画像情報送信装置が提示した
ディレクトリの情報に基づいて画像情報受信装置からリモート操作で用途に応じた所望の
画像ファイルを容易に選択指定することが可能な画像情報取得方法、画像情報送信装置及
び画像情報送信システムを提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
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前記目的を達成させるために請求項１に記載の発明は、画像情報受信側が画像情報送信側
から提示されるディレクトリの情報に基づいて所望の画像ファイルを選択し、その選択し
た画像ファイルの画像を受信する画像情報取得方法において、
前記画像情報送信側は、複数の画像を画像の性質を示すパラメータごとに分類し、その分
類した画像の画像ファイル又はファイル名を登録するためのディレクトリを前記パラメー
タごとに生成して必要なファイル名を登録

前記画像情報受信側は、前記生成されたディレクトリの情報に基づいて所望のパラメータ
の所望の画像ファイルを選択し、前記画像情報送信側から前記選択した所望のパラメータ
の所望の画像ファイルの画像を受信することを特徴と 。
【０００８】
本発明によれば、画像情報送信側は、複数の画像を画像の性質を示すパラメータごとに分
類し、その分類した画像の画像ファイル又はファイル名を登録するためのディレクトリを
前記パラメータごとに生成して必要なファイル名を登録

画像情報受信側は、前記生成さ
れたディレクトリの情報に基づいて所望のパラメータの所望の画像ファイルを選択し、前
記画像情報送信側から前記選択した所望のパラメータの所望の画像ファイルの画像を受信
するようにしたので、利用者は画像情報送信装置が提示したディレクトリの情報に基づい
て画像情報受信装置からリモート操作で用途に応じた所望の画像ファイルを容易に選択指
定することが可能となる。
【０００９】
前記目的を達成させるために請求項 に記載の発明は、記録媒体に記録された複数の画
像を画像の性質を示すパラメータごとに分類し、その分類した画像の画像ファイル又はフ
ァイル名を登録するためのディレクトリを前記パラメータごとに生成して必要なファイル
名を登録するディレクトリ生成手段と、
画像情報受信装置と情報の送受信が可能な通信手段と、
前記画像情報受信装置から前記通信手段を介して前記ディレクトリ生成手段によって生成
された任意の画像ファイルの提供が求められると、その提供が求められた画像ファイルの
画像を前記通信手段を介して前記画像情報受信装置に送信させる情報処理手段と

を備え

ことを特徴と 。
【００１０】
本発明によれば、記録媒体に記録された複数の画像を画像の性質を示すパラメータごとに
分類してその分類した画像の画像ファイル又はファイル名を登録するためのディレクトリ
を前記パラメータごとに生成して必要なファイル名を登録するディレクトリ生成手段と、
画像情報受信装置と情報の送受信が可能な通信手段と、前記画像情報受信装置から前記通
信手段を介して前記ディレクトリ生成手段によって生成された任意の画像ファイルの提供
が求められるとその提供が求められた画像ファイルの画像を前記通信手段を介して前記画
像情報受信装置に送信させる情報処理手段と

を備え
たので、利用者は画像情報送信装置が提示したディレクトリの情報に基づいて画像情報受
信装置からリモート操作で用途に応じた所望の画像ファイルを容易に選択指定することが
可能となる
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すると共に、前記画像情報受信側から元の画像
と異なるパラメータの画像の画像ファイルがアクセスされると、前記元の画像からパラメ
ータを変更して生成した変換画像を送信し、

する画像情報取得方法、からなる

すると共に、前記画像情報受信側
から元の画像と異なるパラメータの画像の画像ファイルがアクセスされると、前記元の画
像からパラメータを変更して生成した変換画像を送信し、

１５

、
前記記録媒体に記録された元の画像から、画像の性質を示すパラメータを変更した変換画
像を生成する変換画像生成手段と、

、
前記情報処理手段は、前記画像情報受信装置から元の画像と異なるパラメータの画像の画
像ファイルがアクセスされると、前記記録媒体に記録された元の画像から前記変換画像生
成手段によってパラメータを変更して生成された変換画像を前記通信手段を介して前記画
像情報受信装置に送信させる する画像情報送信装置、からなる

、前記記録媒体に記録された元の画像から、
画像の性質を示すパラメータを変更した変換画像を生成する変換画像生成手段と、

と共に前記情報処理手段は、前記画像情報受信装置から元の画像と異なるパラ



。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って、本発明に係る画像情報送信装置ならびに画像情報取得システム及
び画像情報取得方法の好ましい実施の形態について詳説する。
【００１２】
図１は、画像情報送信装置の一形態である電子カメラの外観斜視図である。
【００１３】
同図によれば、電子カメラ１０は、被写体像を撮像手段に結像させる撮影レンズ１２と、
画像データやコマ番号表示１４など各種情報を表示する表示手段１６と、電子カメラ１０
の機能の起動及び停止を入力する電源スイッチ１８と、利用者が撮影を指示するレリーズ
ボタン２０と、電子カメラ１０に備えられている各種のモードを切り替えて設定するモー
ド切替ダイヤル２２と、表示手段１６に表示されている項目から所望の項目を消去する際
に指定する消去ボタン２４と、表示手段１６に表示されている項目から所望の項目を登録
する設定ボタン２６と、表示手段１６に表示されているコマ番号等をインクレメントする
場合に操作するインクレメントボタン２８と、表示手段１６に表示されているコマ番号等
をデクレメントする場合に操作するデクレメントボタン３０とから構成されている。
【００１４】
また、画像データ等の情報を通信によって外部の機器と送受信する場合に、搬送波及びデ
ータを送受信するアンテナ６２が設けられている。
【００１５】
図２は、モード切替ダイヤル２２に設けられている各種モードの表示を示す図である。
【００１６】
同図によれば、モード切替ダイヤル２２には、他の通信機器（画像情報受信装置等）と通
信を実施する通信モード３２（図２には、Ｗｉｒｅｌｅｓｓと記載）と、撮影を実施する
撮影モード３４と、記録されている画像の再生を実施する再生モード３６と、日付、撮影
画素数、電源のオートオフ時間の設定、警告音の音量等を設定するセットアップモード３
８とが設けられている。
【００１７】
図３は、電子カメラの信号処理系ブロック図である。
【００１８】
電子カメラ１０には、被写体の像を受光面に結像させて光電変換し、画像データとして出
力する撮像手段４２と、電子カメラ１０全体の制御を行うとともに画像データのサンプリ
ングタイミング制御、画像データの記録制御、通信制御、表示制御、仮想ディレクトリの
生成、仮想ファイルの生成、画像データの画素数変換処理、画像データの各種変換処理、
省電力モードの設定や解除等の制御を行う情報処理手段４４（変換画像生成手段の機能を
含む）と、画素数の変更、シャープネス補正、ガンマ補正、コントラスト補正、ホワイト
バランス補正等の処理を行う画像処理手段４６と、画像データを一時的に記憶しておくフ
レームメモリ４８と、レリーズボタン２０、消去ボタン２４、設定ボタン２６、インクレ
メントボタン２８、デクレメントボタン３０などを含む入力手段５０と、画像データ等の
情報をＪＰＥＧやＭＰＥＧに代表される手法で圧縮制御したり、圧縮したデータを伸張展
開制御する処理を行う圧縮解凍手段５２（変換画像生成手段の機能を含む）と、画像デー
タを着脱可能な記録媒体５４に記録したり読み出したりするためにデータを変換する記録
媒体インターフェース５６とが設けられている。記録媒体５４は、メモリーカードやＭＯ
等の半導体、磁気記録、光記録に代表される着脱可能な記録手段である。
【００１９】
情報処理手段４４には、動作プログラムや各定数が記憶されているＲＯＭと、プログラム
実行時の作業領域となる記憶手段であるＲＡＭにより構成されているメモリ５８とが接続
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メータの画像の画像ファイルがアクセスされると、前記記録媒体に記録された元の画像か
ら前記変換画像生成手段によってパラメータを変更して生成された変換画像を前記通信手
段を介して前記画像情報受信装置に送信させる



されている。
【００２０】
画像データ等を通信によって外部の機器と送受信する場合に用いる電子カメラ１０の無線
通信手段は、情報処理手段４４からの指令により画像データを搬送波に乗せて送信又は受
信する送受信手段６０と、搬送波及びデータを送受信するアンテナ６２と、画像データ等
の情報の送受信を行うお互いの機器をケーブルで接続して有線にて通信を行うための通信
コネクタ６４とから構成されている。
【００２１】
また電子カメラ１０には、画像データを表示手段１６に表示するためのＤ／Ａ変換器６６
と、情報処理手段４４から指令されるコード情報を、表示する文字やメッセージのデータ
に変換するキャラクタジェネレータ６８と、日付や時を刻むカレンダ時計７０とが設けら
れている。
【００２２】
なお、通信にて他の通信機器（画像情報受信装置等）から、画像データの転送に関連して
画像データのディレクトリ構造やファイル情報を問い合わせるコマンドを受信した際には
、情報処理手段４４は記録媒体５４内に記録されている画像ファイルに基づいて新たに分
類情報となる仮想ディレクトリ（仮想フォルダを含む）と仮想画像ファイルとを生成する
。
【００２３】
図４に、電子カメラ１０のモードをセットアップモード３８に設定した場合に表示手段１
６に表示される表示内容を示す。
【００２４】
同図によれば、セットアップモード３８設定時には、日付時刻の変更、撮影モードの変更
、記録画素数の変更、オートオフ時間の設定、警告音の音量調節のための表示がなされて
いる。電子カメラ１０に設けられている入力手段５０を操作することにより、これらの設
定を変更することが可能となっている。
【００２５】
なお、日付時刻の表示は、カレンダ時計７０が現在刻んでいる日時と時刻を表示しており
、数値を変更する選択を行って利用者が数値を変更すると、入力した日時や時刻の情報が
情報処理手段４４からカレンダ時計７０に伝達されて、入力した日付と時刻を刻み始める
。
【００２６】
表示手段１６に表示されている撮影モードには、「ＦＩＮＥ」、「ＮＯＲＭＡＬ」、「Ｅ
ＣＯＮＯＭＹ」の画像データ圧縮率の異なる各種撮影モードが示されており、図４の例の
場合「ＦＩＮＥ」モードがいちばん画像のデータ量が多い低圧縮率の設定である。
【００２７】
記録画素数は、ＶＧＡ（６４０×４８０）とＸＧＡ（１０２４×７６８）の画素数（解像
度）が示されている。したがって、高画質プリントを実施する際には、予め高画素数且つ
低圧縮率の条件で記録しておく。また、画像データを他の通信機器に対して転送する用途
に用いる場合などには低画素数且つ圧縮率の高い記録を実施するなど、用途が予め決まっ
ている場合にはその用途に応じて画像データ量を設定しておく。
【００２８】
また、オートオフ時間は、電池の寿命を延ばすために設定された時間が経過した後、自動
で省電力化のモード（例えば、情報処理手段４４の処理速度を低下させたり、使用しない
周辺素子への電力供給を停止するモード）に入るためのタイムアウト時間の設定である。
省電力モードを設定して、電子カメラ１０が省電力モードに入っている状態から起動する
際には、利用者が入力手段５０の何れかを操作するか、通信を介して他の通信機器から起
動を促すコマンドを送信することによって起動する。この省電力モードの設定及び解除を
実施する省電力モード設定手段は、情報処理手段４４が実施してもよいし、専用に独立し
た省電力モード設定手段を設けてもよい。
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【００２９】
警告音設定では、電子カメラ１０の起動時、通信処理の終了時、撮影時などにおいて利用
者に対して警告を発する際のビープ音量を設定する。これらの日付時刻、撮影モード、記
録画素数の各情報は、図１の表示手段１６に表示されているように再生時には画像と一緒
に表示される。
【００３０】
上記のとおり構成された電子カメラ１０の撮影処理について説明する。
【００３１】
撮影する被写体像は、撮像手段４２の受光面に結像され、結像した被写体像は光電変換さ
れて画像処理手段４６に出力される。得られた画像データは、画像処理手段４６にて増幅
やノイズの低減処理が実施され、一時期フレームメモリ４８に記憶する。情報処理手段４
４は、前記フレームメモリ４８に記憶されている画像データを逐次Ｄ／Ａ変換器６６に伝
達して表示手段１６に表示している。
【００３２】
入力手段５０に設けられているレリーズボタン２０を押すと、被写体を撮影するモードに
入る。すると情報処理手段４４はフレームメモリ４８に記憶されている画像データを圧縮
解凍手段５２に転送して所定の条件で画像データの圧縮処理を実施する指令を出力する。
そして、記録媒体インターフェース５６に対して画像データを順次記録媒体５４に記録す
る処理を行う。
【００３３】
また、モード切替ダイヤル２２を通信モード３２に指定して入力手段５０に設定されてい
る送信ボタンを押すと、情報処理手段４４は指定された画像データを順次記録媒体５４又
はフレームメモリ４８から読み出して、所定のデータ形式に変換したのちに送受信手段６
０とアンテナ６２又は通信コネクタ６４とを介して外部に送信する処理を実行する。
【００３４】
アンテナ６２を介して他の通信機器と情報の送受信を行う際には、前記情報を電波信号又
は光信号に変換して無線で通信を行う。また、コネクタ６４を介して他の通信機器と情報
の送受信を行う際には、前記情報の送受信を行うお互いの機器間をケーブルで接続し、前
記情報を電気信号又は光信号に変換して有線で通信を行う。
【００３５】
図５は、通信機器（画像情報受信装置）の外観図である。
【００３６】
同図に示すように、通信機器８０は、公衆回線と無線通信するためのアンテナ８２と、画
像情報送信装置など他の周辺通信機器と無線通信するための無線通信手段８４と、通信情
報や選択された画像ファイルのサムネイル画像８６を表示するカラー液晶ディスプレイ等
で構成された表示手段８８と、電話番号、文字、画像、音声のデータの指定・選択及び、
前記データの出力機器やアドレス等を指定する指定手段９０、９０…と、電話の受話器と
なるとともに音声を出力するスピーカ９２と、音声を入力するマイク９４と、画像生成装
置等の他の周辺通信機器と有線による通信を行うための通信コネクタ９６とから構成され
ている。なお、通信機器８０は携帯電話に上記の機能を付加させた機器であってもよい。
【００３７】
また、図５によれば、表示手段８８のメニュー画面には、通信機器８０の電源である電池
の残容量を示す電池残容量表示１２２と、無線の受信電波強度を表示する受信電波強度表
示１２４とが表示されている。また、指定された画像を表示手段８８全面に表示して画像
の内容を確認するための画像確認メニュー、画像を通信機器８０から更に他の通信機器へ
公衆回線等を通じて送信する画像転送メニュー、画像の付属情報を確認するための画像付
属情報確認メニュー（プロパティメニュー）等の実行モード表示１２６、１２６…と、選
択する画像ディレクトリファイル名１２８、１２８…と、更に上方又は下方に存在する表
示されていない画像ディレクトリファイル名をスクロール表示する際のポインタ１３０、
１３０とが表示されている。
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【００３８】
利用者が実行モードや画像ディレクトリファイルを指定する際には、指定手段９０に設け
られているカーソルキーなどを用いて指定枠を移動して設定する。図５に示されているよ
うに画像確認のモードでは、画像ディレクトリファイル名１２８は「００１－０００２」
のように表示されている。この例の場合には、先頭の数字３桁「００１」がディレクトリ
名で、後半の数字４桁「０００２」がファイル名となっている。このように画像ファイル
名を画像ディレクトリファイル名１２８として表記することによって、記録媒体５４に記
録された画像ファイルを一意に指定することが可能となる。
【００３９】
図６は、通信機器の通信処理系ブロック図である。
【００４０】
同図によれば、通信機器８０の送受信部分は、公衆回線と無線通信するための公衆回線用
無線通信手段９８と、公衆回線用送受信手段１００と、他の通信機器と無線通信するため
の無線通信手段８４と、有線の通信を行う際に通信ケーブルを接続する通信コネクタ９６
と、送受信手段１０２と、リアルタイムで送受信するデータを一時的に蓄えておく送受信
バッファ１０４とから構成されている。
【００４１】
また、通信機器８０には、機器全体の制御を行うＣＰＵ１０６と、ＣＰＵ１０６を動作さ
せるプログラムや各種定数、電話番号、通信先のアドレス等が書き込まれているＰＲＯＭ
１０８と、ＣＰＵ１０６が処理を実行する際の作業領域となる記憶手段のＲＡＭ１１０と
、日付や時刻を刻むカレンダ時計１１２とが設けられている。
【００４２】
通信機器８０内のＣＰＵ１０６と、表示手段８８、指定手段９０、を含む各周辺回路は、
バスラインやＩ／Ｏ等の通信手段で接続されており、ＣＰＵ１０６は各々の周辺回路を制
御することが可能となっている。
【００４３】
無線通信手段８４と電子カメラ１０との通信手段は、電波、超音波、赤外線等の光を搬送
波に用いた通信手段である。電波を用いる場合には、近年注目されている「Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ」や無線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）の仕様に基づいてもよいし、赤外
線を用いる場合にはＩｒＤＡの仕様に基づくインターフェース手段を利用してもよい。
【００４４】
また、有線通信手段を用いて通信する際の通信手段は、ＲＳ－２３２、ＲＳ－４２２、Ｕ
ＳＢ等のシリアル通信手段を用いてもよいし、パラレル信号によるインターフェース手段
を用いてもよい。
【００４５】
図７は、画像情報取得システムを用いて情報を送受信する際における、各種通信機器の接
続構成を示す図である。
【００４６】
同図に示すように、画像情報取得システム１１８、１１８Ａは、電子カメラ１０、１０Ａ
と、通信機器８０、８０Ａとから構成されている。電子カメラ１０、１０Ａで撮影又は記
憶されている画像を利用者が通信機器８０、８０Ａを操作して選択指定して読み出すとと
もに、公衆回線のネットワークを介して所望のサーバ１２０や図示しない他の通信機器に
伝送する。このサーバ１２０は、伝送した画像情報に基づいて用紙に画像をプリントし、
利用者に配送するプリントサービスを行ってもよい。
【００４７】
図８に、電子カメラ１０の記録媒体５４に記録されている元の画像ファイルに関するディ
レクトリ構造を示す。
【００４８】
同図によれば画像ファイルに関するディレクトリ構造は、ルート「ＲＯＯＴ」と、画像デ
ータであることを示す「ＩＭＡＧＥ」と、利用者が休暇中に撮影した画像であることを示
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す区分「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」、「００２ＢＩＲＴＨＤＡＹ」の各ディレクトリ群１
４０と、「ＤＳＣＦ０００１．ＪＰＧ」、「ＤＳＣＦ０００２．ＪＰＧ」…との各画像フ
ァイル群１４２とから構成されている。
【００４９】
前述の図５にて表示手段８８に表示されている画像ディレクトリファイル名１２８「００
１－０００２」は、ディレクトリ「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」の下の階層に格納されてい
るファイル「ＤＳＣＦ０００２．ＪＰＧ」であることを示している。また、図８に示すデ
ィレクトリ「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」の下の階層の画像ファイル「ＤＳＣＦ０００１．
ＪＰＧ」及び「ＤＳＣＦ０００３．ＪＰＧ」は、ＸＧＡ（１０２４×７６８）の画素数（
解像度）で記録された画像ファイルで、「ＤＳＣＦ０００２．ＪＰＧ」はＶＧＡ（６４０
×４８０）の画素数で記録された画像ファイルである。
【００５０】
同様に、ディレクトリ「００２ＢＩＲＴＨＤＡＹ」の下の階層の画像ファイル「ＤＳＣＦ
０００１．ＪＰＧ」はＸＧＡ（１０２４×７６８）の画素数で記録された画像ファイルで
あり、その他の画像ファイルはＶＧＡ（６４０×４８０）の画素数で記録された画像ファ
イルである。このように、画素数の異なった各種の画像ファイルを同一のディレクトリ下
に配置しておくことによってファイル名の自動生成や検索が容易に行える。
【００５１】
図９は、画像ファイルの内部構造を示す図である。
【００５２】
同図によれば、画像ファイルは、撮影条件等の画像付属情報（プロパティ情報）を記述し
ているタグ１４４と、見出し用の画像データであるサムネイル１４６と、主画像１４８と
から構成されている。タグ１４４には、撮影年月日、撮影モード、タイトル、ホワイトバ
ランス情報、フォーカス情報、ＧＰＳ機器等が接続された場合に得られる撮影位置情報、
フラッシュの利用情報等の画像データの付属情報が添付記載されている。これらの各情報
の値が不明である場合には、図中に示してあるような「ＵＮＫＮＯＷＮ」を記載すること
も可能である。
【００５３】
サムネイル１４６は、主画像１４８（ＶＧＡ、ＸＧＡの各画素数）を見出し用に画素数を
１６０×１２０程度に縮小した画像データを添付して記憶している。主画像１４８には、
ＶＧＡ、ＸＧＡ等の指定された各画素数と、所定の圧縮率で圧縮した画像データの情報が
記録されている。なお、サムネイル１４６は、同図に示される形式に限定されるものでは
なく、画素数が異なった複数枚の画像情報を記録してもよい。
【００５４】
図１０は、画像の画素数に応じてカテゴリ別に新たにディレクトリ生成手段が生成した、
仮想ディレクトリと仮想ファイルとのパスをツリー構造で示した図である。
【００５５】
画像情報送信装置が他の通信機器から画像データの転送に関して画像データのディレクト
リ構造を問い合わせるコマンドを受信した際には、情報処理手段４４（ディレクトリ生成
手段）は同図に示す仮想ディレクトリと仮想画像ファイルとを画像の性質を示すパラメー
タ（カテゴリ）毎に分類して生成、登録する。
【００５６】
同図によれば、ディレクトリ「ＲＯＯＴ」の下の階層に新たに１／１６ＶＧＡサイズの一
連の仮想画像ファイルを格納する仮想ディレクトリ「ＱＱＶＧＡ」と、１／４ＶＧＡサイ
ズの一連の仮想画像ファイルを格納する仮想ディレクトリ「ＱＶＧＡ」と、ＶＧＡサイズ
の一連の画像ファイルを格納する仮想ディレクトリ「ＶＧＡ」と、ＳＶＧＡサイズの一連
の画像ファイルを格納する仮想ディレクトリ「ＳＶＧＡ」と、ＸＧＡサイズの一連の画像
ファイルを格納する仮想ディレクトリ「ＸＧＡ」と、タグ情報の内容に関するテキストデ
ータファイルを格納するディレクトリ「Ｐｒｏｐｅｒｔｙ」とを、カテゴリ別に分類して
生成、登録する。
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【００５７】
また、前記新たに生成した各々のディレクトリの下の階層には、利用者が区分したディレ
クトリ「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」と、「００２ＢＩＲＴＨＤＡＹ」とを新たに生成する
。そして、上記各々のディレクトリ「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」と、「００２ＢＩＲＴＨ
ＤＡＹ」との下の階層には、更に記録されている元の画像ファイルに基づいた仮想画像フ
ァイル「ＤＳＣＦ０００１．ＪＰＧ」、「ＤＳＣＦ０００２．ＪＰＧ」、「ＤＳＣＦ００
０３．ＪＰＧ」…とを生成して登録しておく。これらの仮想ディレクトリや仮想ファイル
は実際には存在しないディレクトリやファイル名であるが、情報処理手段４４の処理速度
が高速であり、且つ記録媒体５４の記録容量に十分余裕がある場合には、元の画像ファイ
ルから画素数を変換した画像ファイルを生成して、同図に示すディレクトリ構造で記録し
ておいてもよい。
【００５８】
図１０に示すように、仮想ディレクトリ「ＳＶＧＡ」の下の階層のディレクトリ「００１
ＶＡＣＡＴＩＯＮ」には、仮想ファイル「ＤＳＣＦ０００２．ＪＰＧ」が存在しない。こ
れは、撮影時に記録した画像ファイルがＶＧＡサイズの画像データである（図５に示すよ
うに、ディレクトリ「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」内の画像ファイル「ＤＳＣＦ０００２．
ＪＰＧ」は、ＶＧＡサイズで記録されている）ため、通信にて画像データを送信する際に
、ＶＧＡサイズの画像データをわざわざＳＶＧＡサイズに変換して画像データ量を多くし
て伝送すると無駄を生じるため、敢えて元の画像データよりデータ量が多くなる画像サイ
ズ（画素数）のファイルやファイル名を生成、登録しないようにするためである。したが
って同様に、ＶＧＡサイズで記録した画像ファイルの仮想ファイルは、ディレクトリ「Ｘ
ＧＡ」中にも生成しない。
【００５９】
図１１に、図１０に示した仮想ディレクトリと仮想ファイルとの記述状態を示す。
【００６０】
新たに生成した仮想ディレクトリと仮想ファイルとは、同図に示す形式で記述されている
。記号「￥」はファイルまでのディレクトリの経路（パス）を示す記号で、特に「￥」に
限定されるものではなく、「￥」の代わりに「＼」などを用いて記述してもよい。
【００６１】
図１２に、電子カメラ１０と通信機器８０とがお互いに実施する通信の処理手順を示す。
【００６２】
同図に示される通信方法は、利用者が通信機器８０（例えば携帯頻度の高い携帯電話など
）を操作して、電子カメラ１０に記録されている画像を容易に取得することが可能なプル
モデルである。
【００６３】
図１２に示すように、ステップＳ１００「通信モードに設定」（以下Ｓ１００のように略
して記載する）にて電子カメラ１０の動作モードを通信モードに設定し、通信機器８０の
動作モードをＳ１０２「画像メニューに設定」にて画像メニューに設定すると、通信機器
８０は電子カメラ１０に対してＳ１０４「接続要求」のコマンドを発信する。すると電子
カメラ１０は、「接続要求」コマンドを受信してＳ１０６「接続完了」にて以降通信接続
を実施する応答を通信機器８０に対して送信する。なお、電子カメラ１０が省電力モード
になっていた場合には、前記「接続要求」の情報を受信した後に電子カメラ１０は自動で
省電力モードを解除して以降の通信処理を実施する。
【００６４】
通信の接続が完了すると、通信機器８０はＳ１０８「ファイルリスト要求」にて、電子カ
メラ１０に対してファイルリスト情報取得のコマンドを送信する。
【００６５】
電子カメラ１０が「ファイルリスト要求」のコマンドを受信すると、Ｓ１１０「新たな仮
想ファイル構造生成」の処理を実施する。ここでは情報処理手段４４が記録媒体５４内に
記録されている画像ファイルに基づいて、図１１に示した仮想ディレクトリと仮想画像フ
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ァイル構造のファイルリスト情報を新たに生成し、Ｓ１１２「ファイルリスト情報」にて
カテゴリ別に分類して生成したファイルリスト情報を通信機器８０に対して送信、提示す
る。
【００６６】
通信機器８０はＳ１１４「ファイルリスト表示」にて、受信したファイルリスト情報（デ
ィレクトリの情報）に基づいてファイルリスト情報を表示（ブラウジング）する。この表
示するファイルリスト情報も、文字によるファイルリスト表示であってもよいし、図１０
に示したように仮想画像ファイルのツリー表示であってもよい。
【００６７】
例えば通信機器８０が、図５の表示手段８８に示す表示（ブラウジング）を行い、利用者
がＳ１１６「カレントコマ番号を先頭コマ（最も若い番号）に設定」にて「画像転送」の
モードと画像ディレクトリファイル名１２８「００１－０００２」（カレントコマ番号）
とを指定する。すると、通信機器８０は電子カメラ１０に対してＳ１１８「カレントコマ
番号のＱＱＶＧＡ画像要求」にて、「カレントコマ番号のＱＱＶＧＡ画像要求」を送信す
る。
【００６８】
電子カメラ１０では、Ｓ１２０「記録媒体からカレントコマ番号のファイル読み出し」に
て、記録媒体５４の中から利用者が指定した画像ファイルを読み出す処理を実施する。次
に、Ｓ１２２「カレントコマ番号の画像のＱＱＶＧＡ画像生成」にて電子カメラ１０の情
報処理手段４４は、読み出した画像ファイルの中から画像データを読み出してＱＱＶＧＡ
サイズの画像データを生成する処理を実施する。なお、このとき通信機器８０から指定さ
れた画像サイズ（ＱＱＶＧＡサイズ）と、記録媒体５４に記録されている元の画像ファイ
ルのサムネイル画像サイズとが同一である場合には、敢えて指定されたＱＱＶＧＡサイズ
の画像データを新たに生成せずに、記録されているサムネイル画像データを読み出して送
信する。
【００６９】
上記のようにして得たカレントコマのＱＱＶＧＡ画像データは、Ｓ１２４「カレントコマ
番号のＱＱＶＧＡ画像」にて通信機器８０に伝送される。通信機器８０のＳ１２６「サム
ネイル表示」では、表示手段８８にカレントコマ番号のＱＱＶＧＡ画像又はサムネイル画
像を表示する。このようにして、通信機器８０の表示手段８８には図５に示されるサムネ
イル画像８６の表示がなされる。
【００７０】
Ｓ１２８「カレントコマ番号変更？」では、利用者に対してカレントコマ番号を変更する
か否かの問い合わせを行う。もし、Ｓ１２８にて利用者がカレントコマ番号を変更した場
合にはＳ１２６へ戻る。また、利用者がカレントコマ番号の変更を行わない場合には、Ｓ
１３０「プロパティ表示？」に進む。
【００７１】
Ｓ１３０では、カレントコマ番号の画像ファイルに関するプロパティの表示を行うか否か
の判断を行っている。もし、利用者がＳ１３０にてプロパティの表示を行うことを指定し
た場合には、Ｓ１３２「カレントコマ番号のプロパティ要求」にて、電子カメラ１０に対
してカレントコマのディレクトリとファイル名情報の送信と、ファイルのプロパティ要求
を送信して、（￥ＲＯＯＴ￥Ｐｒｏｐｅｒｔｙ以下のディレクトリから）プロパティ情報
を取得する。
【００７２】
電子カメラ１０では、カレントコマ番号のプロパティ要求を受けて、Ｓ１３４「記録媒体
からカレントコマ番号のファイル読み出し」にて、記録媒体５４から指定された画像ファ
イルのタグ情報を読み出す処理を実行する。次のＳ１３６「カレントコマ番号の画像のプ
ロパティファイル生成」にて、読み出した画像ファイルの情報からプロパティ情報を生成
して、プロパティファイル、ファイル名、プロパティディレクトリを生成して登録する。
【００７３】
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Ｓ１３８「カレントコマ番号のプロパティデータ」にて電子カメラ１０は、通信機器８０
に対してカレントコマ番号のプロパティファイルのデータを送信する。Ｓ１４０「プロパ
ティ表示」では、通信機器８０が受信したプロパティ情報を表示手段８８に表示する。
【００７４】
図１３に、プロパティ情報の表示例を示す。
【００７５】
同図によれば通信機器８０の表示手段８８には、「プロパティ表示モード」であることを
示す実行モード表示１２６と、選択した画像ディレクトリファイル名１２８「００１－０
００２」と、同画像ファイルの撮影日時の情報と、撮影モード情報と、タイトル情報と、
ホワイトバランスに関する情報と、フォーカス手段に関する撮影情報とが表示されている
。なお、プロパティ情報の情報量が多いために表示手段８８にすべての情報が表示できな
い場合には、指定手段９０に設けられているスクロールキーを用いて表示内容をスクロー
ルし、他の情報を表示する。
【００７６】
次のＳ１４２「戻る？（クリアボタン押下）」にて、利用者が指定手段９０に設定されて
いるクリアボタンを押すと、Ｓ１４４「切断？（受話器を置いたボタン）」に進む。
【００７７】
また、Ｓ１３０でプロパティ表示を行わない指定を行った場合には、Ｓ１４６「画像送信
？」に進む。Ｓ１４６では、選択したカレントコマ番号の画像データを電子カメラ１０か
ら受信してサーバ１２０等に送信するか否かの判断を行っている。もし、利用者が画像の
送信を指令した場合には、プログラムはＳ１４８「希望画素数選択」に進む。Ｓ１４８で
は、利用者が表示手段８８に表示されている画素数選択画面を見ながら希望画素数の選択
を行う。また、Ｓ１４６で画像データの送信を指令しなかった場合には、Ｓ１４４に進む
。
【００７８】
図１４に、画像転送メニューにおける、文字表示による転送画像データの画素数選択画面
の表示例を示す。
【００７９】
同図によれば通信機器８０の表示手段８８には、「画像転送」のモードであることを示す
実行モード表示１２６と、選択した画像ディレクトリファイル名１２８「００１－０００
２」と、同画像ファイルのサムネイルの画像８６と、受信したファイルリスト情報に基づ
いてディレクトリ「ＲＯＯＴ」の下の階層に設けられている「ＱＱＶＧＡ」、「ＱＶＧＡ
」…等の仮想ディレクトリとが表示されている。
【００８０】
図１４の表示例では、画像ファイル「００１－０００２」はＶＧＡサイズで記録された画
像データであるので、「ＳＶＧＡ」と「ＸＧＡ」の仮想ディレクトリ中には仮想ファイル
名が存在しないことを示すグレイアウト表示（図１４中では破線で表示）にしてある。こ
のグレイアウト表示は、利用者が選択できないカテゴリ、又は、選択しても利点が無いカ
テゴリであることを示している。したがって、元の画像ファイルに記録されている画像の
画素数がＸＧＡサイズである場合には、ＱＱＶＧＡ～ＸＧＡまでの全ての解像度を持つ画
像ファイルの選択が可能となる。
【００８１】
ここで利用者が転送先での処理に適切な所望の画素数（例えば「ＶＧＡ」の仮想ディレク
トリ）を選択した場合には、Ｓ１５０「カレントコマ番号の希望画素数のファイル要求」
に進み、通信機器８０は電子カメラ１０に対して選択された仮想ディレクトリ情報（画素
数情報）を送信（アクセス）する。例えば、画像ファイルを転送する転送先の機器が印刷
手段を備えたプリンタで、大きな用紙に高解像度で画像をプリントする用途である場合に
は、画素数が多く画像データ量が多い仮想ディレクトリの仮想ファイルを選択する。また
、印刷する用紙が１６分割されたシールタイプの用紙である場合などには、ＶＧＡサイズ
程度の画素数の仮想ディレクトリに記録されている仮想ファイルを選択する。

10

20

30

40

50

(15) JP 3622620 B2 2005.2.23



【００８２】
なお、利用者が用途に応じていちいち仮想ディレクトリを指定する工程を省きたい場合に
は、通信機器８０が自動的に最大画素数の画像ファイルを選択して画像転送を実施しても
よい。この場合、画素数の大きな方のディレクトリから該当する画像ファイルが存在する
か否かを探していってもよいし、プロパティディレクトリのファイルに記録されているプ
ロパティ情報から元の画像ファイルの画素数を取得して、その画素数と一致するディレク
トリから画像ファイルを取得してもよい。
【００８３】
電子カメラ１０が画素数情報を受信すると、Ｓ１５２「記録媒体からカレントコマ番号の
ファイル読み出し」にて、指定された画像ファイルから画像データを読み出して解凍処理
を行う。そして次のＳ１５４「カレントコマ番号の画素数変換ファイル生成」にて、読み
出した画像データを受信した画素数情報に適合した画素数に変換する処理を行う。所定の
画素数に変換された画像ファイルは、新たに記録媒体５４に記録してもよいし、フレーム
メモリ４８又は、メモリ５８に記憶しておいてもよい。また、受信した画素数情報と、記
録媒体５４に記録されている画素数が同じである場合（本例のように記録した画像データ
がＶＧＡサイズであり、受信した画素情報がＶＧＡサイズである場合）には、画素数変換
処理を行わずに記録されている画像データを通信機器８０に対して送信する。なお本実施
例では、元の画像に対して画像の画素数、サンプリング方法、カラー情報等の画像の性質
に関するパラメータを変更して新たな画像ファイルを生成する変換画像生成処理は、情報
処理手段４４が実施している。また、画像データの圧縮率の変更や、画像データの記録形
態を変更して新たな画像ファイルを生成する変換画像生成処理等は、専用の圧縮解凍手段
５２が実施してもよい。
【００８４】
Ｓ１５６「カレントコマ番号の希望画素数のファイル」にて、Ｓ１５４で生成した画像フ
ァイルのデータを通信機器８０に対して送信する。すると、通信機器８０は無線通信手段
８４と送受信手段１０２とを介して受信した画像データを、一時的に送受信バッファ１０
４又はＲＡＭ１１０に記憶した後に、Ｓ１５８「取得したファイルを基地局に送信」にて
、送受信手段１００と無線通信手段９８と公衆回線とを介して基地局（サーバ１２０）又
は、プリンタ等の他の通信機器に送信する処理を行う。そして、前記送信処理が終了した
ら、Ｓ１４４に進む。
【００８５】
Ｓ１４４では、通信機器８０と電子カメラ１０との通信を切断するか否かの判断を行って
いる。もし、再び画像データの受信や画像の閲覧を行う場合にはＳ１２８に戻り、もし、
通信を切断する場合にはＳ１６０「切断要求」にて電子カメラ１０との通信を切断する指
令を送信してＳ１６２「終了」へ進む。
【００８６】
電子カメラ１０では、受信した「切断要求」を受けてＳ１６４「終了」へ進み、通信処理
を終了する。
【００８７】
なお、図１２の通信の処理手順には示されていないが、通信機器８０の表示手段８８に確
認用画像を表示する場合には、通信機器８０は表示手段８８の表示画素数に適した画素数
の画像データを電子カメラ１０に要求する。例えば、表示手段８８の画像表示枠の表示画
素数がＱＶＧＡ（３２０×２４０画素）である場合には、通信機器８０は電子カメラ１０
に対して「ＱＶＧＡ画像要求」を送信する。
【００８８】
電子カメラ１０では、記録媒体から画像データを読み出して解凍処理を行い、「ＱＶＧＡ
」サイズの画像データを生成する処理を実施する。このようにして得たカレントコマのＱ
ＶＧＡ画像データは、通信機器８０に伝送され、表示手段８８にカレントコマ番号のＱＶ
ＧＡ画像を表示する。
【００８９】
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図１５に、確認画像の表示例を示す。
【００９０】
同図によれば通信機器８０の表示手段８８には、「画像確認」のモードであることを示す
実行モード表示１２６と、選択した画像ディレクトリファイル名１２８「００１－０００
２」と、画像確認のための同拡大画像ファイルのＱＶＧＡ画像とが表示されている。この
表示されているＱＱＶＧＡ画像は（￥ＲＯＯＴ）￥ＱＶＧＡ以下のディレクトリから通信
機器８０が仮想ディレクトリ名と仮想ファイル名とを指定して取得した画像データである
。このように、サムネイル画像より情報量の多い画像を表示することによって、利用者は
より詳細な画像の確認を行うことが可能となる。
【００９１】
上記の実施の形態では、記録した画像データに対して画素数の異なる仮想画像ファイルを
生成する例で示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、以下に示すように記録
した画像データの圧縮率に関する仮想画像データを生成してもよいし、画像ファイルの画
像データ量に応じた仮想ファイルを生成してもよい。
【００９２】
図１６に、電子カメラ１０の記録媒体５４に記録されている元の画像データのディレクト
リ構造の他の実施の形態を示す。
【００９３】
同図によれば画像データのディレクトリ構造は、ディレクトリ「ＲＯＯＴ」、画像データ
であることを示すディレクトリ「ＩＭＡＧＥ」、利用者が休暇中に撮影した画像であるこ
とを示すディレクトリ「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」、「００２ＢＩＲＴＨＤＡＹ」の各デ
ィレクトリ群１４０と、画像ファイル「ＤＳＣＦ０００１．ＪＰＧ」、「ＤＳＣＦ０００
２．ＪＰＧ」等の各画像ファイル群１４２とから構成されている。
【００９４】
図１６に示すディレクトリ「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」の下の階層の画像ファイル「ＤＳ
ＣＦ０００１．ＪＰＧ」は高圧縮率の「Ｅｃｏｎｏｍｙ」モードで記録された画像ファイ
ル、「ＤＳＣＦ０００２．ＪＰＧ」は中圧縮率の「Ｎｏｒｍａｌ」モードで記録された画
像ファイル、「ＤＳＣＦ０００３．ＪＰＧ」は低圧縮率の「Ｆｉｎｅ」モードで記録され
た画像ファイルである。
【００９５】
同様に、ディレクトリ「００２ＢＩＲＴＨＤＡＹ」の下の階層の画像ファイル「ＤＳＣＦ
０００１．ＪＰＧ」は低圧縮率、「ＤＳＣＦ０００２．ＪＰＧ」は欠番で、「ＤＳＣＦ０
００３．ＪＰＧ」は中圧縮率、「ＤＳＣＦ０００４．ＪＰＧ」は高圧縮率で記録された画
像ファイルである。
【００９６】
図１７に画像データの圧縮率に応じて新たに生成した仮想ディレクトリと仮想ファイルと
をツリー表示で示す。
【００９７】
同図によれば、ディレクトリ「ＲＯＯＴ」の下の階層には、新たに圧縮率が「Ｅｃｏｎｏ
ｍｙ」である一連の仮想画像ファイルを格納する仮想ディレクトリ「Ｅｃｏｎｏｍｙ」と
、圧縮率が「Ｎｏｒｍａｌ」である一連の仮想画像ファイルを格納する仮想ディレクトリ
「Ｎｏｒｍａｌ」と、圧縮率が「Ｆｉｎｅ」である一連の画像ファイルを格納する仮想デ
ィレクトリ「Ｆｉｎｅ」とが生成されている。
【００９８】
また、前記新たに生成したディレクトリの下の階層には、利用者が区分したディレクトリ
「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」と、「００２ＢＩＲＴＨＤＡＹ」とを新たに生成する。そし
て、上記ディレクトリ「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」と、「００２ＢＩＲＴＨＤＡＹ」との
下の階層には、更に仮想画像ファイル「ＤＳＣＦ０００１．ＪＰＧ」、「ＤＳＣＦ０００
２．ＪＰＧ」、「ＤＳＣＦ０００３．ＪＰＧ」…とを生成しておく。これらの仮想ディレ
クトリや仮想ファイルは実際には存在しないディレクトリやファイルであるが、情報処理
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手段４４の処理速度が高速であり、且つ記録媒体５４の記録容量に十分余裕がある場合に
は、元の画像ファイルから画素数を変換した画像ファイルを生成して、同図に示すディレ
クトリ構造で記録しておいてもよい。
【００９９】
図１７に示すように、仮想ディレクトリ「Ｎｏｒｍａｌ」の下の階層のディレクトリ「０
０１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」には、仮想ファイル「ＤＳＣＦ０００１．ＪＰＧ」が存在しない
。これは、撮影時に記録した画像ファイルが「Ｅｃｏｎｏｍｙ」モードで記録された画像
である（図１６に示すように、ディレクトリ「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」内の、画像ファ
イル「ＤＳＣＦ０００１．ＪＰＧ」は「Ｅｃｏｎｏｍｙ」モードで記録されている）ため
、通信にて画像データを送信する際に、わざわざデータ量を多くして伝送すると無駄を生
じるため敢えて元の画像データより大きくなる画素数を生成しないようにするためである
。従って同様に、「Ｎｏｒｍａｌ」モードで記録した画像ファイルの仮想ファイルは、デ
ィレクトリ「Ｆｉｎｅ」中にも生成しない。
【０１００】
図１８は、画像の画素数と画像の圧縮率とに応じて新たに生成した、仮想ディレクトリと
仮想ファイルとをツリー表示で示した図である。
【０１０１】
同図によれば、ディレクトリ「ＲＯＯＴ」の下の階層には、画素数に応じて生成された仮
想ディレクトリ「ＱＱＶＧＡ」、「ＱＶＧＡ」…が設けられている。またこれらの画素数
に応じて生成された仮想ディレクトリの下の階層には、画像の圧縮率に応じて生成れた仮
想ディレクトリ「Ｅｃｏｎｏｍｙ」、「Ｎｏｒｍａｌ」…が生成される。また、これらの
画像圧縮率に応じて生成された仮想ディレクトリの下の階層には、利用者が区分するため
に生成したディレクトリ「００１ＶＡＣＡＴＩＯＮ」と、「００２ＢＩＲＴＨＤＡＹ」と
の仮想ディレクトリを新たに生成する。そして、上記仮想ディレクトリ「００１ＶＡＣＡ
ＴＩＯＮ」と、「００２ＢＩＲＴＨＤＡＹ」との下の階層には、更に図示しない仮想画像
ファイル「ＤＳＣＦ０００１．ＪＰＧ」、「ＤＳＣＦ０００２．ＪＰＧ」、「ＤＳＣＦ０
００３．ＪＰＧ」…とを生成しておく。これらの仮想ディレクトリや仮想ファイルは実際
には存在しないディレクトリやファイルであるが、情報処理手段４４の処理速度が高速で
あり、且つ記録媒体５４の記録容量に十分余裕がある場合には、元の画像ファイルから画
素数を変換した画像ファイルを生成して、同図に示すディレクトリ構造で分類し記録して
おいてもよい。
【０１０２】
上記のように分類して生成されたファイルリスト情報を通信機器８０に送信して、通信機
器８０の表示手段８８に表示することにより、利用者は、素早く用途に応じた希望する種
類の画像を選択して取得することが可能となる。また、画像情報送信装置の記録媒体に記
録されている複数の画像ファイルに関する情報を通信機器８０側で予め持つ必要がないの
で通信機器８０側の処理プログラムの負担を少なくすることができるという利点がある。
【０１０３】
また、画像情報送信装置が仮想ディレクトリを生成して、画素数等が異なる複数種の仮想
画像ファイルを分類しているので、通信機器８０側は通常広く利用されているファイル閲
覧用のプログラムを備えているだけで、複数種の仮想画像ファイルを選択指定することが
可能となる。そして、通信機器８０側の処理プログラムも、利用者が通常よく利用する仕
様頻度の高い使い慣れたツールを利用すればよいため、負担が少なく、快適な操作性を得
ることが可能となる。
【０１０４】
また、画像情報送信装置を、通常は全ての動作は行わない省電力モードに設定しておき、
通信機器８０から「接続要求」のコマンドを受信した際に前記省電力モードを解除して通
信及び情報処理を開始するように構成してもよい。このように構成することによって、画
像情報送信装置をスタンバイモードから必要なときのみ自動で起動することが可能である
とともに、消費電力を抑えて電池の寿命を延ばすことが可能となる。
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【０１０５】
上記の実施の形態では、本発明に係る画像情報送信装置を撮像手段を備えた電子カメラと
した例で説明したが、本発明は電子カメラに限定されるものではなく、撮像手段を備えた
スキャナーとしてもよい。
【０１０６】
また、上記の実施の形態では、通信機器８０は無線通信手段を用いて公衆回線を経由して
他の通信機器と無線通信する例で説明したが、本発明は無線通信に限定されるものではな
く、有線を利用した通信手段であってもよいし、有線の通信ネットワークと通信を行う通
信手段であってもよい。
【０１０７】
また、上記の実施の形態では、情報処理手段４４が新たに生成する画像ファイルは、元の
画像ファイルに対して画像データの圧縮率を変更した画像ファイル、画素数を変更した画
像ファイルの場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、色調を
変更した画像ファイル、輝度信号と色差信号とに変換するＹＣＣ４２０、ＹＣＣ４２２等
のサンプリング変換を行った画像ファイル、赤色、緑色、青色の３原色に変換するＲＧＢ
変換を行った画像ファイル、白黒変換を行った画像ファイル、セピア色変換を行った画像
ファイル、異なった画像記録形態のファイル等を新たに生成してもよいし、新たに生成す
る画像情報として、これらの仮想ディレクトリや仮想ファイルを新たに生成してもよい。
【０１０８】
また、通信機器８０の表示手段８８がカラー表示を行うことが可能な表示手段である場合
には、自動でカラー画像の仮想ファイルを指定し、表示手段８８が白黒表示の機能しか備
えていない表示手段である場合には、自動で白黒画像の仮想ファイルを指定するようにし
て、利用者の操作に関する負担を減少させるようにしてもよい。
【０１０９】
また、上記で説明した通信機器（画像情報受信装置等）は、携帯式の通信端末機であって
もよいし、リモコンに代表されるような簡単な通信機器であってもよい。
【０１１０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る画像情報取得方法によれば、画像情報送信側は、複数の
画像を画像の性質を示すパラメータごとに分類し、その分類した画像の画像ファイル又は
ファイル名を登録するためのディレクトリを前記パラメータごとに生成して必要なファイ
ル名を登録

画像情報受信側は、前記生成されたディレクトリの情報に基づいて所望のパ
ラメータの所望の画像ファイルを選択し、前記画像情報送信側から前記選択した所望のパ
ラメータの所望の画像ファイルの画像を受信するようにしたので、利用者は画像情報送信
装置が提示したディレクトリの情報に基づいて画像情報受信装置からリモート操作で用途
に応じた所望の画像ファイルを容易に選択指定することが可能となる。
【０１１１】
また、本発明に係る画像情報送信装置によれば、記録媒体に記録された複数の画像を画像
の性質を示すパラメータごとに分類してその分類した画像の画像ファイル又はファイル名
を登録するためのディレクトリを前記パラメータごとに生成して必要なファイル名を登録
するディレクトリ生成手段と、画像情報受信装置と情報の送受信が可能な通信手段と、前
記画像情報受信装置から前記通信手段を介して前記ディレクトリ生成手段によって生成さ
れた任意の画像ファイルの提供が求められるとその提供が求められた画像ファイルの画像
を前記通信手段を介して前記画像情報受信装置に送信させる情報処理手段と

を備えたので、利用者は画像情報送信装置が提示したディレクト
リの情報に基づいて画像情報受信装置からリモート操作で用途に応じた所望の画像ファイ
ルを容易に選択指定することが可能となる
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すると共に、前記画像情報受信側から元の画像と異なるパラメータの画像の画
像ファイルがアクセスされると、前記元の画像からパラメータを変更して生成した変換画
像を送信し、

、前記記録媒
体に記録された元の画像から、画像の性質を示すパラメータを変更した変換画像を生成す
る変換画像生成手段と、

と共に前記情報処理手段は、前記画像情報受信



。
【０１１２】
また、特に画像情報送信装置と画像情報受信装置とが無線通信にて接続されている場合に
は、利用者は画像情報受信装置のみを操作して画像ファイルを取得することが可能である
（プルモデル又はゲットモデルを形成している）ので、画像情報送信装置に対して直接操
作する必要がない。したがって、画像情報送信装置が例えば鞄の中に入っている場合であ
っても、利用者は画像情報受信装置のみを操作して、画像情報送信装置に記録されている
画像ファイルを取得することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】画像情報送信装置の一形態である電子カメラの外観斜視図
【図２】モード切替ダイヤルに設けられている各種モードの表示を示す図
【図３】電子カメラの信号処理系ブロック図
【図４】電子カメラがセットアップモードに設定されている場合に表示される表示内容を
示す図
【図５】通信機器の外観図
【図６】通信機器の通信処理系ブロック図
【図７】画像情報取得システムを用いて情報を送受信する際の各種通信機器の接続構成を
示す図
【図８】電子カメラの記録媒体に記録されている元の画像ファイルに関するディレクトリ
構造を示す図
【図９】画像ファイルの内部構造を示す図
【図１０】画像の画素数に応じて新たにカテゴリ別に生成した仮想ディレクトリと仮想フ
ァイルとのパスをツリー構造で示した図
【図１１】前記図１０に示した仮想ディレクトリと仮想ファイルとの記述状態を示す図
【図１２】電子カメラと通信機器とがお互いに実施する通信の処理手順を示す図
【図１３】プロパティ情報の表示例を示す図
【図１４】画像転送メニューにおいて、文字表示による転送画像データの画素数選択画面
の表示例を示す図
【図１５】確認画像の表示例を示す図
【図１６】電子カメラの記録媒体に記録されている元の画像データのディレクトリ構造の
他の実施の形態を示す図
【図１７】画像データの圧縮率に応じて新たに生成した仮想ディレクトリと仮想ファイル
とをツリー表示で示す図
【図１８】画像の画素数と画像の圧縮率とに応じて新たに生成した仮想ディレクトリと仮
想ファイルとをツリー表示で示した図
【符号の説明】
１０…電子カメラ、１２…撮影レンズ、１６…表示手段、２２…モード切替ダイヤル、３
２…通信モード、４２…撮像手段、４４…情報処理手段、４６…画像処理手段、４８…フ
レームメモリ、５０…入力手段、５２…圧縮解凍手段、５４…記録媒体、５６…記録媒体
インターフェース、５８…メモリ、６０…送受信手段、６２…アンテナ、６４…通信コネ
クタ、８０…通信機器、８２…アンテナ、８４…無線通信手段、８８…表示手段、９０…
指定手段、９６…通信コネクタ、９８…無線通信手段、１００…送受信手段、１０２…送
受信手段、１０４…送受信バッファ、１０６…ＣＰＵ、１０８…ＰＲＯＭ、１１０…ＲＡ
Ｍ、１２０…サーバ、１２６…実行モード表示、１２８…画像ディレクトリファイル名、
１３０…ポインタ、１４０…ディレクトリ群、１４２…ファイル群、１４６…サムネイル
、１４８…主画像
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装置から元の画像と異なるパラメータの画像の画像ファイルがアクセスされると、前記記
録媒体に記録された元の画像から前記変換画像生成手段によってパラメータを変更して生
成された変換画像を前記通信手段を介して前記画像情報受信装置に送信させる



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】
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