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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と、
　前記撮像手段による被写体の撮像を指示する指示手段と、
　前記画像データを圧縮処理して圧縮画像データを生成する圧縮画像データ生成手段と、
　前記画像データを処理して前記圧縮画像データよりデータサイズが小さい簡易画像デー
タを生成する簡易画像データ生成手段と、
　前記画像データに基づく画像を表示する表示手段と、
　前記指示手段による撮像指示に応じて前記撮像手段により生成された前記画像データに
基づく静止画像を前記表示手段に表示している間に、前記圧縮画像データと前記簡易画像
データとを画像データファイルとして記録媒体に記録する記録処理と、前記記録媒体に記
録された前記圧縮画像データと前記簡易画像データとを含む前記画像データファイルを前
記記録処理の終了に応じて外部装置へ送信する送信処理と、前記送信処理の終了に応じて
前記記録媒体から前記送信処理で送信した前記画像データファイルの前記簡易画像データ
を削除することなく前記圧縮画像データを削除する削除処理とを実行するように制御する
制御手段とを備えること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記画像データファイルを外部装置へ送信する前は前記静止画像を第
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１表示形態で前記表示手段に表示し、前記画像データファイルを外部装置へ送信している
間は前記静止画像を前記第１表示形態とは異なる第２表示形態で前記表示手段に表示する
こと
　を特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記画像データファイルを外部装置へ送信している間は前記静止画像
を第２表示形態で前記表示手段に表示し、前記送信した前記圧縮画像データを前記記録媒
体から削除した後は前記静止画像を前記第２表示形態とは異なる第３表示形態で前記表示
手段に表示すること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載の撮像装置において、
  前記制御手段は、前記画像データファイルを外部装置へ送信する前に前記表示手段に表
示される前記静止画像の輝度と比較して、前記画像データファイルを外部装置へ送信して
いる間に前記表示手段に表示される前記静止画像の輝度を下げることで、前記第１表示形
態と前記第２表示形態とを異ならせること
を特徴とする撮像装置。
【請求項５】
　請求項２または請求項３に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記画像データファイルを外部装置へ送信している間に前記表示手段
に表示される前記静止画像を点滅表示させることで、前記第１表示形態と前記第２表示形
態とを異ならせること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　請求項２または請求項３に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記画像データファイルを外部装置へ送信する前に前記表示手段に表
示される前記静止画像の表示色と、前記画像データファイルを外部装置へ送信している間
に前記表示手段に表示される前記静止画像の表示色とを異ならせることで、前記第１表示
形態と前記第２表示形態とを異ならせること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項７】
　請求項２または請求項３に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記画像データファイルを外部装置へ送信している間に前記表示手段
に表示される前記静止画像に、前記送信中であることを示す情報を重畳することで、前記
１表示形態と前記第２表示形態とを異ならせること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、
　前記指示手段による第１撮像指示に応じて前記撮像手段により生成された第１画像デー
タに基づく第１静止画像を前記表示手段に表示している間に、前記第１画像データが前記
圧縮画像データ生成手段により圧縮処理された第１圧縮画像データと、前記第１画像デー
タが前記簡易画像データ生成手段により処理された第１簡易画像データとを第１画像デー
タファイルとして前記記録媒体に記録し、
　前記第１撮像指示に応じた前記第１静止画像を前記表示手段に表示している間に前記指
示手段により第２撮像指示がされたとき、前記第２撮像指示に応じて前記撮像手段により
生成された第２画像データに基づく第２静止画像を前記第１静止画像とともに前記表示手
段に表示している間に、前記第２画像データが前記圧縮画像データ生成手段により圧縮処
理された第２圧縮画像データと、前記第２画像データが前記簡易画像データ生成手段によ
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り処理された第２簡易画像データとを第２画像データファイルとして前記記録媒体に記録
し、
　前記記録媒体に記録された前記第１画像データファイルを外部装置へ送信して、前記送
信した前記第１画像データファイルの前記第１簡易画像データを削除することなく前記第
１圧縮画像データを前記記録媒体から削除し、
　前記記録媒体に記録された前記第２画像データファイルを外部装置へ送信して、前記送
信した前記第２画像データファイルの前記第２簡易画像データを削除することなく前記第
２圧縮画像データを前記記録媒体から削除するように制御すること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記第１画像データファイルを外部装置へ送信している間は、前記第
１画像データファイルを送信していることが識別できるように、前記第１静止画像と第２
静止画像とを前記表示手段に表示すること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項１０】
　請求項８または請求項９に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記第１画像データファイルを外部装置へ送信して、前記送信した前
記第１圧縮画像データを前記記録媒体から削除した後は、前記第１静止画像を前記表示手
段に表示しないように制御すること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０のいずれか一項に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記圧縮画像データと前記簡易画像データとを画像データファイルと
して記録媒体に記録するときに、撮像装置あるいは撮影者を特定する特定情報を前記画像
データファイルに記録すること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項１２】
　撮像装置と外部装置とを含む伝送システムにおいて、
　前記撮像装置は、
　　被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と、
　　前記撮像手段による被写体の撮像を指示する指示手段と、
　　前記画像データを圧縮処理して圧縮画像データを生成する圧縮画像データ生成手段と
、
　　前記画像データを処理して前記圧縮画像データよりデータサイズが小さい簡易画像デ
ータを生成する簡易画像データ生成手段と、
　　前記画像データに基づく画像を表示する表示手段と、
　　前記指示手段による撮像指示に応じて前記撮像手段により生成された前記画像データ
に基づく静止画像を前記表示手段に表示している間に、前記圧縮画像データと前記簡易画
像データとを画像データファイルとして記録媒体に記録する記録処理と、前記記録媒体に
記録された前記圧縮画像データと前記簡易画像データとを含む前記画像データファイルを
前記記録処理の終了に応じて外部装置へ送信する送信処理と、前記送信処理の終了に応じ
て前記記録媒体から前記送信処理で送信した前記画像データファイルの前記簡易画像デー
タを削除することなく前記圧縮画像データを削除する削除処理とを実行するように制御す
る制御手段とを備え、
　前記外部装置は、
　　前記撮像装置から送信された前記画像データファイルを第２記録媒体に記録する記録
手段と、
　　前記第２記録媒体に記録された前記画像データファイルに基づく画像を表示する表示
手段とを備えること
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　を特徴とする伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置および伝送システムに関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　電子カメラで記録された画像データは、一般に電子カメラに備えられている記録媒体よ
り大きな記録容量を有するデータストレージ装置に転送されて記録される場合がある。デ
ータストレージ装置に記録された画像データはパソコンなどによって読み出され、パソコ
ンに接続されている表示装置で表示されたり、パソコンに接続されている出力装置で印刷
される。電子カメラとデータストレージ装置とが離れた位置におかれていたり、データス
トレージ装置側に表示装置が用意されていない場合に、電子カメラを操作する人がデータ
ストレージ装置に記録されている画像データによる画像を確認するためには、データスト
レージ装置に記録した画像データと同じ画像データを電子カメラ側の記録媒体にも残して
おく必要がある。電子カメラの操作者は、電子カメラ側に記録されている画像データによ
る画像を電子カメラに備えられている表示用モニタなどに表示させ、表示画像を確認する
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　データストレージ装置に記録した画像データを電子カメラ内側の記録媒体に残しておく
と、電子カメラ側に大きな記録容量が必要になって、カメラが大型化する上にコストがか
さむという問題がある。
【０００４】
　本発明の目的は、記録媒体の使用量を節約することが可能な撮像装置および伝送システ
ムを提供することである。
 
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の撮像装置は、被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と、前
記撮像手段による被写体の撮像を指示する指示手段と、前記画像データを圧縮処理して圧
縮画像データを生成する圧縮画像データ生成手段と、前記画像データを処理して前記圧縮
画像データよりデータサイズが小さい簡易画像データを生成する簡易画像データ生成手段
と、前記画像データに基づく画像を表示する表示手段と、前記指示手段による撮像指示に
応じて前記撮像手段により生成された前記画像データに基づく静止画像を前記表示手段に
表示している間に、前記圧縮画像データと前記簡易画像データとを画像データファイルと
して記録媒体に記録する記録処理と、前記記録媒体に記録された前記圧縮画像データと前
記簡易画像データとを含む前記画像データファイルを前記記録処理の終了に応じて外部装
置へ送信する送信処理と、前記送信処理の終了に応じて前記記録媒体から前記送信処理で
送信した前記画像データファイルの前記簡易画像データを削除することなく前記圧縮画像
データを削除する削除処理とを実行するように制御する制御手段とを備えることを特徴と
する。
　請求項１２に記載の伝送システムは、撮像装置と外部装置とを含む伝送システムにおい
て、前記撮像装置は、被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と、前記撮像手段
による被写体の撮像を指示する指示手段と、前記画像データを圧縮処理して圧縮画像デー
タを生成する圧縮画像データ生成手段と、前記画像データを処理して前記圧縮画像データ
よりデータサイズが小さい簡易画像データを生成する簡易画像データ生成手段と、前記画
像データに基づく画像を表示する表示手段と、前記指示手段による撮像指示に応じて前記



(5) JP 4725550 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

撮像手段により生成された前記画像データに基づく静止画像を前記表示手段に表示してい
る間に、前記圧縮画像データと前記簡易画像データとを画像データファイルとして記録媒
体に記録する記録処理と、前記記録媒体に記録された前記圧縮画像データと前記簡易画像
データとを含む前記画像データファイルを前記記録処理の終了に応じて外部装置へ送信す
る送信処理と、前記送信処理の終了に応じて前記記録媒体から前記送信処理で送信した前
記画像データファイルの前記簡易画像データを削除することなく前記圧縮画像データを削
除する削除処理とを実行するように制御する制御手段とを備え、前記外部装置は、前記撮
像装置から送信された前記画像データファイルを第２記録媒体に記録する記録手段と、前
記第２記録媒体に記録された前記画像データファイルに基づく画像を表示する表示手段と
を備えることを特徴とする。 
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、記録媒体の使用量を節約することができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
－第一の実施の形態－
　図１は、本発明の第一の実施の形態による画像データファイル伝送システムの概要を示
す図である。図１において、電子スチルカメラ１００とデータストレージ装置２００とが
通信媒体３００で接続されている。通信媒体３００は、たとえば、Bluetoothなどの無線
通信によって電子スチルカメラ１００およびデータストレージ装置２００間でデータ伝送
を行う。本実施の形態では、電子スチルカメラ１００が画像データを送信する側であり、
データストレージ装置２００が画像データを受信する側である。電子スチルカメラ１００
は、撮影した画像データをカメラ内部のメモリに画像データファイルとして記録あるいは
保存（以下記録と言う）するとともに、通信媒体３００を介して画像データファイルをデ
ータストレージ装置２００に送信する。一方、データストレージ装置２００は、電子スチ
ルカメラ１００から通信媒体３００を介して送信される画像データファイルを受信し、受
信した画像データファイルを所定の記録装置（記憶装置）に記録する。
【０００８】
　電子スチルカメラ１００は、電源スイッチ１１１と、レリーズボタン１１２と、ポイン
ティングデバイスである十字スイッチ１１３と、サムネイル表示ボタン１１４と、画像デ
ータ削除ボタン１１５と、画像データプロテクトボタン１１６と、ＬＣＤ表示部１０７と
を有する。電源スイッチ１１１は、電子スチルカメラ１００の電源のオン／オフの切換を
行う操作部材である。レリーズボタン１１２は、電子スチルカメラ１００の撮影動作を開
始させる操作部材である。十字スイッチ１１３は、ＬＣＤ表示部１０７の表示画面上にお
いて上下左右のポインティング操作を行う操作部材である。ＬＣＤ表示部１０７は、撮影
した画像データによる１つの撮影画像を表示する他、複数のサムネイル画像を一覧表示す
る。サムネイル表示ボタン１１４は、ＬＣＤ表示部１０７に１つの撮影画像表示を行うか
、サムネイル画像の一覧表示を行うかを切換える操作部材である。画像データ削除ボタン
１１５および画像データプロテクトボタン１１６については後述する。なお、電子スチル
カメラ１００の上記各スイッチおよびボタンを総称して操作部材１１０とする。
【０００９】
  データストレージ装置２００は、電源スイッチ２１１と、ポインティングデバイスであ
る十字スイッチ２１２と、サムネイル表示ボタン２１３と、画像データ削除ボタン２１４
と、画像データプロテクトボタン２１５と、ＬＣＤ表示部２０４とを有する。電源スイッ
チ２１１は、データストレージ装置２００の電源のオン／オフの切換を行う操作部材であ
る。十字スイッチ２１２は、ＬＣＤ表示部２０４の表示画面上において上下左右のポイン
ティング操作を行う操作部材である。ＬＣＤ表示部２０４は、画像データによる１つの撮
影画像を表示する他、複数のサムネイル画像を一覧表示する。サムネイル表示ボタン２１
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３は、ＬＣＤ表示部２０４に１つの撮影画像表示を行うか、サムネイル画像の一覧表示を
行うかを切換える操作部材である。画像データ削除ボタン２１４および画像データプロテ
クトボタン２１５については後述する。なお、データストレージ装置２００の上記各スイ
ッチおよびボタンを総称して操作部材２１０とする。
【００１０】
　図２は、電子スチルカメラ１００の概要を示すブロック図である。図２において、電子
スチルカメラ１００は、撮影レンズ１０１と、ＣＣＤ１０２と、Ａ／Ｄ変換回路１０３と
、画像処理回路１０４と、内部メモリ１０５と、ＣＰＵ回路１０６と、ＬＣＤ表示部１０
７と、データバス１０８と、送受信回路１０９と、操作部材１１０とを有する。内部メモ
リ１０５は、電子スチルカメラ１００に着脱自在に搭載されるメモリカードなどである。
また、電子スチルカメラ内部に搭載される半導体メモリなどであってもよい。操作部材１
１０には上述したレリーズボタン１１２などが含まれている。操作部材１１０が操作され
ると、各スイッチおよびボタンによる操作信号がＣＰＵ回路１０６に送られる。ＣＣＤ１
０２上には光学的ローパスフィルタとカラーフィルタ（例えばベイヤ配列カラーフィルタ
）とが配置されている。
【００１１】
　電源スイッチ１１１がオン操作されると、ＣＰＵ回路１０６は電子スチルカメラ１００
の所定のオン動作を行って制御プログラムを起動する。ＣＰＵ回路１０６は撮像装置であ
るＣＣＤ１０２を駆動制御し、ＣＣＤ１０２の電荷蓄積、およびＣＣＤ１０２からの蓄積
電荷読み出しのための動作タイミングを制御する。レリーズボタン１１２からの操作信号
がＣＰＵ回路１０６に入力されると、ＣＰＵ回路１０６は撮影動作を開始させる。ＣＣＤ
１０２上に撮影レンズ１０１による被写体像が結像され、ＣＣＤ１０２は入射される被写
体光の明るさに応じて信号電荷を蓄積する。ＣＣＤ１０２に蓄積された信号電荷はＣＰＵ
回路１０６によるタイミング信号によって吐き出され、Ａ／Ｄ変換回路１０３でアナログ
撮像信号からディジタル信号に変換される。ディジタル変換された信号は画像処理回路１
０４に導かれ、輪郭補償やガンマ補正、色温度調整、色空間変換処理など、所定の画像処
理が行われる。
【００１２】
  画像処理後の画像データは、画像処理回路１０４により表示用の画像データに処理され
、ＬＣＤ表示部１０７などの外部モニタに撮影結果として表示される。画像処理回路１０
４はさらに、上述した所定の画像処理後の画像データからサムネイル表示用のサムネイル
画像データを生成する処理と、所定の画像処理後の画像データをＪＰＥＧ方式で所定の比
率にデータ圧縮する処理とを行う。データ圧縮を受けた画像データは、ＣＰＵ回路１０６
により所定のファイル名を付与され、サムネイル画像データとともに内部メモリ１０５に
記録される。
【００１３】
　内部メモリ１０５に記録された画像データファイルはバス１０８を介して送受信回路１
０９に送られる。送受信回路１０９は画像データをのせた信号により変調した電波をアン
テナ１０９Ａからデータストレージ装置２００に向けて送信する。
【００１４】
　図３は、データストレージ装置２００の概要を示すブロック図である。図３において、
データストレージ装置２００は、送受信回路２０１と、メモリ２０２と、画像処理回路２
０３と、ＬＣＤ表示部２０４と、データバス２０５と、ＣＰＵ回路２０６と、操作部材２
１０とを有する。操作部材２１０には上述した十字スイッチ２１２などが含まれている。
操作部材２１０が操作されると、各スイッチおよびボタンによる操作信号がＣＰＵ回路２
０６に送られる。
【００１５】
　電源スイッチ２１１がオン操作されると、ＣＰＵ回路２０６はデータストレージ装置２
００の所定のオン動作を行って制御プログラムを起動する。アンテナ２０１Ａを介して受
信された電波信号は送受信回路２０１で画像データ信号に復調され、画像データ信号から
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復元された画像データファイルがメモリ２０２に記録される。メモリ２０２はデータスト
レージ装置２００の主記録装置である。メモリ２０２に記録された画像データファイルは
画像処理回路２０３に導かれ、表示用の画像データに処理される。表示用画像データはＬ
ＣＤ表示部２０４などの外部モニタに表示される。画像処理回路２０３は、必要に応じて
データ圧縮されている画像データを伸長する伸長処理も行う。
【００１６】
　電子スチルカメラ１００のＣＰＵ回路１０６によって行われる撮影処理の流れを、図４
のフローチャートを参照して説明する。電子スチルカメラ１００の電源スイッチ１１１が
オン操作されると、図４のプログラムが起動される。ステップＳ１において、ＣＰＵ回路
１０６は電子スチルカメラ１００にスルー画像表示を行わせる。スルー画像表示は、レリ
ーズ前にＣＣＤ１０２で撮像され、ＣＣＤ１０２から出力されている撮像信号による画像
がＬＣＤ表示部１０７に逐次表示されるものである。ステップＳ２において、ＣＰＵ回路
１０６は不図示のＡＦ装置により撮影レンズ１０１を駆動して被写体に合焦させるととも
に、不図示の被写体輝度検出装置により検出される被写体輝度に基づいて露出演算を行う
。ステップＳ３において、ＣＰＵ回路１０６はレリーズボタン１１２が操作されたか否か
を判定し、レリーズ操作された場合はステップＳ３を肯定判定してステップＳ４へ進み、
レリーズ操作されない場合はステップＳ３を否定判定してステップＳ２へ戻る。
【００１７】
　ステップＳ４において、ＣＰＵ回路１０６は上述した撮影処理を開始してステップＳ５
に進む。ステップＳ５において、撮影して得られた画像データが画像処理回路１０４で表
示用画像データに処理され、ＬＣＤ表示部１０７でフリーズ画像表示される。フリーズ画
像表示は、レリーズ操作後にＣＣＤ１０２で撮像され、ＣＣＤ１０２から出力された撮像
信号による画像がＬＣＤ表示部１０７に表示されるものである。ステップＳ６において、
ＣＰＵ回路１０６は、原画像データをＪＰＥＧ方式で所定の比率にデータ圧縮するように
画像処理回路１０４に指令を出力してステップＳ７に進む。
【００１８】
　ステップＳ７において、ＣＰＵ回路１０６は、データ圧縮を受けた画像データとサムネ
イル画像データとを１つの画像データファイル、たとえば、EXIF(Exchangeable Image Fi
le Format)ファイル形式で内部メモリ１０５に記録し、ステップＳ８に進む。データ圧縮
を受けた画像データは、サムネイル画像データに対して本画像データと呼ぶ。サムネイル
画像データは、本画像データに比べてデータサイズが小さく、記録に必要なメモリ容量が
小さい。ステップＳ８において、ＣＰＵ回路１０６は記録したEXIF形式ファイル内の独自
領域にIDを記録する。記録するIDは、たとえば、電子スチルカメラ１００の製造番号を含
むIDとし、他の電子スチルカメラによって記録される画像データファイルと識別可能にし
ておく。
【００１９】
　ステップＳ９において、ＣＰＵ回路１０６は、内部メモリ１０５に記録したEXIF形式の
画像データファイルと同じファイル(コピーファイル)を送受信回路１０９に送り、ステッ
プＳ１０に進む。ステップＳ１０において、ＣＰＵ回路１０６は送受信回路１０９に画像
データの転送処理を行わせ、転送処理が終了すると図４の処理を終了する。
【００２０】
　サムネイル画像データの作成方法としては少なくとも２つ考えられる。１つの方法では
、原画像データを間引くか線形補間をしてサムネイル画像データを作成する。もう１つの
方法では、ＣＣＤの出力から原画像データとサムネイル画像データとを平行して作成する
。
【００２１】
　図５は上述したステップＳ１０の転送処理時にＣＰＵ回路１０６で行われる処理の流れ
を説明するフローチャートである。ステップＳ１１において、ＣＰＵ回路１０６は送受信
回路１０９に指令を出し、画像データファイルの送信を開始させる。ステップＳ１２にお
いて、ＣＰＵ回路１０６は画像処理回路１０４に対し、ＬＣＤ表示部１０７に表示されて
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いるフリーズ画像表示の表示輝度を下げるよう指令を出力し、ステップＳ１３へ進む。ス
テップＳ１３において、ＣＰＵ回路１０６は、送受信回路１０９でデータストレージ装置
２００からの受信完了信号が受信されたか否かを判定する。受信完了信号については後述
する。送受信回路１０９で受信完了信号が受信されると、ＣＰＵ回路１０６はステップＳ
１３を肯定判定してステップＳ１４へ進み、送受信回路１０９で受信完了信号が受信され
ない場合はステップＳ１３を否定判定して判定処理を繰り返す。
【００２２】
　ステップＳ１４において、ＣＰＵ回路１０６は内部メモリ１０５に記録されているEXIF
形式の画像データファイル中の本画像データを削除する。この結果、内部メモリ１０５に
記録されている画像データファイルのデータサイズが小さくなる。ステップＳ１５におい
て、ＣＰＵ回路１０６は画像処理回路１０４に対し、ＬＣＤ表示部１０７に表示されてい
るフリーズ画像表示の表示輝度を元に戻すよう指令を出力し、図５の処理を終了する。
【００２３】
　なお、上記では本画像データとサムネイル画像データとを１つの画像データファイルで
送信する場合を説明したが、サムネイル画像データは送信せず本画像データのみを送信す
るようにしてもよい。
【００２４】
　図６は、上述した図４および図５の処理中にＣＰＵ回路１０６に対する割り込み要求が
発生した場合に、ＣＰＵ回路１０６が行う割り込み処理の流れを説明するフローチャート
である。割り込み要求には、電源スイッチ１１１によるオフ操作信号と、ＣＰＵ回路１０
６であらかじめ設定されているオフタイマーによる割り込みなどがある。ＣＰＵ回路１０
６は、割り込み要求が発生すると図６の処理に移行する。図６のステップＳ１６において
、ＣＰＵ回路１０６は割り込みが発生した時点で処理中のステップがＳ５～Ｓ１０である
か否かを判定し、ステップＳ５～Ｓ１０の処理中の場合はステップＳ１６を肯定判定して
ステップＳ１０の処理が終了するまで待つ。一方、ＣＰＵ回路１０６は、割り込みが発生
した時点で処理中のステップがＳ５～Ｓ１０でない場合はステップＳ１６を否定判定して
ステップＳ１７へ進む。ステップＳ１７において、ＣＰＵ回路１０６は電子スチルカメラ
１００の制御プログラムを終了して所定の電源オフ動作を行い、図６の処理を終了する。
【００２５】
　電子スチルカメラ１００は、データストレージ装置２００に記録されている画像データ
ファイルを削除する指令、データストレージ装置２００に記録されている画像データファ
イルを削除しないようにするプロテクト指令、上記プロテクトを解除するプロテクト解除
指令の各指令の送信も行う。図７は、上記各指令を送信する際にＣＰＵ回路１０６が行う
処理の流れを説明するフローチャートである。電子スチルカメラ１００のサムネイル表示
ボタン１１４が操作されると、図７のプログラムが起動する。
【００２６】
　図７のステップＳ４１において、ＣＰＵ回路１０６は、内部メモリ１０５に記録されて
いるEXIF形式の画像データファイルのうち、本画像データが削除されている画像データフ
ァイルを順に読み出し、読み出した画像データファイルに記録されているサムネイル画像
データによる画像の一覧をＬＣＤ表示部１０７に表示させる。これにより、データストレ
ージ装置２００内に記録されている画像データファイルと同一のIDを有する画像データフ
ァイルによるサムネイル一覧がＬＣＤ表示部１０７に表示される。サムネイル画像の一覧
表示は、画像処理回路１０４が表示用データを生成し、ＬＣＤ表示部１０７がこれを表示
する。
 
【００２７】
　ＬＣＤ表示部１０７にサムネイル画像の一覧表示が行われるとき、図１に示すように、
初期値として画面の左上のサムネイル画像の枠が強調表示される。強調表示されるサムネ
イル画像は、画像データファイルの削除指令、プロテクト指令、およびプロテクト解除指
令の対象となる画像データファイルを表す。サムネイル画像の枠の強調表示は、画像処理



(9) JP 4725550 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

回路１０４により表示制御される。操作者は、十字スイッチ１１３を上下左右に操作して
、表示されているサムネイル画像の中から上記各指令の対象とするサムネイル画像を選ぶ
。たとえば、右隣のサムネイル画像を選ぶ場合は、十字スイッチ１１３を右に操作する。
【００２８】
　ステップＳ４２において、ＣＰＵ回路１０６は、十字スイッチ１１３からの操作信号を
検出してステップＳ４３に進む。ステップＳ４３において、ＣＰＵ回路１０６は十字スイ
ッチ１１３からの操作信号に応じて上記各指令の対象となるサムネイル画像を選ぶ。ＣＰ
Ｕ回路１０６は、選んだサムネイル画像を強調表示するように画像処理回路１０４に指令
を出力し、ステップＳ４４に進む。ステップＳ４４において、ＣＰＵ回路１０６は画像デ
ータ削除ボタン１１５が操作されたか否かを判定し、画像データ削除ボタン１１５が操作
された場合にステップＳ４４を肯定判定してステップＳ４５に進む。一方、画像データ削
除ボタン１１５が操作されない場合にステップＳ４４を否定判定してステップＳ４８に進
む。
【００２９】
　ステップＳ４５において、ＣＰＵ回路１０６は、送受信回路１０９に削除指令信号と削
除指令の対象となる画像データファイルに記録されているIDとを送信させてステップＳ４
６に進む。ステップＳ４６において、ＣＰＵ回路１０６は、送受信回路１０９でデータス
トレージ装置２００からの削除完了信号が受信されたか否かを判定する。送受信回路１０
９で削除完了信号が受信されると、ＣＰＵ回路１０６はステップＳ４６を肯定判定してス
テップＳ４７へ進み、送受信回路１０９で削除完了信号が受信されない場合はステップＳ
４６を否定判定して判定処理を繰り返す。削除完了信号については後述する。ステップＳ
４７において、ＣＰＵ回路１０６は、強調表示しているサムネイル画像に対応する画像デ
ータファイル、すなわち、削除指令とともに送信したIDに対応するファイルを内部メモリ
１０５から削除するとともに、強調表示されているサムネイル画像の表示も削除するよう
に画像処理回路１０４に指令を出す。ステップＳ４７の処理を終了するとステップＳ４８
へ進む。
【００３０】
　ステップＳ４８において、ＣＰＵ回路１０６は、画像データプロテクトボタン１１６が
操作されたか否かを判定し、画像データプロテクトボタン１１６が操作された場合にステ
ップＳ４８を肯定判定してステップＳ４９に進む。一方、画像データプロテクトボタン１
１６が操作されない場合にステップＳ４８を否定判定してステップＳ５２に進む。ステッ
プＳ４９において、ＣＰＵ回路１０６は、送受信回路１０９にプロテクト指令信号とプロ
テクト指令の対象となる画像データファイルに記録されているIDとを送信させてステップ
Ｓ５０に進む。ステップＳ５０において、ＣＰＵ回路１０６は送受信回路１０９でデータ
ストレージ装置２００からのプロテクト完了信号が受信されたか否かを判定する。送受信
回路１０９でプロテクト完了信号が受信されると、ＣＰＵ回路１０６はステップＳ５０を
肯定判定してステップＳ５１へ進み、送受信回路１０９でプロテクト完了信号が受信され
ない場合はステップＳ５０を否定判定して判定処理を繰り返す。プロテクト完了信号につ
いては後述する。ステップＳ５１において、ＣＰＵ回路１０６は、強調表示しているサム
ネイル画像にプロテクトマークを重ね表示するように画像処理回路１０４に指令を出し、
ステップＳ５２へ進む。
【００３１】
　ステップＳ５２において、ＣＰＵ回路１０６は、プロテクトマークが重ね表示されてい
るサムネイル画像が強調表示されている状態で、画像データプロテクトボタン１１６が再
び操作されたか否かを判定し、画像データプロテクトボタン１１６が操作された場合にス
テップＳ５２を肯定判定してステップＳ５３に進む。一方、画像データプロテクトボタン
１１６が操作されない場合にステップＳ５２を否定判定してステップＳ５６に進む。ステ
ップＳ５３において、ＣＰＵ回路１０６は、送受信回路１０９にプロテクト解除指令信号
とプロテクト解除指令の対象となる画像データファイルに記録されているIDとを送信させ
てステップＳ５４に進む。ステップＳ５４において、ＣＰＵ回路１０６は、送受信回路１
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０９でデータストレージ装置２００からのプロテクト解除完了信号が受信されたか否かを
判定する。送受信回路１０９でプロテクト解除完了信号が受信されると、ＣＰＵ回路１０
６はステップＳ５４を肯定判定してステップＳ５５へ進み、送受信回路１０９でプロテク
ト解除完了信号が受信されない場合はステップＳ５４を否定判定して判定処理を繰り返す
。プロテクト解除完了信号については後述する。ステップＳ５５において、ＣＰＵ回路１
０６は、強調表示しているサムネイル画像からプロテクトマークの重ね表示を中止するよ
うに画像処理回路１０４に指令を出し、ステップＳ５６へ進む。
【００３２】
　ステップＳ５６において、ＣＰＵ回路１０６は、サムネイル表示ボタン１１３が再び操
作されたか否かを判定し、サムネイル表示ボタン１１３が操作された場合にステップＳ５
６を肯定判定してステップＳ５７に進む。一方、サムネイル表示ボタン１１３が再び操作
されない場合にステップＳ５６を否定判定してステップＳ４２に戻る。ステップＳ５７に
おいて、ＣＰＵ回路１０６は、ＬＣＤ表示部１０７に表示させているサムネイル画像デー
タによるサムネイル画像の一覧表示を中止するように画像処理回路１０４に指令を出し、
図７の処理を終了する。
【００３３】
　次に、電子スチルカメラ１００との間で送受信を行うデータストレージ装置２００で行
われる処理について説明する。図８は、データストレージ装置２００のＣＰＵ回路２０６
によって行われる処理の流れを説明するフローチャートである。データストレージ装置２
００の電源スイッチ２１１がオン操作されると、図８のプログラムが起動される。ステッ
プＳ６１において、ＣＰＵ回路２０６は、送受信回路２０１で電子スチルカメラ１００か
らの画像データが受信されたか否かを判定し、画像データが受信されるとステップＳ６１
を肯定判定してステップＳ６２へ進み、画像データが受信されないとステップＳ６１を否
定判定してステップＳ６３へ進む。
【００３４】
  ステップＳ６２において、ＣＰＵ回路２０６は、送受信回路２０１により画像データの
受信が完了されると、受信された画像データを画像データファイルにしてメモリ２０２に
記録する。この画像データファイルは、データ圧縮を受けた画像データと、サムネイル画
像データと、IDとが記録されているEXIFファイル形式のファイルである。ＣＰＵ回路２０
６はさらに、受信完了信号を送信するように送受信回路２０１に指令を出力し、ステップ
Ｓ６３へ進む。受信完了信号は、画像データを受信したことを電子スチルカメラ１００に
報知するために送信される。画像データの受信完了の検出は、たとえば、ＪＰＥＧ方式の
データの「end of image」というマーク検出と、ＪＰＥＧデータのヘッダ部に含まれるフ
ァイルサイズと受信したデータのサイズとが一致することの検出との両方で行う。
【００３５】
  ステップＳ６３において、ＣＰＵ回路２０６は、送受信回路２０１で電子スチルカメラ
１００からの削除指令信号が受信されたか否かを判定し、削除指令信号が受信されるとス
テップＳ６３を肯定判定してステップＳ６４へ進み、削除指令信号が受信されないとステ
ップＳ６３を否定判定してステップＳ６５へ進む。ステップＳ６４において、ＣＰＵ回路
２０６は、送受信回路２０１により削除指令信号とともに受信されたIDに対応する画像デ
ータファイルをメモリ２０２から削除する。ＣＰＵ回路２０６はさらに、受信されたIDを
含む画像データファイルをメモリ２０２から削除すると、削除完了信号を送信するように
送受信回路２０１に指令を出力し、ステップＳ６５へ進む。削除完了信号は、対象の画像
データファイルを削除したことを電子スチルカメラ１００に報知するために送信される。
【００３６】
  ステップＳ６５において、ＣＰＵ回路２０６は、送受信回路２０１で電子スチルカメラ
１００からのプロテクト指令信号が受信されたか否かを判定し、プロテクト指令信号が受
信されるとステップＳ６５を肯定判定してステップＳ６６へ進み、プロテクト指令信号が
受信されないとステップＳ６５を否定判定してステップＳ６７へ進む。ステップＳ６６に
おいて、ＣＰＵ回路２０６は、送受信回路２０１によりプロテクト指令信号とともに受信
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されたIDに対応する画像データファイルをメモリ２０２から削除禁止とする。ＣＰＵ回路
２０６はさらに、受信されたIDを含む画像データファイルを削除禁止にすると、プロテク
ト完了信号を送信するように送受信回路２０１に指令を出力し、ステップＳ６７へ進む。
プロテクト完了信号は、対象の画像データファイルを削除禁止にしたことを電子スチルカ
メラ１００に報知するために送信される。
【００３７】
  ステップＳ６７において、ＣＰＵ回路２０６は、送受信回路２０１で電子スチルカメラ
１００からのプロテクト解除指令信号が受信されたか否かを判定し、プロテクト解除指令
信号が受信されるとステップＳ６７を肯定判定してステップＳ６８へ進み、プロテクト解
除指令信号が受信されないとステップＳ６７を否定判定して図８の処理を終了する。ステ
ップＳ６８において、ＣＰＵ回路２０６は、送受信回路２０１によりプロテクト解除指令
信号とともに受信されたIDに対応する画像データファイルについて、メモリ２０２からの
削除禁止を解除する。ＣＰＵ回路２０６はさらに、受信されたIDを含む画像データファイ
ルの削除禁止を解除すると、プロテクト解除完了信号を送信するように送受信回路２０１
に指令を出力し、図８の処理を終了する。プロテクト解除完了信号は、対象の画像データ
ファイルに対する削除禁止を解除したことを電子スチルカメラ１００に報知するために送
信される。
【００３８】
　以上説明した第一の実施の形態による画像データファイルの伝送システムによれば、次
の作用効果が得られる。
（１）電子スチルカメラ１００は、撮影時にサムネイル画像データと圧縮された本画像デ
ータとを画像データファイルとして内部メモリ１０５に記録し、画像データファイルのコ
ピーをデータストレージ装置２００に送信し、データストレージ装置２００から送信され
た受信完了信号を受信すると内部メモリ１０５内の画像データファイルから本画像データ
を削除するようにした。内部メモリ１０５内の画像データファイルに本画像データを残さ
ないので、内部メモリ１０５の使用量を節約でき、より多くのコマ数を撮影して記録する
ことができる。また、データストレージ装置２００から送信される受信完了信号を受信し
てから本画像データを削除するようにしたので、データストレージ装置２００への送信が
完了する前に本画像データを誤って削除することがない。さらに、電子スチルカメラ１０
０の内部メモリ１０５にサムネイル画像データを残すようにしたので、撮影者は、データ
ストレージ装置２００が近くにない場合でも、データストレージ装置２００に送信した画
像を電子スチルカメラ１００のＬＣＤ表示部１０７に表示させて確認することができる。
（２）電子スチルカメラ１００の内部メモリ１０５に記録されている画像データファイル
およびデータストレージ装置２００に送信される画像データファイルには、共通のIDが記
録されるようにした。電子スチルカメラ１００からデータストレージ装置２００に画像デ
ータファイルの削除指令、プロテクト指令、およびプロテクト解除指令を送信するとき、
各指令の対象となるIDも送信する。この結果、電子スチルカメラ１００からデータストレ
ージ装置２００に対して、画像データファイルごとに削除、プロテクト、プロテクト解除
を行うことができる。
（３）上記IDは、電子スチルカメラ１００の製造番号を含むようにしたので、他の電子ス
チルカメラによるIDと重複することがない。
（４）電子スチルカメラ１００およびデータストレージ装置２００にそれぞれ送受信回路
１０９、送受信回路２０１を設け、無線により画像データを送信するようにした。撮影者
は、電子スチルカメラ１００だけを携帯して撮影することができ、電子スチルカメラ１０
０とデータストレージ装置２００とがケーブルなどで接続されている場合に比べて、操作
性が向上する。
（５）ステップＳ５～ステップＳ１０の処理の途中で電子スチルカメラ１００の電源スイ
ッチ１１１がオフ操作される場合に、撮影された画像データファイルをデータストレージ
装置２００に送信完了してから電源オフ処理を行うようにしたので(ステップＳ１６の否
定判定)、撮影した画像データファイルがデータストレージ装置２００に記録されずに消
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滅することが防止される。
（６）電子スチルカメラ１００からデータストレージ装置２００に画像データの送信が行
われるステップＳ１２～ステップＳ１５までの間、電子スチルカメラ１００のＬＣＤ表示
部１０７に表示されるフリーズ画像表示の輝度を下げるようにしたので、撮影者はＬＣＤ
表示部１０７の表示画像の輝度が下がることで画像データが転送中であることを確認でき
る。
【００３９】
　－第二の実施の形態－
　第一の実施の形態では、電子スチルカメラ１００が１コマずつ撮影を行う単写撮影につ
いて説明した。第二の実施の形態では、電子スチルカメラ１００のレリーズボタン１１２
が操作されている間に所定の間隔で連続して撮影する連写撮影を行う。
【００４０】
　第二の実施の形態による電子スチルカメラ１００のＣＰＵ回路１０６によって行われる
撮影処理の流れを、図９のフローチャートを参照して説明する。なお、単写撮影の場合の
図４のフローチャートと同じ処理が行われる部分は同一のステップ番号を付したので、図
４と相違する処理を中心に説明する。図９のステップＳ５Ａにおいて、撮影して得られた
画像データが画像処理回路１０４で表示用画像データに処理され、ＬＣＤ表示部１０７で
フリーズ画像表示される。このとき、画像処理回路１０４は、連写結果を一覧できるよう
に、サムネイル画像を一覧形式で表示させる。連写によって撮影コマが増えるごとに、表
示されるサムネイル画像が増やされる。
【００４１】
　ステップＳ８Ｂにおいて、ＣＰＵ回路１０６はレリーズボタン１１２がオフされたか否
かを判定し、レリーズ操作がオフされた場合はステップＳ８Ｂを肯定判定してステップＳ
９へ進み、レリーズ操作が継続されている場合はステップＳ８Ｂを否定判定してステップ
Ｓ４へ戻る。
【００４２】
　ステップＳ１０Ａにおいて、ＣＰＵ回路１０６は送受信回路１０９に画像データの転送
処理を行わせ、転送処理が終了すると図９の処理を終了する。ステップＳ１０Ａでは、連
写撮影によって得られた複数の画像データファイルが１つずつ電子スチルカメラ１００か
らデータストレージ装置２００へ送信される。図１０は、ステップＳ１０Ａの転送処理時
にＣＰＵ回路１０６で行われる処理の流れを説明するフローチャートである。単写撮影の
場合の図５のフローチャートと同じ処理が行われる部分は同一のステップ番号を付したの
で、図５と相違する処理を中心に説明する。
【００４３】
　図１０のステップＳ１２Ａにおいて、ＣＰＵ回路１０６は画像処理回路１０４に対し、
送信している画像データファイルに対応するサムネイル画像の表示輝度を下げるよう指令
を出力し、ステップＳ１３へ進む。これにより、操作者はどの画像データファイルが送信
されているかを知ることができる。
【００４４】
　ステップＳ１５Ａにおいて、ＣＰＵ回路１０６は画像処理回路１０４に対し、輝度を下
げているサムネイル画像の表示輝度を消すよう指令を出力し、ステップＳ１５Ｂに進む。
ステップＳ１５Ｂにおいて、ＣＰＵ回路１０６は、連写撮影で得られた画像データファイ
ルが全て送信完了したか否かを判定する。全て送信完了した場合はステップＳ１５Ｂを肯
定判定して図１０の処理を終了し、未送信の画像データファイルがある場合はステップＳ
１５Ｂを否定判定してステップＳ１１に戻り、次の画像データファイルを送信する。
【００４５】
　以上説明したように第二の実施の形態によれば、連写撮影を行う場合にも単写撮影時と
同様の作用効果を得ることができる。とくに、第二の実施形態においては、連写撮影によ
って得られた画像データファイルに対応するサムネイル画像をＬＣＤ表示部１０７に一覧
表示し、画像データファイルを１つずつ電子スチルカメラ１００からデータストレージ装
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置２００に送信し、送信中の画像データファイルに対応するサムネイル画像の表示輝度を
下げるとともに送信完了すると当該サムネイル画像表示を消すようにしたので、どのファ
イルを送信中か、どのファイルが未送信かを操作者に報知することができる。
【００４６】
　以上の説明では、電子スチルカメラ１００とデータストレージ装置２００とをBluetoot
hにより無線接続するようにしたが、IrDAによる接続でもよい。また、電子スチルカメラ
１００とデータストレージ装置２００とをIEEE-1394ケーブルで接続したり、ＵＳＢケー
ブルやネットワークケーブルなどによって有線接続するようにしてもよい。
【００４７】
　また、電子スチルカメラ１００とデータストレージ装置２００とを１：１で接続する例
を説明したが、電子スチルカメラ１００は複数あってもよく、データストレージ装置２０
０が複数あってもよい。画像データファイル内に記録されるIDに電子スチルカメラ１００
の製造番号を含むようにしたので、他の電子スチルカメラによる画像データファイルと識
別が可能となり、他の電子スチルカメラにより撮影された画像データファイルを誤って削
除することがない。
【００４８】
  なお、IDは電子スチルカメラ１００の製造番号の代わりに、電子スチルカメラ１００、
あるいは撮影者を特定する記号、文字、数字などでもよい。
【００４９】
　電子スチルカメラ１００からデータストレージ装置２００に画像データを送信している
間、ＬＣＤ表示部１０７の表示画像の輝度を下げるようにしたが、輝度を下げる代わりに
画像の点滅表示を行ったり、色を変えて表示したり、送信中を示すアイコンやテキスト情
報を表示画像に重ねてオーバーレイ表示するものでもよい。
【００５０】
　データストレージ装置２００のメモリ２０２に記録されている画像データファイルに対
して削除、プロテクト、プロテクト解除する場合に電子スチルカメラ１００側から操作す
るようにしたが、データストレージ装置２００側から操作するようにしてもよい。この場
合には、十字スイッチ２１２、サムネイル表示ボタン２１３、画像データ削除ボタン２１
４、および画像データプロテクトボタン２１５を操作して行えばよい。
【００５１】
　以上の説明では、電子スチルカメラ１００で撮影された静止画像データを取り扱う画像
データファイル伝送システムについて説明したが、動画データを取り扱うデータファイル
伝送システムにも本発明を適用することができる。
【００５２】
　また、電子スチルカメラ１００の例で説明をしたが、必ずしも電子スチルカメラに限定
する必要はない。ＣＣＤなどの撮像素子で撮像を行って画像データを内部に蓄積し、外部
装置に送信するものであればよい。スキャナ、ＰＤＡ、携帯電話機、ノートパソコンなど
の携帯型パソコンなど、撮像素子を有するあらゆる装置にも本発明を適用することができ
る。
【００５３】
　また、データストレージ装置２００は、パソコンなどのコンピュータで構成するように
してもよい。パソコンのＵＳＢやその他のインターフェースにBluetoothアダプタなどを
接続して、無線通信を行う。メモリ２０２は、パソコンのハードディスク装置などを使用
する。
【００５４】
　なお、パソコンで処理するプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体やインターネッ
トなどのデータ信号を通じて提供することができる。図１１はその様子を示す図である。
パーソナルコンピュータ４００は、ＣＤ－ＲＯＭ４０４を介してプログラムの提供を受け
る。また、パーソナルコンピュータ４００は通信回線４０１との接続機能を有する。コン
ピュータ４０２は上記プログラムを提供するサーバーコンピュータであり、ハードディス
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パソコン通信などの通信回線、あるいは専用通信回線などである。コンピュータ４０２は
ハードディスク４０３を使用してプログラムを読み出し、通信回線４０１を介してプログ
ラムをパーソナルコンピュータ４００に送信する。すなわち、プログラムをデータ信号と
して搬送波にembodyして、通信回線４０１を介して送信する。このように、プログラムは
、記録媒体や搬送波などの種々の形態のコンピュータ読み込み可能なコンピュータプログ
ラム製品として供給できる。
【００５５】
　また、データストレージ装置に２００にプリンタの機能を持たせてもよい。その場合、
電子スチルカメラ１００から出力される指令にはデータストレージ装置２００に指定した
画像のプリントを指示する指令を含ませても良い。また、電子スチルカメラ１００から出
力される指令にはデータストレージ装置２００に保存されている本画像データのコピーを
電子スチルカメラ１００に送信させる指令を含ませても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】第一の実施の形態による画像データファイル伝送システムの概要を示す図である
。
【図２】電子スチルカメラの概要を示すブロック図である。
【図３】データストレージ装置の概要を示すブロック図である。
【図４】電子スチルカメラの撮影処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】転送処理の流れを説明するフローチャートである。
【図６】割り込み処理の流れを説明するフローチャートである。
【図７】削除、プロテクトおよびプロテクト解除指令の送信処理の流れを説明するフロー
チャートである。
【図８】データストレージ装置における処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】第二の実施の形態による電子スチルカメラの撮影処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図１０】第二の実施の形態による電子スチルカメラの転送処理の流れを説明するフロー
チャートである。
【図１１】プログラムをＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体やインターネットなどのデータ信号
を通じて提供する様子を示す図である。
【符号の説明】
【００５８】
１００…電子スチルカメラ、　　　　１０５…内部メモリ、
１０６,２０６…ＣＰＵ回路、　　　 １０７,２０４…ＬＣＤ表示部、
１０９,２０１…送受信回路、　　　 １１２…レリーズボタン、
１１３,２１２…十字スイッチ、　　 １１４,２１３…サムネイル表示ボタン、
１１５,２１４…画像データ削除ボタン、
１１６,２１５…画像データプロテクトボタン、
２００…データストレージ装置、    ２０２…メモリ、
３００…通信媒体
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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