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(57)【要約】
【課題】画像ファイルの検索性及び分類容易性が向上し
た画像撮像装置及び画像撮像システムを提供する。
【解決手段】書き込み手段１０７により画像ファイルに
、画像ファイルを識別するための識別データを書き込む
と共に、読み出し手段１１２により画像ファイルに書き
こまれた識別データを読み出し、さらに管理手段１１３
により、読み出し手段１１２により読み出された識別デ
ータに基づいて画像ファイルを識別し、画像ファイルを
同一識別データファイルに格納する。そして、表示部１
１０により同一識別データファイル名を表示すると共に
、同一識別データファイル全体を階層的に表示するよう
にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を撮像する画像撮像装置において、
　撮像された画像ファイルに該画像ファイルを識別するための識別データを書き込む書き
込み手段と、
　前記画像ファイルに書きこまれた識別データを読み出す読み出し手段と、
　前記読み出し手段により読み出された識別データに基づいて前記画像ファイルを識別し
、該画像ファイルを同一識別データファイルに階層的に格納する管理手段と、
　前記同一識別データファイル名を表示すると共に前記同一識別データファイル全体を階
層的に表示する表示部と、を備えたことを特徴とする画像撮像装置。
【請求項２】
　前記表示部に、前記同一識別データファイルに格納された画像ファイル名及び画像を表
示することを特徴とする請求項１記載の画像撮像装置。
【請求項３】
　前記識別データは、前記画像ファイルのヘッダに書きこまれたコメント、日時情報、位
置情報、機種情報のいずれか一つのデータであることを特徴とする請求項１又は２記載の
画像撮像装置。
【請求項４】
　前記画像ファイルに自動的に付与される自動識別データと、前記書き込み手段により書
き込まれた識別データとの対応関係を参照するファイルを備えたことを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか１項に記載の画像撮像装置。
【請求項５】
　前記画像ファイルを転送する際、前記自動識別データを前記識別データに変換する変換
手段を備えたことを特徴とする請求項４記載の画像撮像装置。
【請求項６】
　前記請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像撮像装置と、前記画像撮像装置により
撮像した画像ファイルを記録表示する記録表示装置とを備えたことを特徴とする画像撮像
システム。
【請求項７】
　前記記録表示装置に設けられた表示部に前記同一識別データファイル名を表示すると共
に前記同一識別データファイル全体を階層的に表示させることを特徴とする請求項６記載
の画像撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像撮像装置及び画像撮像システムに関し、特に画像ファイルの識別、分類
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の画像処理技術と、画像記録技術の進歩と、パーソナルコンピュータの一般消費者
への普及により、デジタルカメラやデジタルビデオカメラのようなデジタル画像を記録す
る画像撮像装置もまた広く一般の家庭に行き渡りつつある。
【０００３】
　そして、こうした画像撮像装置の一例であるデジタルカメラにおいては、画像を保存す
る場合、まず撮像した画像データをカメラ内部のメモリやあるいは取り外し可能なメモリ
カードなどの媒体に一旦記録するようにしている。そして、この後、通信線やメモリカー
ドリーダ等を介してパーソナルコンピュータ（ＰＣ）の転送し、パーソナルコンピュータ
のＨＤＤ（ハードディスク）やＭＯディスク、ＣＤ－Ｒディスクなどの記録媒体に保存す
るようにしている。
【０００４】
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　ところで、画像撮像装置を備えた画像撮像システムでは、パーソナルコンピュータやカ
メラ等が画像データを自動的に検索したり、機器間で円滑に画像データをやりとりできる
よう記録媒体への画像ファイルの格納方法においていくつかの工夫がされてきた。
【０００５】
　例えば、デジタルカメラの規格「ＣＩＦＦ」（Camera　Image　File　Format）や、「
ＤＣＦ」（Design　rule　for　Camera　File　system）においては、ディレクトリ配置
法を規定している。また、ディレクトリ及びファイル命名ルール等を詳細に規定している
。
【０００６】
　しかし、こうした規格などで定められたファイル名やファイルを格納するディレクトリ
（フォルダ）名、これらを階層的に示したパス名は、画像を扱う機器間での取り扱いの利
便性と引き換えに、規定された画一的なものや数字を羅列したものが主体となっている。
【０００７】
　このため、ユーザーが任意にファイル名や、パス名をつける自由度がなくなり、この結
果、ユーザーは、ディレクトリ（フォルダ）名やファイル名から、画像ファイルの内容を
識別することができない。また、画像を整理する上でも、サムネイル画像を見ないと内容
が把握できないため、画像ファイルの検索性や、分類容易性が低かった。
【０００８】
　そこで、このような問題を解決するため、従来、例えば画像の管理テーブルを作成する
と共に、複数の画像ファイルから画像の付属情報（キーワード）を用いて画像を検索し、
関連する画像を一覧表示するものがある（特許文献１参照）。
【０００９】
　また、例えば同じ機種で異なるシリアルナンバーのデジタルカメラの画像ファイルを同
じ記録媒体やＰＣに転送した場合、画像ファイル名やディレクトリ（フォルダ）名が重複
してしまう問題もあった。そこで、このような問題を解決するため、保存しようとするフ
ァイルに、例えば既存のファイル名と異なるユーザーファイル名を与えるようにしたもの
がある（特許文献２参照）。
【００１０】
【特許文献１】特開平９－０５０４３６号公報
【特許文献２】特開平１０－０２１１３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、近年、記録メディアの記憶容量の増大に伴い、撮像した多量の記録物の管理は
ますます煩雑化してきている。これに伴い、画像撮像システムにおいても、カメラで撮像
した膨大な画像データの効率的な分類整理、再生、編集することが求められている。
【００１２】
　そこで、本発明は、このような現状に鑑みてなされたものであり、画像ファイルの検索
性及び分類容易性が向上した画像撮像装置及び画像撮像システムを提供することを目的と
するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、画像を撮像する画像撮像装置において、撮像された画像ファイルに該画像フ
ァイルを識別するための識別データを書き込む書き込み手段と、前記画像ファイルに書き
こまれた識別データを読み出す読み出し手段と、前記読み出し手段により読み出された識
別データに基づいて前記画像ファイルを識別し、該画像ファイルを同一識別データファイ
ルに階層的に格納する管理手段と、前記同一識別データファイル名を表示すると共に前記
同一識別データファイル全体を階層的に表示する表示部と、を備えたことを特徴とするも
のである。
【発明の効果】
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【００１４】
　本発明では、画像ファイルに書きこまれた識別データを用いて画像ファイルを識別して
同一識別データファイルに格納すると共に、同一識別データファイル名を表示すると共に
同一識別データファイル全体を階層的に表示することができる。これにより、画像ファイ
ルの検索性や分類の容易性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る画像撮像システムの模式図である。
【００１７】
　図１において、１０１は画像撮像装置の一例であるデジタルカメラであり、１０２はデ
ジタルカメラ１０１により撮像した画像ファイルを記録表示する記録表示装置の一例であ
るパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣという）である。
【００１８】
　ここで、デジタルカメラ１０１は、撮像のための光学レンズ１０３、ＣＣＤやＣＭＯＳ
型のセンサ等を備えた撮像センサ部１０４、撮像センサ部１０４により撮像された画像の
処理を行うＤＳＰ部１０５を備えている。
【００１９】
　また、ＤＳＰ部１０５により処理された画像データを記憶するメモリカード、ハードデ
ィスク（ＨＤＤ）、光ディスク等の記録媒体部１０６、操作キー、キーボードなどのユー
ザー入力のための操作部１０７を備えている。なお、本実施の形態において、記録媒体部
１０６はメモリカードを備えている。
【００２０】
　さらに、マイコン部１０８、ＵＳＢやシリアル通信などの画像データ等を外部機器とや
り取りする通信部１０９、液晶画面とその制御部を含めた画像表示部１１０、データバス
及びアドレスバス等の制御線群１１１を備えている。
【００２１】
　一方、ＰＣ１０２はＣＰＵ部１１５、バス制御を行うバスコントロール部１１６、メイ
ンメモリ部１１７、ＨＤＤや光ディスクなどの記録媒体部１１８、キーボードやマウスな
どの操作部１１９、ディスプレイとその制御部を含めた画像表示部１２０を備えている。
また、ＵＳＢやシリアル通信などにより、外部機器と通信を行う通信部１２１、データバ
ス及びアドレスバス等の制御線群１２２，１２３、通信用のライン１２５を有している。
なお、本実施の形態では、有線の場合を示しているが、通信部１２１が無線用通信部であ
り、無線で両者の通信を行っても良い。
【００２２】
　そして、このような構成のデジタルカメラ１０１及びＰＣ１０２を備えた画像撮像シス
テムにおいて、光学レンズ１０３を介して撮像センサ部１０４で撮像された画像データは
、まずＤＳＰ部１０５で画像処理される。この後、マイコン部１０８の不図示のファイル
管理部により、記録媒体部１０６にＤＣＦ規格に従い格納される。この際、画像データと
共に各種撮像データが画像ファイルのヘッダ部に書きこまれる。
【００２３】
　図２は、デジタルカメラの規格「ＤＣＦ」におけるディレクトリ（フォルダ）及びファ
イルの階層構造を模式的に示している。図２において、２０１はデジタルカメラ１０１の
記録媒体部１０６におけるルートディレクトリ（ディレクトリ名：ｒｏｏｔ）である。２
０２は、ＤＣＦ規格のデータを格納する基本ディレクトリであるＤＣＦイメージルートデ
ィレクトリ（ディレクトリ名：Ｄｃｉｍ）である。
【００２４】
　そして、このＤＣＦイメージルートディレクトリ２０２の下に画像データを格納するた
めのＤＣＦディレクトリ（ディレクトリ名：１００ＡＢＣＤＥ）２０３及びＤＣＦディレ
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クトリ（ディレクトリ名：１０１ＶＷＸＹＺ）２０４が有る。なお、このＤＣＦイメージ
ルートディレクトリ２０２の下には、ＤＣＦディレクトリ以外のディレクトリ（ディレク
トリ名：ＴＥＭＰ１）２０５も存在可能である。
【００２５】
　ここで、ディレクトリ２０３においては、ｆｉｌｅ０００１．ｊｐｇ～ｆｉｌｅ００５
．ｊｐｇ、ディレクトリ２０４においては、ｆｉｌｅ０００６．ｊｐｇ～ｆｉｌｅ００７
．ｊｐｇのＤＣＦ規格の画像ファイル（＝ＤＣＦファイル）が存在している。
【００２６】
　なお、「ＤＣＦ」規格においては、ＤＣＦディレクトリ名は、“１００～９９９”の３
文字の数字＋５文字の自由文字の８文字とする命名規則が規定されている。また、ＤＣＦ
ファイル名は、４文字の自由文字＋“０００１～９９９９”の４文字の数字とする命名規
則が規定されている。
【００２７】
　ところで、デジタルカメラ１０１のマイコン部１０８は、図１に示すように付属情報読
み書き部１１２、擬似ファイル管理部１１３、ファイル／パス名変換部１１４を備えてい
る。
【００２８】
　ここで、付属情報読み書き部１１２は、記録媒体部１０６に書き込まれる各種撮像デー
タに加えて、書き込み手段である操作部１０７等で入力したコメント文を画像ファイルの
ヘッダ部に付属情報として書きこみを行うものである。また、読み出し手段として作用し
て、コメント文の読み出しを行うものである。
【００２９】
　また、管理手段である擬似ファイル管理部１１３は、画像ファイルのヘッダ部に書きこ
まれた各種撮像データとコメント文等の付属情報を用いて実際のファイル名やディレクト
リ名とは別の擬似ファイル名、擬似ディレクトリ名を各ファイルに設定するものである。
また、この擬似ファイル管理部１１３は、擬似ファイル及び擬似ディレクトリ〈フォルダ
〉からなる擬似ファイル階層の管理を行うものである。
【００３０】
　さらに、ファイル／パス名変換部１１４は、画像ファイル（データ）を転送する際に、
ＤＣＦ規格にのっとった実際のファイル名やディレクトリ名を、擬似ファイル管理部１１
３において管理されている擬似ファイル名や擬似ディレクトリ名に変換するものである。
【００３１】
　そして、この変換手段であるファイル／パス名変換部１１４により変換された擬似ファ
イル名や擬似ディレクトリ名は、画像ファイルが通信線１２５を介してデジタルカメラ１
０１からＰＣ１０２に転送される際、画像ファイルと共にＰＣ１０２に転送される。
【００３２】
　なお、このように転送された画像ファイルはＰＣ１０２の記録媒体部１１８に記録され
、擬似ファイル名や擬似ディレクトリ名はファイル管理部１２４で管理される。これによ
り、ＰＣ１０２のファイル管理部１２４で管理される画像ファイルのファイル名と格納さ
れるディレクトリ名は、ＤＣＦ規格に従ったファイル名／ディレクトリ名ではなく、カメ
ラ側で設定した任意のファイル名／ディレクトリ名にすることが出来る。
【００３３】
　図３は、画像ファイルのデータ構造を模式的に示す図であり、図３において、３０１が
ＳＯＩ（Start　of　Image）と呼ばれる画像ファイルの始点である。３０２がヘッダ部で
あり、このヘッダ部３０２に付属情報読み書き部１１２によって画像ファイルの付属情報
が記録される。
【００３４】
　３０３がサムネイル画像部であり、このサムネイル画像部３０３に画像を一覧するとき
に参照するための縮小画像が記録される。３０４が主画像部であり、本来の画像部分のデ
ータが記録されている部分である。３０５がＥＯＩ（End　of　Image）と呼ばれる画像フ



(6) JP 2008-160479 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

ァイルの終点である。
【００３５】
　なお、ヘッダ部３０２に格納されている識別データである付属情報としては、メーカー
名、モデル名、シリアルＮｏ等の機種情報がある。また、原画像生成日時、デジタルデー
タ作成日時、色空間、シャッタスピード、絞り値、ＥＶ値、コメント文などの撮影に関す
る各種付帯情報がある。
【００３６】
　そして、ヘッダ部３０２に格納されている付属情報として、例えば日時情報を用いるこ
とにより、擬似ファイル管理部１１３において日にち別に擬似ディレクトリ名と擬似ファ
イル名を設定することができる。また、ファイル名も日にち情報により、月日＋その日の
通し番号を付加して設定しなおすようにすれば、機種によらず日にち毎にファイルが整理
されるため、後日その日の出来事を追いやすくなる。
【００３７】
　また、カメラに内蔵された不図示のＧＰＳによる位置情報を用いて、位置別に擬似ディ
レクトリを分けることもできる。位置の名前は、予めＧＰＳで得られる座標に対して、場
所の名前をカメラ本体に登録しておいたり、登録がない場合は座標に対応する地名をカメ
ラ内部で検索することにより得ることもできる。また、ファイル名は日にち情報により、
月日＋その日の通し番号を付加して設定しなおすようにすれば、機種によらず場所毎にフ
ァイルが整理されるため、位置別の出来事を追いやすくなる。
【００３８】
　図４は、このような位置情報を用いた場合の擬似ディレクトリ、ファイルの階層構造を
示す図である。図４において、４０１が擬似的なルートディレクトリであり、この直下に
位置毎の擬似的なディレクトリが有る。４０２が“○○幼稚園”、４０４が“○▽展示場
”のディレクトリ名であり、これは座標が予め登録してあった場所名である。
【００３９】
　４０３が“東京都大田区”のディレクトリ名であり、これは予め登録がないため、座標
で検索した地名である。このように位置毎にファイル４０２，４０３，４０４が分類され
て格納されている。またファイル名も日にち情報が付加されるため、例えば同じ位置座標
で撮影されたファイルが、同じ擬似ディレクトリに格納されても、日時での区別をファイ
ル名で追うことが可能になっている。
【００４０】
　次に、図５に示すフローチャートを用いて位置情報により擬似ディレクトリ及び擬似フ
ァイル名を設定する処理について説明する。
【００４１】
　まず、位置情報による設定ルーチンに入ると、マイコン部１０８の付属情報読み書き部
１１２により画像ファイルのヘッダ部から位置情報が読み出される（Ｓ５０２）。次に、
マイコン部１０８はＧＰＳによる位置座標に対応した登録済みの場所名があるかを判別し
（Ｓ５０３）、登録済みの場所名がある場合には（Ｓ５０３のY）、記録媒体部１０６（
図１参照）に登録済みの場所名のディレクトリが有るかを判別する（Ｓ５０４）。
【００４２】
　そして、記録媒体部に登録済みの場所名のディレクトリが有る場合には（Ｓ５０４のY
）、擬似ディレクトリ内に該当ファイルを格納するように擬似ファイル管理部１１３（図
１参照）を設定する（Ｓ５０６）。また、記録媒体部に登録済みの場所名のディレクトリ
が存在しない場合には（Ｓ５０４のN）、場所名ディレクトリを作成する（Ｓ５０５）。
【００４３】
　そして、この後、擬似ディレクトリ内に該当ファイルを格納するように擬似ファイル管
理部を設定し（Ｓ５０６）、該当する擬似ディレクトリにファイルが月日＋その日の通し
番号により格納する。この結果、格納ディレクトリ内で月日＋その日の通し番号で擬似フ
ァイル名が設定される（Ｓ５１１）。
【００４４】
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　一方、登録済みの場所名がない場合には（Ｓ５０３のN）、座標に該当する地名の検索
を行う（Ｓ５０７）。次に、記録媒体部に検索した地名のディレクトリが有るかどうかを
調べ（Ｓ５０８）、ある場合には（Ｓ５０８のY）、擬似ディレクトリ内に該当ファイル
を格納するように擬似ファイル管理部を設定する。これにより、該当する擬似ディレクト
リにファイルが月日＋その日の通し番号により格納される（Ｓ５１０）。
【００４５】
　なお、記録媒体部に検索した地名のディレクトリがない場合には（Ｓ５０８のN）、地
名ディレクトリを作成する（Ｓ５０９）。そして、この後、擬似（地名）ディレクトリ内
に該当ファイルを格納するように擬似ファイル管理部が設定され（Ｓ５１０）、該当する
擬似ディレクトリにファイルが月日＋その日の通し番号により格納される。この結果、格
納ディレクトリ内で月日＋その日の通し番号で擬似ファイル名が設定される（Ｓ５１１）
。このようにして、設定ルーチンが終了する。
【００４６】
　また、ヘッダ部３０２（図３参照）に記録された２つのコメント文を用いて擬似ディレ
クトリと擬似ファイル名を設定することもできる。この場合、例えば擬似ディレクトリは
コメント１の文字列を用いたディレクトリと、コメント２の文字列を用いたディレクトリ
の階層構造となる。
【００４７】
　また、ファイル名は日にち情報により、月日＋その日の通し番号を付加して設定しなお
すようにすれば、ユーザーが自由にディレクトリ名、ファイル名を設定できるため，画像
ファイルの整理の自由度が向上する。
【００４８】
　図６は、２つのコメント文を用いた場合の擬似ディレクトリ、ファイルの階層構造を示
す図である。図６において、４０１が擬似的なルートディレクトリであり、この直下にコ
メント文による擬似的なディレクトリが有る。６０２が“運動会”、６０３が“仕事”の
ディレクトリ名である。６０４が“玉入れ”、６０５が“リレー”、６０６が“セミナー
”、６０７が“展示会”のサブディレクトリ名である。
【００４９】
　ここで、各ファイルはコメント文に従い分類されるが、ファイル名は日にち情報が付加
されるため、例えば同じコメントを与えられたファイルが、同じ擬似ディレクトリに格納
されても、日時での区別をファイル名で追うことが可能になっている。
【００５０】
　次に、図７に示すフローチャートを用いてコメント文により擬似ディレクトリ及び擬似
ファイル名を設定する処理について説明する。
【００５１】
　まずコメントによる設定ルーチンに入ると、マイコン部１０８の付属情報読み書き部１
１２により画像ファイルのヘッダ部からコメント１及びコメント２の文字列が読み出され
る（Ｓ７０２）。次に、マイコン部１０８は、コメント１のフィールドに文字列があるか
を判別し（Ｓ７０３）、コメント１があれば（Ｓ７０３のY）、記録媒体部にコメント１
の文字列名のディレクトリがあるか判別する（Ｓ７０４）。
【００５２】
　そして、記録媒体部にコメント１の文字列名のディレクトリがあれば（Ｓ７０４のY）
、コメント１の名の擬似ディレクトリ内に該当ファイルもしくは擬似サブディレクトリを
格納するように擬似ファイル管理部を設定する（Ｓ７０６）。また、記録媒体部にコメン
ト１の文字列名のディレクトリがなければ（Ｓ７０４のN）、コメント１の名のディレク
トリを作成する（Ｓ７０５）。この後、擬似ディレクトリ内に該当ファイルもしくは擬似
サブディレクトリを格納するように擬似ファイル管理部を設定する（Ｓ７０６）。
【００５３】
　次に、コメント２のフィールドに文字列があるかを判別し（Ｓ７０７）、あれば（Ｓ７
０７のY）、記録媒体部にコメント２の文字列名のディレクトリが有るかを調べる（Ｓ７
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０８）。そして、記録媒体部にコメント２の文字列名のディレクトリが存在すれば（Ｓ７
０８のY）、コメント２の名の擬似ディレクトリ内に該当ファイルもしくは擬似サブディ
レクトリを格納するように擬似ファイル管理部を設定する（Ｓ７１０）。
【００５４】
　また、ない場合は（Ｓ７０８のN）、コメント２の名のディレクトリを作成し（Ｓ７０
９）、この後、このコメント２の名の擬似ディレクトリ内に該当ファイルもしくは擬似サ
ブディレクトリを格納するように擬似ファイル管理部を設定する（Ｓ７１０）。この結果
、該当するディレクトリにファイルが月日＋その日の通し番号により格納され、格納ディ
レクトリ内で月日＋その日の通し番号で擬似ファイル名が設定される（Ｓ７１３）。
【００５５】
　一方、コメント１がなければ（Ｓ７０３のN）、次に、コメント２のフィールドに文字
列があるかを判別し（Ｓ７１１）、あれば（Ｓ７１１のY）、既述したＳ７０８以下の処
理を行う。
【００５６】
　コメント２がなければ（Ｓ７１１のＮ）、ファイルの格納ディレクトリを擬似ｒｏｏｔ
ディレクトリに設定し（Ｓ７１２）、この後、格納ディレクトリ内で月日＋その日の通し
番号で擬似ファイル名が設定される（Ｓ７１３）。このようにして、設定ルーチンが終了
する。
【００５７】
　なお、コメント文は、図１に示すカメラ１０１の操作部１０７に設けられた不図示の操
作キーやキーボードを用いて作成しても良いし、例えば携帯電話の文字入力手段で作成し
て、携帯電話の通信手段からデジタルカメラにコメント文を通信しても良い。また、予め
ＰＣなどで作成しておくのも良い。
【００５８】
　また、コメント文の画像ファイルへの書きこみは、撮影前に書きこむコメント文を入力
、あるいは予め用意されたコメント文の候補の中から選択するようにしていも良い。さら
に、撮影後にコメント文を入力、あるいは予め用意されたコメント文の候補の中から選択
して画像ファイルのヘッダ部に追記しても良い。
【００５９】
　次に、図８を用いて図１に示す画像表示部１１０に表示されるディレクトリを含む擬似
パス、ファイル名及び選択操作を説明する。なお、図８の（ａ）は画像表示部１１０に表
示されるディレクトリを含む擬似パス及びファイル名等を示す図であり、図８の（ｂ）は
操作部１０７の一部を示す図である。また、図８において、８０１は画面、８２１は操作
部１０７の一部を示している。
【００６０】
　ここで、画面８０１は、大きく分けて４つの表示領域８０２～８０５に分割されている
。第１表示領域８０２は、“ディレクトリ選択”モード、“ファイル選択”モード、“擬
似表示切り替え”モードのいずれのモードが現在選択されているかを表示する領域である
。また、この第１表示領域８０２は、現在選択中の擬似ファイル名と、そのファイルがど
の階層にあるかを示すパス名を表示する領域である。
【００６１】
　なお、図８においては、“ディレクトリ選択”モードが選択され、現在は“ｒｏｏｔ／
運動会”というパスが選択されている。また、この第１表示領域８０２には、操作キー８
２１の操作を補助する表示８０８～８１１も表示される。例えば、８０８に示す表示を、
他の方向を示す８０９～８１１に示す表示と異なる表示として、左側の選択項目は選択で
きないことを知らせたりする。
【００６２】
　第２表示領域８０３は、図６で示したディレクトリの階層構造を表示している。なお、
図８においては、上下方向に擬似ルートディレクトリ８１２と、ディレクトリ８１３と、
さらにその下の階層のディレクトリ８１５，８１６が階層表示されている。また、横方向
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には、同じ階層のディレクトリ８１４及びその下の階層のディレクトリ８１７，８１８が
階層表示されている。
【００６３】
　そして、ディレクトリ８１３～８１８には、コメント文に示された文字列を参照したデ
ィレクトリ名が表示されている。ここでは、ｒｏｏｔ／運動会というパスが選択されてい
るため、ディレクトリ８１３の表示が他のディレクトリ８１４～８１８とは異なって表示
されている。
【００６４】
　第３表示領域８０４は、ディレクトリ８１３であるｒｏｏｔ／運動会ディレクトリから
下の階層にかけて含まれる擬似ファイル名を一覧表示する表示領域である。なお、８１９
は現在選択されているファイルを示すマーカー表示であり、８２０は一覧表示されたファ
イル名である。
【００６５】
　従来、ディレクトリ下のファイル名を一覧すると、選択されたディレクトリ直下のファ
イル名は表示されたが、サブディレクトリの中のファイルは一覧できずサブディレクトリ
名しか見れなかった。しかし、本実施の形態のように、擬似ディレクトリ名で表される共
通項目（ここでは運動会の画像）に関わる画像を同じ選択項目に入れることで、閲覧性を
向上させることができる。また、デジタルカメラ１０１の操作手順を減らす効果がある。
【００６６】
　第４表示領域８０５は、現在選択しているパス名“ｒｏｏｔ／運動会／６＿４＿０００
２．ｊｐｇ”であらわされる擬似ファイル名の縮小画像を表示する領域である。
【００６７】
　一方、操作キー８２１は、左右上下の選択ボタン８２２～８２５、決定ボタン８２６、
階層表示の中で所望のディレクトリを選択する“ディレクトリ選択”モードに移行するた
めのディレクトリ選択ボタン８２７を備えている。また、操作キー８２１は、擬似ファイ
ル名をどの情報に基づき設定するかを切り替えるときの”擬似表示切り替え”モードに移
行するための擬似表示切り替えボタン８２８である。
【００６８】
　なお、ディレクトリ選択ボタン８２７、擬似表示切り替えボタン８２８のいずれもが選
択されていない場合がある。この場合は、第３表示領域８０４で一覧表示されたファイル
名８２０のうちいずれのファイルを選択して第４表示領域８０５に表示するかを選択する
“ファイル選択”モードになる。
【００６９】
　このように、第２表示領域８０３に擬似ディレクトリの階層構造を表示することにより
、従来のディレクトリやファイル名ではできなかった、デジタルカメラ本体での効率的な
画像分類が可能となる。これにより、撮影時や画像確認時に撮影した画像の確認がすばや
く可能になると共に、今まで必要であった画像の整理やディレクトリ（フォルダ）名やフ
ァイル名の変更が不要になるなどユーザーの使い勝手が向上する。
【００７０】
　また、階層表示と同時に、第３表示領域８０４においてディレクトリ内のファイル一覧
を表示すると共に、第４表示領域８０５において選択画像の縮小表示を行うことにより、
擬似ディレクトリ、擬似ファイル名表示機能の効率的な操作が可能となる。さらに、階層
構造のユーザーの理解のしやすさを補助することが出来る。
【００７１】
　次に、図９に示すフローチャートを用いて擬似表示切り替えボタン８２８により、擬似
ファイル名を切り替えるときの処理について説明する。
【００７２】
　擬似表示切り替えボタン８２８を押し下げることにより擬似表示切り替えルーチンに入
ると、まず、変数ｎが＋１され、ｎ＝ｎ＋１となる（Ｓ９０２）。そして、このように＋
１された変数ｎが５より大きいかが判断され（Ｓ９０３）、５より小さい場合は（Ｓ９０
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３のＮ）、変数ｎの値にしたがって、擬似ファイル名を画像ファイルのヘッダ内のどの情
報に基づき設定するかが切り替えられる。
【００７３】
　これにより、擬似表示切り替えボタン８２８を押すたびに擬似表示は“日時情報”→“
位置情報”→“コメント（１）”→“コメント（２）”→“擬似表示ＯＦＦ”→再び“日
時情報”→…・と順次切り替えられていく。また、５より大きい場合は（Ｓ９０３のＹ）
、変数ｎは１とされ（Ｓ９０４）、この後、変数１に対応して擬似ファイル名を日時情報
に基づいて設定するように切り換えられる。そして、この後、ルーチンが終了する。
【００７４】
　このように、擬似表示は、擬似表示切り替えボタン８２８の操作だけで簡単に切り替え
られるため、すばやく操作をしたい撮影時などに有効である。なお、これまでは擬似表示
の選択を、擬似表示切り替えボタンボタン８２８を押すたびに切り替えられる方法を説明
したが、ボタン８２８を押すことで擬似表示の方法を選択するメニューを表示して選ぶタ
イプにしても操作性が良い。
【００７５】
　次に、図１０に示すフローチャートを用いてファイル名を擬似ディレクトリや擬似ファ
イル名に変換してＰＣ１０２に画像データを転送する時のファイル転送処理について説明
する。
【００７６】
　ファイル転送ルーチンに入ると、擬似ファイル名で転送するかどうかをユーザーが選択
する（Ｓ１００２）。そして、ユーザーが擬似ファイル名での転送を選択した場合（Ｓ１
００２のＹ）、マイコン部１０８の付属情報読み書き部１１２により転送する各画像ファ
イルのヘッダ部から現在選択されている擬似ファイル名への変換情報を読み出す（Ｓ１０
０３）。
【００７７】
　そして、この後、マイコン部１０８のファイル／パス名変換部１１４により各画像ファ
イルのファイル名を変換しながら、ＰＣに画像ファイルを転送する（Ｓ１００４）。なお
、このとき、ＰＣ１０２の記録媒体部には擬似ディレクトリ名のディレクトリも同時に作
成されて、転送した画像ファイルを格納する。一方、擬似ファイル名での転送を選択しな
い場合は（Ｓ１００２のＮ）、従来同様のＤＣＦファイル名により画像転送を行う（Ｓ１
００５）。この後、ルーチンを終了する。
【００７８】
　このように、擬似ファイル名での画像転送を行うことにより、ＰＣ１０２は、画像ファ
イルをＰＣ側から見るとあたかもデジタルカメラで擬似ファイル名により撮像された画像
のように受け取ることができる。しかも、従来のように画像整理をするため、ディレクト
リを作成したりファイル名を変更する手間が省ける利点がある。
【００７９】
　ここでは、擬似ファイル名の設定及び表示機能をデジタルカメラ側にもたせたが、擬似
ファイル名での表示機能はＰＣ側にもたせてもよい。これにより、転送された画像を扱う
画像撮像システム全体で画像の取り扱いの自由度が増加する利点がある。
【００８０】
　また、本実施の形態では静止画を扱うデジタルカメラの例を示したが、デジタルビデオ
などの動画ファイルを扱う撮像装置でももちろん良い。また、本実施の形態では、記録部
としてメモリカードを有した撮像装置を例示したが、画像ファイルの記録媒体はメモリカ
ード以外にも、光ディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、ＨＤＤなどでも良い。さ
らに、記録部は本体と一体でなくても、通信を介した先のサーバー等の機器にあっても良
い。
【００８１】
　このように、本実施の形態においては、デジタルカメラなどの撮像装置において、画像
ファイルのヘッダ部情報から個別のファイルを認識して擬似的な階層構造を再構成するこ
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とで、ユーザー操作性や画像の分類性を向上させることができる。
【００８２】
　つまり、画像ファイルに書きこまれた付属情報を用いて画像ファイルを識別して同一識
別データファイルに格納すると共に、同一識別データファイル全体を階層的に表示するこ
とにより、画像ファイルの検索性や分類の容易性を向上させることができる。
【００８３】
　また、撮像時にユーザーに煩雑な操作を要求せずに、擬似的に目的に応じた階層表示を
行い、擬似的に画像を整理した環境を提供することができる。さらに、転送時にはファイ
ル名をディレクトリ構造と共に付け替えて転送を送るため、転送先では実際に所望の階層
構造で整理された画像群が自動的に得られる。これにより、画像撮像システムの操作性が
大幅に向上する。
【００８４】
　このように、擬似ファイル名やディレクトリ（フォルダ）名を含む擬似パス名を表示す
ることにより、画像撮像システムの画像データの取り扱い性を向上し、高機能化する効果
がある。
【００８５】
　なお、本実施の形態では、擬似パス名及びファイル名の設定は画像ファイル内の付属情
報としてヘッダ部に書き込まれた撮像データやコメント文などの文字列を用いて行ったが
、そのほかの構成を用いても良い。例えば、画像ファイルとは別に、実ファイル名、実パ
ス名と擬似ファイル名、パス名の対応を記述したファイルを作成して参照することで擬似
表示を実現するようにしても良い。
【００８６】
　次に、このような画像ファイルとは別に、実ファイル名、実パス名と擬似ファイル名、
パス名の対応を記述したファイルを作成して参照することで擬似表示を実現するようにし
た第２の実施の形態について説明する。
【００８７】
　図１１は、本実施の形態に係る画像撮像システムの模式図である。なお、図１１におい
て、既述した図１と同一符号は、同一又は相当部分を示している。
【００８８】
　図１１において、１１０２は対応ファイル作成・参照部、１１０３は管理手段である擬
似ファイル管理部、１１０４が変換手段であるファイル／パス名変換部である。
【００８９】
　擬似ファイル管理部１１０３は、各種撮像データや操作部１０７で入力された文字列の
なかから予め設定された情報を用いて、実際のファイル名やディレクトリ名とは別の擬似
ファイル名、擬似ディレクトリ名を各ファイルに設定するものである。
【００９０】
　つまり、擬似ファイル管理部１１０３は、各種撮像データや、操作部１０７などで入力
した文字列のなかから予め設定された情報を用いて、擬似ファイル名、パス名と実ファイ
ル名、実パス名との対応を記述したファイルを作成するようにしている。そして、このよ
うに設定された擬似ファイル及び擬似ディレクトリ〈フォルダ〉からなる擬似ファイル階
層の管理を行う。
【００９１】
　ファイル／パス名変換部１１０４は、デジタルカメラ１０１からＰＣ１０２に画像デー
タを転送する際、実際のファイル名やディレクトリ名を、擬似ファイル管理部１１０３に
おいて管理されている擬似ファイル名や擬似ディレクトリ名に変換するものである。
【００９２】
　そして、このファイル／パス名変換部１１０４により、ＰＣ１０２に画像ファイルを転
送する際、実際のファイル名やディレクトリ名は、擬似ファイル管理部１１０３において
管理されている擬似ファイル名や擬似ディレクトリ名に変換してから転送される。
【００９３】
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　これにより、ＰＣ１０２の記録媒体部１１８に記録されてファイル管理部１２４で管理
される画像ファイルのファイル名と格納されるディレクトリ名は、カメラ側で設定した任
意のファイル名／ディレクトリ名にすることが出来る。つまり、ＤＣＦ規格に従ったファ
イル名／ディレクトリ名ではなく、カメラ側で設定した任意のファイル名／ディレクトリ
名にすることが出来る。
【００９４】
　なお、この擬似ファイル管理部１１０３により作成した対応ファイルは、図２に示すＴ
ＥＭＰ１ディレクトリ２０５のような画像が保存されるＤＣＦディレクトリとは別のディ
レクトリ内に保存される。また、この対応ファイルは、既述した第１の実施の形態と同じ
擬似ファイル名、パス名に対して作成可能であり、その擬似ディレクトリ、ファイルの階
層構造も既述した図４と同様の階層構造である。
【００９５】
　そして、この対応ファイルは、本実施の形態において、読み出し手段として機能する対
応ファイル作成・参照部１１０２により読み出されるようになっている。
【００９６】
　次に、図１２及び図１３を用いて擬似ファイル名、擬似ディレクトリ名と実ファイル名
、実ディレクトリ名との対応表を作成するために、予め設定しておく項目の設定ルーチン
について説明する。
【００９７】
　ここで、図１２は、設定時のデジタルカメラの表示部１２０の表示画面である。図１２
において、１２０１は表示画面全体であり、１２０２が現在の状態を表示する状態表示部
である。なお、図１２において、状態表示部１２０２に表示される現在の状態は“擬似フ
ォルダ名選択メニュー”となっている。
【００９８】
　１２０３は、具体的な項目一覧が表示される項目表示部であり、この項目表示部１２０
３では、日時情報１２０４、位置情報１２０５以外に、予め設定されている小学校１２０
６、運動会１２０７、玉入れ１２０８、リレー１２０９の項目が表示されている。また、
展示会１２１０、セミナー１２１１、情報１２１２、発表会１２１３の項目が表示されて
いる。また、１２１４で示したように追加入力の項目も有り、ここを選択した場合は新規
項目を追加作成できる。
【００９９】
　また、図１３は具体的な擬似表示設定処理を示すフローチャートである。図１３に示す
ように、操作部の擬似表示設定ボタンが押されて擬似表示設定ルーチンとなると、まず擬
似フォルダの設定を行うかどうかをユーザーに確認する（Ｓ１３０２）。
【０１００】
　そして、擬似フォルダの設定を行う場合は（Ｓ１３０２のＹ）、擬似フォルダ選択メニ
ューを表示する。このとき、設定画面１２０１に一覧表が表示され、ユーザー入力により
（Ｓ１３０３）、この一覧表の中からフォルダ名が選択される（Ｓ１３０４）。なお、こ
のとき、例えば図１２においては、１２０７の“運動会”が選択されている。
【０１０１】
　次に、このようにフォルダ名が選択されると、下の階層にさらに擬似フォルダのサブフ
ォルダの設定を行うかどうかをユーザーに確認する（Ｓ１３０５）。そして、設定を行う
場合は（Ｓ１３０５のＹ）、Ｓ１３０４にもどり、下の階層の擬似フォルダ名をさらに選
択メニューから選択する。
【０１０２】
　設定しない場合は（Ｓ１３０５のＮ）、擬似ファイル名を設定するかどうかをユーザー
に確認する（Ｓ１３０６）。そして、擬似ファイル名を設定する場合は（Ｓ１３０６のＹ
）、ユーザー入力により（Ｓ１３０７）、一覧表の中からファイル名の作成方法が選択さ
れる（Ｓ１３０８）。
【０１０３】
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　例えば、日時情報が選択された場合は、月日＋その日の通し番号として作成されること
が選択される。“玉入れ”が選択された場合は、“玉入れ”＋通し番号として作成される
ことが選択される。
【０１０４】
　そして、この後、擬似ディレクトリ名／ファイル名と実ディレクトリ／ファイル名との
対応を記述したファイルの作成方法が記録され（Ｓ１３０９）、設定ルーチンが終了する
。
【０１０５】
　実際の撮像時には、画像ファイルが生成されるときに、この記録された設定の基づき擬
似ファイル名も合わせて生成され、擬似ディレクトリ名／ファイル名と実ディレクトリ／
ファイル名との対応を記述した対応ファイルが更新、もしくは新規に作成される。
【０１０６】
　次に、図１４及び図１５に、図１に示した画像表示部１１０に表示されるディレクトリ
を含む擬似パス及びファイル名の表示例を示す。
【０１０７】
　ここで、画像表示部１１０の画面１４０１は、大きく分けて１０の表示領域１４０２～
１４１１に分割されている。
【０１０８】
　第１表示領域１４０２は、現在“ディレクトリ選択”モード、“ファイル選択”モード
、“擬似表示切り替え”モードのいずれのモードが選択されているかと、現在選択中の擬
似ファイル名とそのファイルがどの階層にあるかを示すパス名の表示領域である。
【０１０９】
　なお、図１４においては、“ファイル選択”モードが選択され、現在は１４０６のファ
イルが選択されている。
【０１１０】
　第２～第１０表示領域１４０３～１４１１が、ディレクトリｒｏｏｔ／運動会ディレク
トリから下の階層にかけて含まれる擬似ファイル名の画像データの縮小画像を一覧表示す
る表示領域である。ここでは、該当ファイルが５つのみのため、第２～第６表示領域１４
０３～１４０７に表示がされている。なお、９画像より多い場合は、上下左右にスクロー
ル表示することで、該当するすべてのファイルの表示を行う。
【０１１１】
　一方、図１５においては、“ディレクトリ選択”モードが選択され，“ｒｏｏｔ／運動
会”ディレクトリから現在は“ｒｏｏｔ／運動会／リレー”ディレクトリに変更されてい
る。
【０１１２】
　１５０３～１５１１が、ディレクトリｒｏｏｔ／運動会ディレクトリから下の階層にか
けて含まれる擬似ファイル名の画像データの縮小画像を一覧表示する表示領域である。こ
こでは、該当ファイルが３つのみのため、１５０３～１５０５に表示がされている。
【０１１３】
　本実施の形態のようにすることで、その擬似ディレクトリ名で表される共通項目（ここ
では運動会やリレーの画像）に関わる画像を同じ画面上にサムネイル表示することができ
る。これにより、従来のディレクトリやファイル名ではできなかった、デジタルカメラ本
体での効率的な画像分類が実現される。
【０１１４】
　これにより、撮影時や画像確認時に撮影した画像の確認がすばやく可能になると共に、
今まで必要であった画像の整理やディレクトリ（フォルダ）名やファイル名の変更が不要
になるなどユーザーの使い勝手が向上される。
【０１１５】
　次に、図１６に示すフローチャートを用いてファイル名を図１１のカメラ本体で使用し
ていた擬似ディレクトリや擬似ファイル名に変換してＰＣ１０２に画像データを転送する
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時のファイル転送処理について説明する。
【０１１６】
　ファイル転送ルーチンに入ると、擬似ファイル名で転送するかどうかをユーザーが選択
する（Ｓ１６０２）。そして、ユーザーが擬似ファイル名での転送を選択した場合（Ｓ１
６０２のＹ）、実パス／ファイル名と擬似パス／ファイル名の対応関係を示したファイル
よりファイル名の変換情報が読み出される（Ｓ１６０３）。
【０１１７】
　そして、この後、各画像ファイルのファイル名をファイル／パス名変換部１１０４によ
り変換しながらＰＣに画像ファイルを転送する（Ｓ１６０４）。また、このとき、ＰＣの
記録媒体部には擬似ディレクトリ名のディレクトリも同時に作成されて、転送した画像フ
ァイルを格納する。
【０１１８】
　一方、擬似ファイル名での転送を選択しない場合は（Ｓ１６０２のＮ）、従来同様のＤ
ＣＦファイル名により画像転送を行う（Ｓ１６０５）。この後、ルーチンを終了する。
【０１１９】
　このようにして、容易に擬似ファイル名での画像転送を行うことにより、ＰＣ１０２は
、ＰＣ側から見るとあたかもデジタルカメラで擬似ファイル名により撮像された画像のよ
うに受け取ることができる。しかも、従来のように画像整理をするため、ディレクトリを
作成したりファイル名を変更する手間が省ける利点がある。
【０１２０】
　ここでは、擬似ファイル名の設定及び表示機能をカメラ側にもたせたが、実パス／ファ
イル名と擬似パス／ファイル名の対応関係を示したファイルをＰＣ側にも転送して，擬似
ファイル名での表示機能をＰＣ側にももたせてもよい。これにより、転送された画像を扱
う画像撮像システム全体で画像の取り扱いの自由度が増加する利点がある。
【０１２１】
　以上述べたように、本実施の形態においては、自動的に付与される自動識別データであ
る画像ファイル以外のファイルに記録された実際のファイル名あるいはパス名と擬似的な
ファイル名あるいはパス名との対応関係を記述したファイルを作成及び参照している。こ
れにより、画像ファイルの検索性や分類の容易性が向上される。
【０１２２】
　また、ＰＣに画像ファイルを転送後、新規ディレクトリ（フォルダ）作成やファイル名
の変更などを改めて行う必要が無くなるため、画像データの取り扱いの容易性が向上する
。さらに、この操作も転送時の一連動作のなかで行うため、転送動作にかかるまでに要す
る時間はほとんどかからず、操作の煩雑さを感じさせないユーザーインターフェースが実
現できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像撮像システムの模式図。
【図２】上記画像撮像システムを構成するデジタルカメラの一般的なディレクトリ／ファ
イルの階層構造の説明図。
【図３】上記デジタルカメラの画像ファイルのデータ構造を模式的に示す図。
【図４】上記デジタルカメラの位置情報を用いた場合の擬似ディレクトリ、ファイルの階
層構造を示す図。
【図５】上記位置情報により擬似ディレクトリ及び擬似ファイル名を設定する処理を示す
フローチャート。
【図６】上記デジタルカメラの２つのコメント文を用いた場合の擬似ディレクトリ、ファ
イルの階層構造を示す図。
【図７】上記コメント文により擬似ディレクトリ及び擬似ファイル名を設定する処理を示
すフローチャート。
【図８】上記デジタルカメラの、（ａ）は画像表示部に表示されるディレクトリを含む擬
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【図９】上記擬似ファイル名を切り替えるとき処理を示すフローチャート。
【図１０】上記デジタルカメラの画像データを、ファイル名を擬似ディレクトリや擬似フ
ァイル名に変換してＰＣに転送する時のファイル転送処理を示すフローチャート。
【図１１】本発明の第２の実施の形態に係る画像撮像システムの模式図。
【図１２】上記画像撮像システムを構成するデジタルカメラの設定時における表示部の表
示を示す図。
【図１３】上記デジタルカメラの擬似表示設定処理を示すフローチャート。
【図１４】上記デジタルカメラの画像表示部に表示されるディレクトリを含む擬似パス及
びファイル名の表示例を示す第１の図。
【図１５】上記デジタルカメラの画像表示部に表示されるディレクトリを含む擬似パス及
びファイル名の表示例を示す第２の図。
【図１６】上記デジタルカメラの画像データを、ファイル名を擬似ディレクトリや擬似フ
ァイル名に変換してＰＣに転送する時のファイル転送処理を示すフローチャート。
【符号の説明】
【０１２４】
１０１　　　デジタルカメラ
１０２　　　パーソナルコンピュータ（ＰＣ）
１０７　　　操作部
１０８　　　マイコン部
１１０　　　画像表示部
１１２　　　付属情報読み書き部
１１３　　　擬似ファイル管理部
１１４　　　ファイル／パス名変換部
２０１　　　ルートディレクトリ
３０２　　　ヘッダ部
８０１　　　画面
８０２，８０３，８０４，８０５　　　表示領域
１１０２　　対応ファイル作成・参照部
１１０３　　擬似ファイル管理部
１１０４　　ファイル／パス名変換部
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