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(57)【要約】
【課題】専用の保存媒体を用いることなく、簡単な操作
のみで、画像データの編集を外部機器を用いて即座に開
始することが可能なカメラ装置を実現する。
【解決手段】カメラ装置１０のＨＤＤ１１４には、外部
機器２０を起動するためのオペレーティングシステム（
ＯＳ＃Ｂ）と、このオペレーティングシステム（ＯＳ＃
Ｂ）上で動作する画像編集プログラム（編集アプリケー
ション＃Ｂ）が格納されており、外部機器２０の電源オ
ン時には、オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）およ
び画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）が
外部機器２０にロードされて実行される。したがって、
専用の保存媒体を用いことなく、カメラ装置１０を外部
機器２０に接続して外部機器２０を電源オンするという
簡単な操作のみで、カメラ装置１０に格納された画像デ
ータの編集を外部機器２０を用いて即座に開始すること
が可能となる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影動作を実行するカメラユニットと、
　前記カメラユニットによって得られた画像データを編集するための第１の画像編集プロ
グラムを実行することによって、前記画像データを編集する編集処理手段と、
　前記カメラユニットによって得られた画像データを格納する第１の記憶領域と、外部機
器を起動するためのオペレーティングシステムを格納する第２の記憶領域と、前記オペレ
ーティングシステム上で動作するように構成され、前記第１の記憶領域に格納された画像
データを編集するための第２の画像編集プログラムを格納する第３の記憶領域とを含む、
記憶装置と、
　前記外部機器との通信を実行する通信インタフェース部と、
　前記外部機器から送信される前記第２の記憶領域を指定するリード要求に応じて、前記
第２の記憶領域に格納された前記オペレーティングシステムを前記通信インタフェース部
を介して前記外部機器に転送し、且つ前記オペレーティングシステムが前記外部機器上で
ブートされた後に前記オペレーティングシステムから送信される前記第３の記憶領域を指
定するリード要求に応じて、前記第２の記憶領域に格納された前記第２の画像編集プログ
ラムを前記通信インタフェース部を介して前記外部機器に転送するデータ転送処理手段と
を具備することを特徴とするカメラ装置。
【請求項２】
　前記第２の画像編集プログラムは、前記第１の画像編集プログラムが前記カメラ装置に
設けられた表示装置に表示する編集画面よりも高解像度の編集画面を前記外部機器の表示
装置に表示するように構成されていることを特徴とする請求項１記載のカメラ装置。
【請求項３】
　前記第１の画像編集プログラムは第１の画像編集機能を有し、前記第２の画像編集プロ
グラムは、前記第１の画像編集機能を拡張した第２の画像編集機能を有することを特徴と
する請求項２記載のカメラ装置。
【請求項４】
　前記第２の画像編集プログラムは前記第２の画像編集プログラムによって編集された画
像データを前記記憶装置の前記第１の記憶領域内の空き領域に書き込むように構成され、
　前記第１の記憶領域から前記編集された画像データを読み出して前記カメラ装置に設け
られた表示装置に表示する編集結果データ表示処理手段をさらに具備することを特徴とす
る請求項１記載のカメラ装置。
【請求項５】
　前記第２の記憶領域および前記第３の記憶領域の各々は、データ書き込みが禁止された
プロテクト領域であることを特徴とする請求項１記載のカメラ装置。
【請求項６】
　前記記憶装置はハードディスクドライブであることを特徴とする請求項１記載のカメラ
装置。
【請求項７】
　前記第１の画像編集プログラムと、前記カメラ装置の動作を制御するオペレーティング
システムとが格納された不揮発性メモリをさらに具備することを特徴とする請求項１記載
のカメラ装置。
【請求項８】
　撮影動作を実行するカメラ装置を制御する制御方法であって、
　前記カメラ装置には、前記撮影動作によって得られた画像データを格納する第１の記憶
領域と、前記カメラ装置に接続された外部機器を起動するためのオペレーティングシステ
ムを格納する第２の記憶領域と、前記オペレーティングシステム上で動作するように構成
され、前記第１の記憶領域に格納された画像データを編集するための第２の画像編集プロ
グラムを格納する第３の記憶領域とを含む記憶装置が設けられており、
　前記撮影動作によって得られた画像データを前記第１の記憶領域に格納するステップと
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、
　前記撮影動作によって得られた画像データを編集するための第１の画像編集プログラム
を実行することによって、前記画像データを編集するステップと、
　前記外部機器から送信される前記第２の記憶領域を指定するリード要求に応じて、前記
第２の記憶領域に格納された前記オペレーティングシステムを前記外部機器に転送するス
テップと、
　前記オペレーティングシステムが前記外部機器上でブートされた後に前記オペレーティ
ングシステムから送信される前記第３の記憶領域を指定するリード要求に応じて、前記第
２の記憶領域に格納された前記第２の画像編集プログラムを前記外部機器に転送するステ
ップとを具備することを特徴する制御方法。
【請求項９】
　前記外部機器によって実行される前記第２の画像編集プログラムから送信されるライト
要求に応じて、前記第２の画像編集プログラムによって編集された画像データを前記記憶
装置の前記第１の記憶領域内の空き領域に書き込むステップと、
　前記第１の記憶領域から前記編集された画像データを読み出して前記カメラ装置に設け
られた表示装置に表示するステップとをさらに具備することを特徴とする請求項８記載の
制御方法。
【請求項１０】
　前記第２の画像編集プログラムは、前記第１の画像編集プログラムが前記カメラ装置に
設けられた表示装置に表示する編集画面よりも高解像度の編集画面を、前記外部機器の表
示装置に表示するように構成されていることを特徴とする請求項８記載の制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばデジタルムービーカメラのようなカメラ装置およびそのカメラ装置の
動作を制御する制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルムービーカメラのような各種カメラ装置が開発されている。通常、カメ
ラ装置による撮影によって得られた画像データ（動画像データ等）の編集は、例えば、パ
ーソナルコンピュータのような外部機器を用いて実行される。この場合、ユーザは、画像
データ編集用のアプリケーションプログラムを準備し、当該アプリケーションプログラム
をパーソナルコンピュータのような外部機器にインストールするという作業を予め行うこ
とが必要となる。また、実際に、パーソナルコンピュータを画像データの編集を実行可能
な環境に設定するためには、ユーザは、パーソナルコンピュータのオペレーティングシス
テムがブートされた後に、アプリケーションプログラムを起動し、さらに、カメラ装置か
らパーソナルコンピュータに画像データを転送するための操作を行うことが必要となる。
【０００３】
　よって、カメラ装置による撮影によって得られた画像データをパーソナルコンピュータ
を用いて編集できるようにするための環境が整うまでには多くの時間が必要とされる。
【０００４】
　特許文献１には、オーディオビデオ装置に接続可能なコンピュータ装置が開示されてい
る。このコンピュータ装置においては、コンピュータ装置のオーディオビデオ機能を急速
に起動するために、コンピュータ装置内のハードディスクに予めインストールされている
オペレーティングシステムとは別に、ＣＤ－ＲＯＭのような非ハードディスク保存媒体に
格納されたオペレーティングシステムが利用される。非ハードディスク保存媒体には、オ
ーディオビデオアプリケーションプログラムも保存されている。コンピュータ装置の起動
時には、非ハードディスク保存媒体に保存されたオペレーティングシステムが実行され、
次いでコンピュータ装置に接続されたオーディオビデオ装置が検出される。そして、検出
されたオーディオビデオ装置用のドライバプログラムが実行された後に、非ハードディス
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ク保存媒体に保存されたオーディオビデオアプリケーションプログラムが実行される。
【０００５】
　このように、オペレーティングシステムとオーディオ・ビデオアプリケーションプログ
ラムとが格納された非ハードディスク保存媒体を使用してコンピュータ装置を起動するこ
とにより、コンピュータ装置のハードディスクに予めインストールされているオペレーテ
ィングシステムを起動することなく、オーディオビデオアプリケーションプログラムを実
行することができる。
【０００６】
　しかし、特許文献１の技術においては、ユーザは、オーディオビデオ機能を使用する度
に、オーディオビデオ装置をコンピュータ装置に接続するだけでなく、オペレーティング
システムとオーディオ・ビデオアプリケーションプログラムとが格納された専用の非ハー
ドディスク保存媒体をコンピュータのディスクドライブ装置内に挿入するという作業を行
わなければならない。
【０００７】
　また、特許文献２には、ハードディスクを備えた記録再生装置が開示されている。この
記録再生装置のハードディスクには、情報処理装置にインストールして使用するための画
像加工・編集用ソフトウェアが予め格納されている。情報処理装置に記録再生装置が接続
された時、記録再生装置のハードディスクに格納されている画像加工・編集用ソフトウェ
アを情報処理装置にインストールする処理が自動的に開始される。よって、ユーザは、記
録再生装置を情報処理装置に接続するだけで、画像加工・編集用ソフトウェアを情報処理
装置にインストールすることができる。
【特許文献１】特開２００６－３１６６３号公報
【特許文献２】特開２００７－５８７０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献２の技術では、画像加工・編集用ソフトウェアのインストール処理は
、情報処理装置のハードディスクに予めインストールされているオペレーティングシステ
ムによって実行される。このため、情報処理装置のオペレーティングシステムをブートし
た後でなければ、画像加工・編集用ソフトウェアのインストール処理を実行することはで
きない。
【０００９】
　また、画像加工・編集用ソフトウェアは、情報処理装置のハードディスクに予めインス
トールされているオペレーティングシステム上で動作するプログラムである。このため、
ユーザは、編集操作を行うためには、情報処理装置のオペレーティングシステムをブート
し、その後で、画像加工・編集用ソフトウェアを起動するという操作を行わなければなら
ない。
【００１０】
　情報処理装置のオペレーティングシステムは様々な機能を有する汎用のオペレーティン
グシステムであるので、そのオペレーティングシステムのブートには比較的多くの時間を
要する。
【００１１】
　本発明は上述の事情を考慮してなされたものであり、専用の保存媒体を用いることなく
、簡単な操作のみで、画像データの編集を外部機器を用いて即座に開始することが可能な
カメラ装置およびその制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述の課題を解決するため、本発明のカメラ装置は、撮影動作を実行するカメラユニッ
トと、前記カメラユニットによって得られた画像データを編集するための第１の画像編集
プログラムを実行することによって、前記画像データを編集する編集処理手段と、前記カ
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メラユニットによって得られた画像データを格納する第１の記憶領域と、外部機器を起動
するためのオペレーティングシステムを格納する第２の記憶領域と、前記オペレーティン
グシステム上で動作するように構成され、前記第１の記憶領域に格納された画像データを
編集するための第２の画像編集プログラムを格納する第３の記憶領域とを含む、記憶装置
と、前記外部機器との通信を実行する通信インタフェース部と、前記外部機器から送信さ
れる前記第２の記憶領域を指定するリード要求に応じて、前記第２の記憶領域に格納され
た前記オペレーティングシステムを前記通信インタフェース部を介して前記外部機器に転
送し、且つ前記オペレーティングシステムが前記外部機器上でブートされた後に前記オペ
レーティングシステムから送信される前記第３の記憶領域を指定するリード要求に応じて
、前記第２の記憶領域に格納された前記第２の画像編集プログラムを前記通信インタフェ
ース部を介して前記外部機器に転送するデータ転送処理手段とを具備することを特徴とす
る。
【００１３】
　また、本発明は、撮影動作を実行するカメラ装置を制御する制御方法であって、前記カ
メラ装置には、前記撮影動作によって得られた画像データを格納する第１の記憶領域と、
前記カメラ装置に接続された外部機器を起動するためのオペレーティングシステムを格納
する第２の記憶領域と、前記オペレーティングシステム上で動作するように構成され、前
記第１の記憶領域に格納された画像データを編集するための第２の画像編集プログラムを
格納する第３の記憶領域とを含む記憶装置が設けられており、前記撮影動作によって得ら
れた画像データを前記第１の記憶領域に格納するステップと、前記撮影動作によって得ら
れた画像データを編集するための第１の画像編集プログラムを実行することによって、前
記画像データを編集するステップと、前記外部機器から送信される前記第２の記憶領域を
指定するリード要求に応じて、前記第２の記憶領域に格納された前記オペレーティングシ
ステムを前記外部機器に転送するステップと、前記オペレーティングシステムが前記外部
機器上でブートされた後に前記オペレーティングシステムから送信される前記第３の記憶
領域を指定するリード要求に応じて、前記第２の記憶領域に格納された前記第２の画像編
集プログラムを前記外部機器に転送するステップとを具備することを特徴する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、専用の保存媒体を用いることなく、簡単な操作のみで、画像データの
編集を外部機器を用いて即座に開始することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。　
　図１には、本発明の一実施形態に係るカメラ装置の構成が示されている。このカメラ装
置は、例えば、携帯型のデジタルムービーカメラ装置１０として実現されている。このカ
メラ装置１０は、ハードディスクドライブのようなランダムアクセス可能な記憶装置を内
蔵している。カメラ装置１０による撮影動作によって得られる画像データ（動画データ、
静止画データ）はカメラ装置１０内の記憶装置に格納される。また、カメラ装置１０は、
ＵＳＢケーブルのようなケーブル１を介して外部機器２０との通信を行うことも出来る。
【００１６】
　カメラ装置１０は、カメラユニット１１、システム制御部１２、編集処理部１３、記憶
装置１４、データ転送処理部１５、および通信インタフェース部１６等を備えている。
【００１７】
　カメラユニット１１は、撮像用レンズと、光電変換部として機能する撮像素子（ＣＣＤ
またはＣＭＯＳセンサ）等とから構成されている。このカメラユニット１１は、被写体像
を光電変換することによって、被写体像に対応する映像信号を生成する撮影動作を実行す
る。システム制御部１２はカメラ装置１０の動作を制御するプロセッサである。編集処理
部１３は、ユーザによるカメラ装置１０の操作に従って、カメラユニット１１による撮影
動作によって得られた画像データ（記憶装置１４に格納されている画像データ）を編集す
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る。
【００１８】
　記憶装置１４は、撮影動作によって得られた画像データを格納する。この記憶装置１４
はランダムアクセス可能なストレージデバイスであり、例えば、ハードディスクドライブ
によって実現されている。記憶装置１４には、第１のオペレーティングシステム（ＯＳ＃
Ａ）、第１の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ａ）、第２のオペレーティン
グシステム（ＯＳ＃Ｂ）、第２の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）など
が格納されている。
【００１９】
　第１のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ａ）はカメラ装置１０の動作を制御するため
のオペレーティングシステムであり、システム制御部１２によって実行される。第１の画
像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ａ）は、カメラユニット１１による撮影動作
によって得られた画像データ（記憶装置１４に格納された画像データ）を編集するための
アプリケーションプログラムであり、第１のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ａ）上で
動作するように構成されている。第１の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ａ
）は、編集処理部１３によって実行される。
【００２０】
　第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）は外部機器２０を起動するためのオペレ
ーティングシステムであり、外部機器２０内のプロセッサによって実行される。第２の画
像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）は、第１の画像編集プログラム（編集ア
プリケーション＃Ａ）と同様に記憶装置１４に格納された画像データを編集するアプリケ
ーションプログラムであるが、第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）上で動作す
るように構成されており、外部機器２０内のプロセッサによって実行される。
【００２１】
　第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）および第２の画像編集プログラム（編集
アプリケーション＃Ｂ）が格納されている領域は、記憶装置１４の記憶空間内に定義され
たシステム領域である。
【００２２】
　なお、第１のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ａ）および第１の画像編集プログラム
（編集アプリケーション＃Ａ）は、カメラ装置１０内に設けられたフラッシュＥＥＰＲＯ
Ｍのような不揮発性メモリに格納してもよい。換言すれば、記憶装置１４は、少なくとも
３つの記憶領域、つまり第１の記憶領域、第２の記憶領域、第３の記憶領域を含んでいれ
ばよい。第１の記憶領域は、カメラユニット１１による撮影動作によって得られた画像デ
ータを格納する記憶領域（ユーザデータ領域）である。第２の記憶領域は、第２のオペレ
ーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）を格納する記憶領域である。第３の記憶領域は、第２の
画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）を格納する記憶領域である。第２の記
憶領域および第３の記憶領域は、書き込みが禁止された上述のシステム領域内に存在して
いる。
【００２３】
　データ転送処理部１５は、システム制御部１２から送信されるリード／ライト要求に従
って記憶装置１４に対するリード／ライトアクセスを実行すると共に、ケーブル１および
通信インタフェース部１６を介して外部機器２０から送信されるリード／ライト要求に従
って記憶装置１４に対するリード／ライトアクセスを実行する。
【００２４】
　外部機器２０から送信されるリード要求によって指定された記憶領域が第２のオペレー
ティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）が格納されている領域であるならば、データ転送処理部１
５は、記憶装置１４から第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）を読み出し、そし
て第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）を通信インタフェース部１６を介して外
部機器２０に転送する処理を実行する。また、外部機器２０から送信されるリード要求に
よって指定された記憶領域が第２の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）が
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格納されている領域であるならば、データ転送処理部１５は、記憶装置１４から第２の画
像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）を読み出し、そして第２の画像編集プロ
グラム（編集アプリケーション＃Ｂ）を通信インタフェース部１６を介して外部機器２０
に転送する処理を実行する。
【００２５】
　通信インタフェース部１６は、ケーブル１を介して外部機器２０との通信を実行する。
この通信インタフェース部１６は、例えば、ＵＳＢコントローラから構成されている。
【００２６】
　カメラ装置１０がケーブル１を介して外部機器２０に接続されている状態においては、
カメラ装置１０内の記憶装置１４は、外部機器２０がアクセス可能な外部ブートデバイス
として機能する。
【００２７】
　外部機器２０は、例えば、パーソナルコンピュータのような情報処理装置、またはＴＶ
装置によって実現されている。外部機器２０は、ＣＰＵ２１およびメモリ２２を有してい
る。例えば、外部機器２０にカメラ装置１０がケーブル１を介して接続されている状態で
外部機器２０が電源オンされた時、ＣＰＵ２１は、記憶装置１４のシステム領域に格納さ
れた第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）をリードするためのリード要求をケー
ブル１を介してカメラ装置１０に送信する。このリード要求に応答して、記憶装置１４の
システム領域から第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）が読み出され、ケーブル
１を介して外部機器２０のメモリ２２にロードされる。そして、第２のオペレーティング
システム（ＯＳ＃Ｂ）がＣＰＵ２１によってブートされる。第２のオペレーティングシス
テム（ＯＳ＃Ｂ）がブートされた後、第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）は、
記憶装置１４のシステム領域に格納された第２の画像編集プログラム（編集アプリケーシ
ョン＃Ｂ）をリードするためのリード要求をケーブル１を介してカメラ装置１０に送信す
る。このリード要求に応答して、記憶装置１４のシステム領域から第２の画像編集プログ
ラム（編集アプリケーション＃Ｂ）が読み出され、ケーブル１を介して外部機器２０のメ
モリ２２にロードされる。そして、第２の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃
Ｂ）がＣＰＵ２１によって実行される。
【００２８】
　次に、図２を参照して、カメラ装置１０および外部機器２０それぞれの具体的なシステ
ム構成の例を説明する。
【００２９】
　カメラ装置１０は、上述のカメラユニット１１およびデータ転送処理部１５に加え、Ｃ
ＰＵ１１１、メインメモリ１１２、不揮発性メモリ１１３、ハードディスクドライブ（Ｈ
ＤＤ）１１４、入力装置１１５、表示部１１６、およびブリッジデバイス１１７等を備え
ている。
【００３０】
　ＣＰＵ１１１はカメラ装置１０の動作を制御するプロセッサである。ＣＰＵ１１１は上
述のシステム制御部１２および編集処理部１３として機能する。不揮発性メモリ１１３に
は、第１のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ａ）および第１の画像編集プログラム（編
集アプリケーション＃Ａ）が格納されている。
【００３１】
　ＨＤＤ１１４は上述の記憶装置１４として機能する。データ転送処理部１５は、ＣＰＵ
１１１の制御の下、Ｉ／ＯバスとＨＤＤ１１４との間のデータ転送、および内部バスとＨ
ＤＤ１１４との間のデータ転送等を実行する。入力装置１１５は、例えば、各種操作ボタ
ンスイッチ、およびタッチパネルなどから構成されている。表示部１１６は、例えば、カ
メラ装置１０に設けられたファィンダモニタである。ブリッジデバイス１１７は上述の通
信インタフェース部１６として機能し、カメラ装置１０に設けられたＩ／Ｏコネクタ１１
８に接続されたケーブル１を介して外部機器２０との通信を実行する。ブリッジデバイス
１１７は例えばＵＳＢコントローラによって実現されている。
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【００３２】
　外部機器２０は、図示のように、上述のＣＰＵ２１およびメモリ（メインメモリ）２２
に加え、ブリッジデバイス２３、グラフィクスプロセッシングユニット（ＧＰＵ）２４、
表示部２５、Ｉ／Ｏコントローラ２６、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２７、ブート
ＲＯＭ２８、およびブリッジデバイス２９等を備えている。図２に示す外部機器２０のシ
ステム構成は、外部機器２０がパーソナルコンピュータのような情報処理装置である場合
を想定している。
【００３３】
　ＣＰＵ２１は、ＨＤＤ２７に格納されたオペレーティングシステムおよび各種アプリケ
ーションプログラムを実行する。また、カメラ装置１０内のＨＤＤ１１４からオペレーテ
ィングシステムをブートする場合は、ＣＰＵ２１は、ＨＤＤ１１４に格納された上述の第
２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）および第２の画像編集プログラム（編集アプ
リケーション＃Ｂ）を実行する。
【００３４】
　ブリッジデバイス２３は、ＣＰＵ２１のローカルバスとＩ／Ｏコントローラ２６との間
を接続する。このブリッジデバイス２３には、ＧＰＵ２４との通信を制御する機能も設け
られている。ＧＰＵ２４は各種描画処理機能および各種画像処理機能を有する表示コント
ローラであり、表示部２５に表示すべき画面イメージを形成する映像信号を生成する。表
示部２５は例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）から構成されており、外部機器２０のディスプ
レイモニタとして使用される。表示部２５の表示画面サイズおよび表示解像度は、カメラ
装置１０の表示部１１６の表示画面サイズおよび表示解像度よりもそれぞれ大きい。
【００３５】
　ブートＲＯＭ２８には、基本入出力プログラム（ＢＩＯＳ）のようなモニタプログラム
が格納されている。このモニタプログラムは、外部機器２０内のＨＤＤ２７またはカメラ
装置１０内のＨＤＤ１１４からオペレーティングシステムをブートする処理を実行する。
ブリッジデバイス２９は、外部機器２０に設けられたＩ／Ｏコネクタ３０に接続されたケ
ーブル１を介して、カメラ装置１０Ｓとの通信を実行する。ブリッジデバイス２９は、例
えば、ＵＳＢコントローラから実現されている。
【００３６】
　通常、外部機器２０においては、モニタプログラムは、ＨＤＤ２７にインストールされ
ているオペレーティングシステムをブートする。外部機器２０にケーブル１を介してカメ
ラ装置１０が接続されている状態においては、モニタプログラムは、カメラ装置１０のＨ
ＤＤ１１４から第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）をブートすることができる
（外部ＯＳブート機能）。カメラ装置１０のＨＤＤ１１４から第２のオペレーティングシ
ステム（ＯＳ＃Ｂ）をブートするためには、外部ＯＳブート機能を予め有効にしておくこ
とが必要である。
【００３７】
　外部ＯＳブート機能がユーザによって予め有効に設定されている場合においては、外部
機器２０の電源オンに応答して、モニタプログラムは、ＨＤＤ２７、および外部ブートデ
バイス（カメラ装置１０のＨＤＤ１１４）のどちらからオペレーティングシステムを起動
するかをユーザに指定させるためのメニューを、表示部２５の表示画面上に表示する。ユ
ーザが外部ブートデバイス（カメラ装置１０のＨＤＤ１１４）を選択したならば、モニタ
プログラムは、ブリッジデバイス２９が管理する外部Ｉ／Ｏ空間内の所定のアドレスを指
定するリード要求を発生する。このリード要求は第２のオペレーティングシステム（ＯＳ
＃Ｂ）を外部ブートデバイスからリードするためのリード要求であり、ブリッジデバイス
２９を介してカメラ装置１０に送信される。
【００３８】
　カメラ装置１０においては、外部機器２０から送信されるリード要求はブリッジデバイ
ス１１７によって受信される。リード要求を受信した時、ブリッジデバイス１１７は、例
えば、ＣＰＵ１１１に対して割り込み信号を発生する。この場合、ＣＰＵ１１１は、ブリ
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ッジデバイス１１７によって受信されたリード要求に従って、データ転送処理部１５に対
してＤＭＡ（直接メモリアクセス）転送指示を発行する。具体的には、ＣＰＵ１１１は、
リード要求に従ってデータ転送処理部１５に対してＨＤＤ１１４に対するリードアクセス
の実行を指示すると共に、データ転送処理部１５に対して２種類のＤＭＡ転送の実行を指
示する。一方のＤＭＡ転送はＨＤＤ１１４からメモリ１１２へのＤＭＡ転送であり、他方
のＤＭＡ転送はメモリ１１２からブリッジデバイス１１７へのＤＭＡ転送である。ブリッ
ジデバイス１１７にＤＭＡ転送によって転送されたデータ（ＯＳ＃Ｂ）は、ブリッジデバ
イス１１７によって外部機器２０に送信される。
【００３９】
　なお、リード要求を受信した時、ブリッジデバイス１１７は、ＣＰＵ１１１に対して割
り込み信号を発生するのではなく、受信したリード要求をＩ／Ｏバスを介してデータ転送
処理部１５に転送してもよい。この場合、ブリッジデバイス１１７からリード要求を受信
した時に、データ転送処理部１５はＣＰＵ１１１に対して上述の割り込み信号を発生する
。そして、データ転送処理部１５は、ＣＰＵ１１１の制御の下、ＨＤＤ１１４に対するリ
ードアクセスと、上述の２種類のＤＭＡ転送を実行する。
【００４０】
　第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）はＨＤＤ１１４内のある決められた記憶
領域に格納されているので、ＨＤＤ１１４の全記憶領域の中から第２のオペレーティング
システム（ＯＳ＃Ｂ）を探し出すための処理を行う必要はない。第２のオペレーティング
システム（ＯＳ＃Ｂ）が格納されている記憶領域を示すアドレス情報は、外部機器２０内
に格納しておいてもよいし、カメラ装置１０に格納しておいてもよい。また、ＨＤＤ１１
４内の特定のセクタに上述のアドレス情報を格納しておいてもよい。この場合、モニタプ
ログラムは特定のセクタのアドレス情報を参照することによって、第２のオペレーティン
グシステム（ＯＳ＃Ｂ）が格納されている記憶領域のアドレスを知ることが出来る。
【００４１】
　外部機器２０においては、第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）のブートが完
了した後に、第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）は、第２の画像編集プログラ
ム（編集アプリケーション＃Ｂ）をリードするためのリード要求を自動的に発生する。こ
のリード要求は、第２の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）が格納されて
いるＨＤＤ１１４内の所定の記憶領域のアドレスを指定する。このリード要求は、ブリッ
ジデバイス２９を介してカメラ装置１０に送信される。
【００４２】
　カメラ装置１０においては、第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）をＨＤＤ１
１４から読み出すための上述した手順と同様の手順がデータ転送処理部１５によって実行
され、これによってＨＤＤ１１４から第２の画像編集プログラム（編集アプリケーション
＃Ｂ）が読み出され、ブリッジデバイス１１７を介して外部機器２０に転送される。
【００４３】
　次に、図３および図４を参照して、ＨＤＤ１１４の記憶空間がどのように使用されるか
について説明する。
【００４４】
　図３は、外部機器２０にロードすべき第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）お
よび第２の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）のみをＨＤＤ１１４に格納
する場合に対応する記憶領域割り当ての例を示している。第１のオペレーティングシステ
ム（ＯＳ＃Ａ）および第１の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ａ）は不揮発
性メモリ１１３に格納される。
【００４５】
　ＨＤＤ１１４の記憶領域は、ユーザ領域と、ＯＳ＃Ｂ領域と、編集アプリケーション＃
Ｂ領域に区分されている。ユーザ領域は上述の第１の記憶領域であり、画像データの格納
等に使用される。ＯＳ＃Ｂ領域は上述の第２の記憶領域であり、第２のオペレーティング
システム（ＯＳ＃Ｂ）が格納されている。編集アプリケーション＃Ｂ領域は上述の第３の
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記憶領域であり、第２の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）が格納されて
いる。ＯＳ＃Ｂ領域および編集アプリケーション＃Ｂ領域はライトプロテクトされている
。すなわち、ＯＳ＃Ｂ領域および編集アプリケーション＃Ｂ領域の各々は、データ書き込
みが禁止されたプロテクト領域（システム領域）である。
【００４６】
　図４は、第１のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ａ）、第１の画像編集プログラム（
編集アプリケーション＃Ａ）、第２のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）および第２
の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）をＨＤＤ１１４に格納する場合に対
応する領域割り当ての例を示している。
【００４７】
　ＨＤＤ１１４の記憶領域は、ユーザ領域と、ＯＳ＃Ａ領域と、編集アプリケーション＃
Ａ領域と、ＯＳ＃Ｂ領域と、編集アプリケーション＃Ｂ領域とに区分されている。ＯＳ＃
Ａ領域には、第１のオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ａ）が格納されている。編集アプ
リケーション＃Ａ領域には、第１の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ａ）が
格納されている。ＯＳ＃Ａ領域および編集アプリケーション＃Ａ領域も、ＯＳ＃Ｂ領域お
よび編集アプリケーション＃Ｂ領域と同様に、ライトプロテクトされた領域（システム領
域）である。
【００４８】
　次に、図５および図６を参照して、第１の画像編集プログラム（編集アプリケーション
＃Ａ）および第２の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）それぞれの機能構
成について説明する。
【００４９】
　図５は、第１の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ａ）の機能構成を示して
おり、また図６は第２の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）の機能構成を
示している。
【００５０】
　編集アプリケーション＃Ａは上述したようにカメラ装置１０によって実行されるアプリ
ケーションプログラムであり、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）モジュール
３０１、および編集処理モジュール３０２を備えている。
【００５１】
　編集アプリケーション＃Ｂは上述したようにカメラ装置１０よりも高性能である外部機
器２０によって実行されるアプリケーションプログラムである。編集アプリケーション＃
Ｂは、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）モジュール４０１、および編集処理
モジュール４０２を備えている。
【００５２】
　編集アプリケーション＃Ｂによって表示される編集のためのユーザインタフェースのデ
ザインは、編集アプリケーション＃Ａによって表示される編集のためのユーザインタフェ
ースのデザインと同等または類似したものとなっている。また、編集アプリケーション＃
Ｂは、編集アプリケーション＃Ａが有する編集機能よりも高度な編集機能を有している。
換言すれば、編集アプリケーション＃Ａはある特定の第１の編集機能を有し、編集アプリ
ケーション＃Ｂは第１の編集機能を拡張した第２の編集機能を有している。
【００５３】
　編集アプリケーション＃ＡのＧＵＩモジュール３０１は、カメラ装置１０の表示部１１
６に編集画面を表示する。この編集画面上には、編集対象の画像データまたは編集後の画
像データなどが表示される。さらに、この編集画面上には、実行可能な編集機能の一覧等
を表示する編集メニューも表示される。編集メニュー上に表示される編集機能の名前は、
編集アプリケーション＃Ａと編集アプリケーション＃Ｂとの間で同一である。
【００５４】
　表示部１１６の表示画面サイズ（表示解像度）は比較的小さい。このため、ＧＵＩモジ
ュール３０１が表示する編集画面のサイズ（表示解像度）も比較的小さい。
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【００５５】
　これに対し、外部機器２０の表示部２５の表示画面サイズ（表示解像度）は表示部１１
６の表示画面サイズ（表示解像度）よりも大きいので、編集アプリケーション＃ＢのＧＵ
Ｉモジュール４０１は、ＧＵＩモジュール３０１が表示する編集画面よりも高解像度の編
集画面を外部機器２０の表示部２５に表示する。
【００５６】
　ＧＵＩモジュール４０１によって表示される編集画面上には、編集対象の画像データま
たは編集後の画像データなどが高解像度で表示される。また、編集対象シーンの画像デー
タのみならず、編集対象シーンの前後の幾つかのシーンそれぞれに対応する画像データを
編集画面上に表示することもできる。また、複数の編集ボタン等を含む操作パネルを編集
画面上に表示することもできる。
【００５７】
　編集アプリケーション＃Ａの編集処理モジュール３０２は、例えば、編集機能＃１、編
集機能＃２を有している。編集機能＃１は、例えば、動画データを複数のチャプタに分割
するチャプタ分割機能、動画データ内の一部分を削除するカット機能等を含む。また、編
集機能＃２は、フェードイン／フェードアウトのようなエフェクト機能等を含む。編集ア
プリケーション＃Ｂの編集処理モジュール３０２は、上述の編集機能＃１および編集機能
＃２に加え、編集機能＃３および編集機能＃４を備えている。編集機能＃３および編集機
能＃４の各々は、上述のチャプタ分割機能、カット機能またはエフェクト機能等をそれぞ
れ機能拡張するための編集機能である。
【００５８】
　また、編集処理モジュール３０２は、編集対象の画像データに対して種類の異なるエフ
ェクト処理をそれぞれ施すことによって、複数種の仮編集済み画像データを生成し、それ
ら仮編集済み画像データの一覧を編集画面上に表示することもできる。ユーザは、仮編集
済み画像データの一覧の中から、最終的に使用するエフェクト処理の内容を決定すること
ができる。
【００５９】
　このように、カメラ装置１０にはユーザインタフェースが統一化された２種類の編集ア
プリケーションが予め格納されているので、ユーザは、外部機器２０を用いて編集操作を
行う場合であっても、カメラ装置１０単体で編集操作を行う場合と同様の感覚で、編集操
作を行うことが出来る。また、外部機器２０の表示装置に表示される編集画面は十分に大
きいので、ユーザは、ストレスを感じること無く、編集操作を効率よく行うことが出来る
。
【００６０】
　次に、図７のフローチャートを参照して、カメラ装置１０によって実行されるデータ転
送処理の手順について説明する。
【００６１】
　カメラ装置１０は、外部機器２０からケーブル１を介して送信されるリード要求を受信
する（ステップＳ１０１）。上述したように、リード要求の受信はブリッジデバイス１１
７によって行われる。ブリッジデバイス１１７によってリード要求が受信されたことに応
答して、ＣＰＵ１１１およびデータ転送処理部１５の共同動作により、以下のデータ転送
処理が実行される。
【００６２】
　すなわち、カメラ装置１０は、受信されたリード要求に含まれるアドレスによって指定
されるリード対象領域がシステム領域であるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。リ
ード対象領域がシステム領域ではない場合、つまりリード対象領域がユーザ領域であるな
らば（ステップＳ１０２のＮＯ）、カメラ装置１０は、アドレスによって指定される、ユ
ーザ領域内のユーザデータ（画像データ）を、ＨＤＤ１１４から読み出し、そしてそのユ
ーザデータ（画像データ）をブリッジデバイス１１７を介して外部機器２０に送信する（
ステップＳ１０３）。
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【００６３】
　リード対象領域がシステム領域であるならば（ステップＳ１０２のＹＥＳ）、カメラ装
置１０は、アドレスによって指定されるリード対象領域がＯＳ＃Ｂ領域であるか否かを判
定する（ステップＳ１０４）。アドレスによって指定されるリード対象領域がＯＳ＃Ｂ領
域であるならば（ステップＳ１０４のＹＥＳ）、カメラ装置１０は、アドレスによって指
定される、ＯＳ＃Ｂ領域内のデータ（ＯＳ＃Ｂ）をＨＤＤ１１４から読み出し、そしてブ
リッジデバイス１１７を介して外部機器２０に送信する（ステップＳ１０５）。
【００６４】
　アドレスによって指定されるリード対象領域がＯＳ＃Ｂ領域ではなく、編集アプリケー
ション＃Ｂ領域であるならば（ステップＳ１０４のＮＯ）、カメラ装置１０は、アドレス
によって指定される、編集アプリケーション＃Ｂ領域内のデータ（編集アプリケーション
＃Ｂ）をＨＤＤ１１４から読み出し、そしてブリッジデバイス１１７を介して外部機器２
０に送信する（ステップＳ１０６）。
【００６５】
　次に、図８のフローチャートを参照して、外部機器２０によって実行されるブート処理
の手順を説明する。
【００６６】
　外部機器２０が電源オンされた時、外部機器２０のＣＰＵ２１は、ブートデバイス（ま
たはブート可能デバイスと称されることもある）を検出し、外部機器２０に接続された外
部ブートデバイスが存在するか否かを判定する（ステップＳ２０１）。外部機器２０にカ
メラ装置１０が接続されている場合には、カメラ装置１０のＨＤＤ１１４が外部ブートデ
バイスとして検出される。
【００６７】
　外部ブートデバイスが検出されなかったならば（ステップＳ２０１のＮＯ）、ＣＰＵ２
１は、内部ブートデバイス（例えば、外部機器２０内のＨＤＤ２７）からオペレーティン
グシステムをブートする処理（内部ブート処理）を実行する（ステップＳ２０２）。
【００６８】
　外部ブートデバイスが検出されたならば（ステップＳ２０１のＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は
、検出された外部ブートデバイスからオペレーティングシステムをブートするための外部
ブート処理を実行するか否かをユーザに指定させるメニューを表示装置２５の表示画面上
に表示する。ユーザが外部ブート処理の実行を指定したならば（ステップＳ２０３のＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ２１は、ＨＤＤ１１４のＯＳ＃Ｂ領域からオペレーティングシステム（ＯＳ
＃Ｂ）をブートするための外部ブート処理を実行する（ステップＳ２０４）。
【００６９】
　このステップＳ２０４では、ＣＰＵ２１は、ＨＤＤ１１４のＯＳ＃Ｂ領域をリード対象
領域として指定するリード要求をブリッジデバイス２９を介してカメラ装置１０に送信す
る。そして、ＣＰＵ２１は、カメラ装置１０から転送されるオペレーティングシステム（
ＯＳ＃Ｂ）をメモリ２２にロードして、オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）をブート
する。
【００７０】
　オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）には、そのブート完了時に、ＨＤＤ１１４の編
集アプリケーション＃Ｂ領域内の画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）を起
動するコードが埋め込まれている。このため、オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）の
ブート完了後、オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）の制御の下、ＣＰＵ２１は、ＨＤ
Ｄ１１４の編集アプリケーション＃Ｂ領域内の画像編集プログラム（編集アプリケーショ
ン＃Ｂ）を起動する処理を実行する（ステップＳ２０５）。このステップＳ２０５では、
オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）は、ＨＤＤ１１４の編集アプリケーション＃Ｂ領
域をリード対象領域として指定するリード要求をブリッジデバイス２９を介してカメラ装
置１０に送信する。そして、オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）は、カメラ装置１０
から転送される画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）の実行ファイルをメモ
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リ２２にロードして、画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）を実行する。
【００７１】
　画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）は、ユーザ操作に従って、ＨＤＤ１
１４のユーザ領域に格納されている編集対象の画像データを読み出すと共にその編集対象
の画像データに対する編集処理を実行する。編集された画像データは、画像編集プログラ
ム（編集アプリケーション＃Ｂ）によって、ＨＤＤ１１４のユーザ領域内の空き領域に書
き込まれる。もちろん、画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）は、編集され
た画像データを外部機器２０内のＨＤＤ２７に書き込むこともできる。
【００７２】
　オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）は画像編集処理の実行に必要な最小限の機能の
みを有している。このため、オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）のブートに要する時
間は、外部機器２０内のＨＤＤ２７に格納されている汎用のオペレーティングシステムの
ブートに要するに比べて遙かに短い。さらに、オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）は
、そのブート完了に応答して、ＨＤＤ１１４内に格納された画像編集プログラム（編集ア
プリケーション＃Ｂ）を自動的に実行する。この場合、オペレーティングシステム（ＯＳ
＃Ｂ）は、外部機器２０にカメラ装置１０が接続されているかどうかを検出するためのデ
バイス検出処理を行う必要はない。なぜなら、オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）が
ブートされたことは、外部機器２０にカメラ装置１０が接続されていることを意味してい
るからである。
【００７３】
　よって、ユーザは、カメラ装置１０を外部機器２０に接続した状態で外部機器２０を電
源オンするという操作を行うだけで、カメラ装置１０内に格納されている画像データの編
集操作を即座に開始することができる。
【００７４】
　図９は、外部機器２０の表示装置に表示される編集画面の例が示されている。
【００７５】
　上述したように、外部機器２０の表示装置に表示されるユーザインタフェースは、カメ
ラ装置１０単体で編集処理を行う場合にカメラ装置１０の表示装置に表示されるユーザイ
ンタフェースと類似している。外部機器２０の表示装置の表示画面はカメラ装置１０の表
示装置の表示画面よりも大きいので、外部機器２０の表示装置に表示される編集画面上に
は、編集前または編集後の画像データを表示するためのモニタエリア４１１に加え、さら
に、幾つかのシーンそれぞれに対応する静止画群を表示するサムネイル表示エリア（タイ
ムラインとも云う）４１２、および各種編集および再生処理をユーザに指示させるための
操作パネル４１３等が表示される。
【００７６】
　また、編集後の画像データは画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）によっ
てＨＤＤ１１４に書き込まれるため、編集後の画像データをカメラ装置１０の表示装置に
図示のように表示することもできる。
【００７７】
　次に、図１０を参照して、外部機器２０によって編集された画像データがどのようにし
てカメラ装置１０の表示装置に表示されるかについて説明する。
【００７８】
　外部機器２０にロードされた画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）はＨＤ
Ｄ１１４のユーザ領域に格納されている編集対象の画像データをリードして、その画像デ
ータに対する編集処理を実行する。そして、編集アプリケーション＃Ｂは、編集された画
像データ（編集中の画像データ）をＨＤＤ１１４のユーザ領域内の空き領域に書き込む。
この場合、編集アプリケーション＃Ｂは、オペレーティングシステム＃Ｂを介してライト
要求および編集された画像データをカメラ装置１０に送信する。カメラ装置１０において
は、ＣＰＵ１１１は、ライト要求に従ってデータ転送処理部１５を制御し、編集アプリケ
ーション＃Ｂによって編集された画像データをＨＤＤ１１４のユーザ領域内の空き領域に



(14) JP 2009-86955 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

書き込む。
【００７９】
　カメラ装置１０によって実行される編集アプリケーション＃Ａは、その機能モジュール
の一つとして、編集結果データ表示処理部５０１を備えている。編集結果データ表示処理
部５０１は、ＨＤＤ１１４のユーザ領域から編集された画像データを読み出して、表示部
１１６に表示する。
【００８０】
　このように、編集アプリケーション＃Ｂによって編集処理中の画像データはカメラ装置
１０内のＨＤＤ１１４に格納されているデータであるので、編集処理中の画像データをカ
メラ装置１０の表示部１１６に表示することができる。
【００８１】
　また、カメラ装置１０が外部機器２０に接続された状態で、カメラ装置１０によって撮
影動作を実行し、その撮影動作によって得られた画像データをカメラ装置１０内のＨＤＤ
１１４に格納しながら、リアルタイムに外部機器２０に送信することもできる。この場合
、編集アプリケーション＃Ｂは、カメラ装置１０からリアルタイムに送信される画像デー
タに対して例えばエフェクト処理、解像度変換処理、フレームレート変換処理、またはト
ランスコード処理等の加工処理を必要に応じて自動的に施しながら、外部機器２０内のＨ
ＤＤ２７に格納することができる。
【００８２】
　次に、図１１のフローチャートを参照して、撮影動作によって得られた画像データをカ
メラ装置１０内のＨＤＤ１１４に格納しながら外部機器２０のＨＤＤ２７にも同時に格納
するという同時記録処理の手順を説明する。
【００８３】
　カメラ装置１０のＣＰＵ１１１は、カメラユニット１１に撮影動作を開始させる（ステ
ップＳ４０１）。そして、ＣＰＵ１１１は、データ転送処理部１５を制御して、カメラユ
ニット１１によって得られた画像データをＨＤＤ１１４のユーザ領域に格納する（ステッ
プＳ４０２）。現在の動作モードが同時記録モードである場合には（ステップＳ４０３の
ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１１は、データ転送処理部１５およびブリッジデバイス１１７を制御
して、カメラユニット１１によって得られた画像データを外部機器２０に送信する処理も
実行する（ステップＳ４０４）。
【００８４】
　外部機器２０においては、編集アプリケーション＃Ｂは、カメラ装置１０から送信され
る画像データに対して所定の加工処理を必要に応じて施し、そしてその加工処理された画
像データを外部機器２０内のＨＤＤ２７に格納する。
【００８５】
　以上のように、本実施形態においては、カメラ装置１０のＨＤＤ１１４には、外部機器
２０を起動するためのオペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）と、このオペレーティング
システム（ＯＳ＃Ｂ）上で動作する画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）が
格納されており、外部機器２０の電源オン時には、オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ
）および画像編集プログラム（編集アプリケーション＃Ｂ）が外部機器２０にロードされ
て実行される。
【００８６】
　オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）は、編集アプリケーション＃Ｂが実行可能な環
境を外部機器２０上に実現するための必要な最小限の機能のみを有するだけでよいので、
オペレーティングシステム（ＯＳ＃Ｂ）は高速にブートすることができる。
【００８７】
　したがって、専用の保存媒体を用いことなく、カメラ装置１０を外部機器２０に接続し
て外部機器２０を電源オンするという簡単な操作のみで、カメラ装置１０に格納された画
像データの編集を外部機器２０を用いて即座に開始することが可能となる。また、ユーザ
は、ビデオ編集用ソフトウェアを購入してそれを外部機器２０にインストールするという
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作業を行う必要もない。
【００８８】
　また、ユーザは、カメラ装置１０に格納された画像編集プログラム（編集アプリケーシ
ョン＃Ａ）を利用することにより、カメラ装置１０を外部機器２０に接続せずに、カメラ
装置１０単体でも編集操作を行うことが出来る。
【００８９】
　また、ＣＤ－ＲＯＭのような専用の保存媒体に格納されたオペレーティングシステムを
用いてコンピュータを起動した場合においては、オペレーティングシステムのブート後に
、ビデオ（ＡＶ機器）機器がコンピュータに接続されているか否かを検出するためのデバ
イス検出処理を行うことが必要となる。これに対し、本実施形態では、カメラ装置１０内
の記憶装置に格納されたオペレーティングシステムを用いて外部機器２０を起動しており
、その記憶装置には編集対象の画像データが格納されているので、オペレーティングシス
テムのブート後に、カメラ装置１０を検出するためのデバイス検出処理を行う必要はない
。よって、オペレーティングシステムのブート後のデバイス検出処理が不要となるので、
その分だけ、外部機器２０の起動に要する時間を短縮することができる。
【００９０】
　なお、本実施形態では、カメラ装置１０内に設けられた記憶装置がＨＤＤである場合を
例示して説明したが、記憶装置を、フラッシュＥＥＰＲＯＭを内蔵した半導体ディスク装
置等によって実現してもよい。
【００９１】
　また、本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示さ
れている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態に構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の一実施形態に係るカメラ装置の構成を示すブロック図。
【図２】同実施形態のカメラ装置とこのカメラ装置に接続される外部機器されざれのシス
テム構成を示すブロック図。
【図３】同実施形態のカメラ装置に設けられた記憶装置に割り当てられた複数の記憶領域
の例を説明するための図。
【図４】同実施形態のカメラ装置に設けられた記憶装置に割り当てられた複数の記憶領域
の他の例を説明するための図。
【図５】同実施形態のカメラ装置に設けられた記憶装置に格納されている第１の画像編集
プログラムの機能構成を示す図。
【図６】同実施形態のカメラ装置に設けられた記憶装置に格納されている第２の画像編集
プログラムの機能構成を示す図。
【図７】同実施形態のカメラ装置によって実行されるデータ転送処理の手順を示すフロー
チャート。
【図８】同実施形態のカメラ装置に接続された外部機器によって実行されるデート処理の
手順を示すフローチャート。
【図９】同実施形態のカメラ装置に接続された外部機器の表示装置に表示される編集画面
を示す図。
【図１０】同実施形態のカメラ装置に接続された外部機器によって編集された画像データ
を同実施形態のカメラ装置の表示装置に表示する動作を説明するための図。
【図１１】同実施形態のカメラ装置によって実行される同時記録処理の手順を示すフロー
チャート。
【符号の説明】
【００９３】
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　１０…カメラ装置、１１…カメラユニット、１５…データ転送処理部、１６…通信イン
タフェース部、１１１…ＣＰＵ、１１４…ハードディスクドライブ、１１７…ブリッジデ
バイス、２１…ＣＰＵ、２２…メモリ、２９…ブリッジデバイス。

【図１】 【図２】



(17) JP 2009-86955 A 2009.4.23

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】 【図８】

【図９】
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