
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 　被写体画像を取込んで所望の画像を記録用メモリに記録する電子スチルカメラにおい
て、
　前記電子スチルカメラの電源オフを指示する電源オフ指示手段と、
　この電源オフ指示手段により電源オフが指示された場合に、前記記録用メモリに記録さ
れた記録画像を外部装置で一覧表示可能とする画像一覧表示用ファイルを生成する画像一
覧表示用ファイル生成手段を備えたことを特徴とする電子スチルカメラ。
【請求項２】
 　前記画像一覧表示用ファイルは、ＨＴＭＬ形式のファイルであることを特徴とする請
求項１記載の電子スチルカメラ。
【請求項３】
 　

【請求項４】
 　前記記録用メモリ 子スチルカメラに着脱可能に構成された記録用メモリである
ことを特徴とする 記載の電子スチルカメラ。
【請求項５】
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前記画像一覧表示用ファイル生成手段により生成された画像一覧表示用ファイルを前
記記録用メモリに記録する記録制御手段を備えることを特徴とする請求項１又は２記載の
電子スチルカメラ。

は、電
請求項１乃至３の何れかに

前記記録用メモリに記録された画像一覧表示用ファイルを外部装置に送信する送信手



【請求項６】
 　

　

【請求項７】
 　被写体画像を取込んで所望の画像を記録用メモリに記録する電子スチルカメラにおい
て、
　前記電子スチルカメラの電源オフが指示された場合に、前記記録用メモリに記録された
記録画像を外部装置で一覧表示可能とする画像一覧表示用ファイルを生成し、該画像一覧
表示用ファイルを前記記録用メモリに記録することを特徴とする画像一覧表示用ファイル
の作成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタルカメラ等の電子スチルカメラで撮影／記録した画像の検索補助技術に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルカメラで撮影した画像はカメラ内部に固定されたフラッシュメモリや、交換可能
なメモリカードにＪＰＥＧ圧縮されて記録される。また、デジタルカメラの中には、記録
した画像をパーソナルコンピュータ（以下、パソコン）等の外部装置で再生する場合にＷ
ＷＷ（ World Wide Web）プラウザ等による記録画像の一覧表示を可能とするため、画像の
記録時にＨＴＭＬ（ Hyper Text Mark-up Language ）形式のファイルを作成する機能を有
するものがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記ＨＴＭＬファイル作成機能を有するデジタルカメラでは、従来は「ＨＴＭＬファイル
作成」モードを選択してＨＴＭＬファイルの作成を指示しなければならないので操作が煩
雑であり、また、ユーザが作成指示を忘れてしまい、いざパソコンで記録画像を一覧表示
しようとしても見ることができないといったケースがしばしば生じているという問題点が
あった。
【０００４】
本発明は上記問題点を解消するためになされたものであり、撮影した記録画像を外部装置
側で一覧表示可能とする画像一覧表示用ファイルの作成を容易且つ確実に行ない得る電子
スチルカメラおよび画像一覧表示ファイルの作成方法の提供を目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、第１の発明の電子スチルカメラは、被写体画像を取込んで
所望の画像を記録用メモリに記録する電子スチルカメラにおいて、電子スチルカメラの電
源オフを指示する電源オフ指示手段と、この電源オフ指示手段により電源オフが指示され
た場合に、記録用メモリに記録された記録画像を外部装置で一覧表示可能とする画像一覧
表示用ファイルを生成する画像一覧表示用ファイル生成手段を備えたことを特徴とする。
【０００６】
第２の発明は上記第１の発明の電子スチルカメラにおいて、画像一覧表示用ファイルは、
ＨＴＭＬ形式のファイルであることを特徴とする。
【０００７】
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段を備えることを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の電子スチルカメラ。

前記電源オフ指示手段により電源オフが指示された場合に、前回の電源オフ時から前
記記録用メモリに記録されている記録画像に変動があったか否かを判定する判定手段を備
え、

前記画像一覧表示用ファイル生成手段は、前記判定手段により記録画像に変動があると
判定された場合に、前記画像一覧表示用ファイルを生成することを特徴とする請求項１乃
至５の何れかに記載の電子スチルカメラ。



　

　

【０００８】
　

　

【０００９】
　また、第 の発明の画像一覧表示用ファイルの作成方法は、被写体画像を取込んで所望
の画像を記録用メモリに記録する電子スチルカメラにおいて、電子スチルカメラの電源オ
フが指示された場合に、記録用メモリに記録された記録画像を外部装置で一覧表示可能と
する画像一覧表示用ファイルを生成し、該画像一覧表示用ファイルを記録用メモリに記録
することを特徴とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】
＜回路構成例＞
図１は、本発明を適用したデジタルカメラの回路構成例を示すブロック図であり、デジタ
ルカメラ１００は、操作部１、撮像部２、信号処理部３、制御部４、作業用メモリ５、圧
縮／伸張部６、記録用メモリ７および表示部８を備えている。なお、記録用メモリ７に記
録された画像や画像情報等をパソコン等の外部装置に送信したり、外部装置からデータや
コマンド等を（有線或いは無線で）受信するデータ送受信部を設けるようにしてもよい。
【００１１】
操作部１はデジタルカメラ１００の操作入力手段であり、メインスイッチ、ＲＥＣモード
／再生モード切換えスイッチ、機能選択用ボタン（複数個）、シャッターボタン等のスイ
ッチやボタンを構成部分とし、これらのスイッチ或いはボタンが操作されると状態信号が
制御部４に送出される。
【００１２】
撮像部２は撮像レンズやストロボ発光部の他、自動絞り機構やオートフォーカス機構を含
む光学系と、撮像レンズを経た被写体光像を電気信号に変換するＣＣＤ等の撮像素子と、
ＣＣＤ駆動回路やＣＣＤの出力信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄコンバータを含む信
号変換部を有している。
【００１３】
また、信号処理部３はビデオエンコーダ、カラープロセッサ等の回路で構成され、ＣＰＵ
によって動作制御されてデジタルカメラ１００の主要な動作、例えば、画像の取込み、ス
ルー画像の表示、間引き処理等による縮小画像の生成等の動作を実行する。
【００１４】
制御部４は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、プログラム格納用ＲＯＭおよびタイマー等を有したマイク
ロプロセッサ構成を有しており、ＣＰＵは上述の各回路および図示しない電源切換えスイ
ッチ等にバスラインを介して接続し、プログラム格納用ＲＯＭに格納されている制御プロ
グラムによりデジタルカメラ１００全体の制御を行なうと共に、操作部１からの状態信号
に対応してデジタルカメラ１００の各機能の実行制御等を行なう。
【００１５】
また、プログラム格納用ＲＯＭには制御プログラムとデジタルカメラの各処理モード用の
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第３の発明は上記第１又は第２の発明の電子スチルカメラにおいて、前記画像一覧表示
用ファイル生成手段により生成された画像一覧表示用ファイルを前記記録用メモリに記録
する記録制御手段を備えることを特徴とする。

第４の発明は上記第１又は第２の発明の電子スチルカメラにおいて、記録用メモリは、
電子スチルカメラに着脱可能に構成された記録用メモリであることを特徴とする。

第５の発明は上記第１乃至第３の何れかの発明の電子スチルカメラにおいて、前記記録
用メモリに記録された画像一覧表示用ファイルを外部装置に送信する送信手段を備えるこ
とを特徴とする。

第６の発明は上記第１乃至第５の何れかの発明の電子スチルカメラにおいて、前記電源
オフ指示手段により電源オフが指示された場合に、前回の電源オフ時から前記記録用メモ
リに記録されている記録画像に変動があったか否かを判定する判定手段を備え、前記画像
一覧表示用ファイル生成手段は、前記判定手段により記録画像に変動があると判定された
場合に、前記画像一覧表示用ファイルを生成することを特徴とする。

７



処理プログラムの他、画像一覧表示用ファイルを生成する画像一覧表示用ファイル生成プ
ログラムが格納されている。また、画像一覧表示用ファイル生成プログラムに加えて画像
一覧表示用ファイルを記録用メモリ７に記録する画像一覧表示用ファイル記録プログラム
を格納するようにしてもよい。
【００１６】
作業用メモリ５はＤＲＡＭ等の揮発性メモリからなり撮像部２から取込まれた画像データ
等の一時記憶領域等として用いられる。
【００１７】
圧縮伸張部６は撮影／記録モードでは撮影画像データのＪＰＥＧ圧縮を行ない、再生モー
ドでは記録用メモリ７に保存記録された画像データを伸張する。
【００１８】
記録用メモリ７はフラッシュメモリ等のリムーバブルな記録媒体からなり、ＪＰＥＧ圧縮
処理された撮影画像や撮影画像を間引き処理等で縮小処理した縮小画像（簡易画像，サム
ネイル画像）データが記録される。また、画像一覧表示用ファイル生成プログラムにより
生成されるＨＴＭＬファイル等の画像一覧表示用ファイルが記録される。
【００１９】
なお、本実施例では記録用メモリ７としてメモリカードのようにデジタルカメラ１００か
ら着脱可能に構成されたメモリを用いているが、画像一覧表示用ファイルおよび画像を送
信するデータ送受信部を設けた場合にはデジタルカメラ１００の内部に固定された内部固
定方式のメモリでもよい。
【００２０】
表示部８は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置等の表示装置から構成されており、処理モー
ド選択メニューやアイコンの他、撮影モードでは被写体画像（スルー画像）が表示され、
再生モード時には再生画像を表示できる。
【００２１】
［画像記録メモリの領域構成例］
図２は画像一覧表示用ファイルおよび画像を記録した画像記録メモリの一実施例としての
メモリカードの記録領域構成の説明図である。
図２で、メモリカード７は、管理ファイルＡと、タイトルデータＢ，ＨＴＭＬファイルＣ
と、画像フォルダＥ～Ｉを備えている。
【００２２】
管理ファイルＡは、メモリカード７の各フォルダ（ファイル格納領域）の名称と位置を示
すポインタを格納したフォルダ管理ファイルである。
【００２３】
また、タイトルデータＢはＨＴＭＬファイルＣのタイトル表示位置に表示する標題用の文
字列である。
【００２４】
ＨＴＭＬファイルＣにはＷＷＷプラウザによる画像検索が可能なＨＴＭＬ形式で記述され
た画像一覧表示用のフォーマット（タイトル表示位置、画像表示指定、画像表示位置、画
像ポインタ、画像情報表示指定、画像情報表示位置、画像情報ポインタ等）が記述されて
いる。
【００２５】
また、ＨＴＭＬフォルダＤには、ＨＴＭＬ形式で記述されたメニュー表示部分（目次）の
フォーマットを格納したＨＴＭＬファイルＤー１と、ＨＴＭＬフォーマットで記述された
一覧表示部分のフォーマットを格納したＨＴＭＬファイルＤー２が記憶されている。なお
、ＨＴＭＬファイルＤ－１には一覧表示する画像番号や撮影日時の目次項目の表示指定，
表示位置およびポインタが記述されている。また、ＨＴＭＬファイルＤ－２には一覧表示
される各縮小画像（サムネイル画像）とそれぞれの画像情報（画像番号、撮影日時、絞り
、シャッタースピードなど）の表示指定、表示位置およびポインタが記述されている。
【００２６】
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また、画像フォルダＥには画像フォルダＥに記憶されている画像ファイルの画像情報（画
像番号、撮影日時、絞り、シャッタースピードなど）および画像ファイルの記憶位置等を
格納した管理ファイルＥ－１と、ＪＰＥＧ圧縮された画像を記憶した画像ファイルＥ－２
，Ｅ－３，・・・と、プレビューフォルダＥＰが格納されている。プレビューホルダＥＰ
には画像フォルダＥに記憶されている縮小画像の画像情報（画像番号、サイズなど）およ
び縮小画像ファイルの記憶位置を一覧表示位置と対応付けるようにＨＴＭＬフォーマット
で記述したＨＴＭＬファイルＥＰ－１と、縮小画像を記憶した縮小画像ファイルＥＰ２，
・・・、が格納されている。
【００２７】
また、画像フォルダＦ～Ｉの構成および画像フォルダＦ～Ｉに格納されている各ファイル
の構成は上述の画像フォルダＥと同様である（プレビューフォルダＦＰ～ＩＰについても
プレビューフォルダＥＰと同様の構成である）。また、画像フォルダの数を本実施例では
フォルダＥ～Ｉの５個としたがこれに限定されない。すなわち、メモリーカード７の容量
（或いは、各フォルダのサイズ）やデジタルカメラ１００の設計上決定される数であれば
よい。
【００２８】
画像一覧表示用ファイルをＨＴＭＬ形式のファイル（ＨＴＭＬファイル）とすることによ
り、デジタルカメラ１００から取り外したメモリカード７をＷＷＷプラウザを起動可能な
パソコン等の外部装置に装着してＷＷＷプラウザを起動するだけで、デジタルカメラ１０
０で撮影した画像を一覧表示することができる。
【００２９】
なお、図２の例ではＨＴＭＬファイルについて述べたが、画像一覧表示用ファイルはＨＴ
ＭＬファイルに限定されず、画像一覧表示用ファイルのフォーマットをＷＷＷプラウザ（
またはＨＴＭＬファイルを利用可能な検索用プログラム）以外の画像一覧表示用プログラ
ムで利用可能なフォーマットのファイルとして構成し、デジタルカメラ１００でそのよう
なフォーマットの画像一覧表示用ファイルを生成することもできる。
【００３０】
すなわち、パソコン等の外部装置側で用いている画像一覧表示用プログラムでアクセス可
能なフォーマットの画像一覧表示用ファイルをデジタルカメラ１００側で生成するように
することにより、デジタルカメラ１００から取り外したメモリカード７をパソコン等の外
部装置に装着して、パソコン等の外部装置側で用いている検索用プログラムを起動するだ
けで、デジタルカメラ１００で撮影した画像を検索することができる。
【００３１】
また、画像一覧表示用ファイルを格納する記録用メモリ７はメモリカード等の着脱可能な
メモリに限定されず、フラッシュメモリ等の内部固定メモリでもよい。
なお、記録用メモリ７を内部固定メモリとした場合には、デジタルカメラ１００からデー
タ送受信部およびケーブル（或いは、無線）を介して画像一覧表示用ファイルおよび画像
ファイルをパソコン等の外部装置に送信する送信モードをデジタルカメラ１００に設ける
ようにしてもよい。
【００３２】
［画像一覧表示用ファイルの生成］
図３はデジタルカメラの画像一覧表示用ファイルの生成動作例を示すフローチャートであ
り、画像一覧表示用ファイル生成プログラムとしてＨＴＭＬファイル生成プログラムを用
い、画像一覧表示用ファイル記録プログラムとしてＨＴＭＬファイル記録プログラムを用
い、画像一覧表示用ファイルをＨＴＭＬファイルとし、記録用メモリ７をメモリカードと
した例である。
【００３３】
ステップＳ１：（処理モードの判定）
デジタルカメラ１００の起動（電源オン）後、制御部４は操作部１からの状態信号を調べ
てユーザ選択した処理モードを判定し、ユーザーが撮影モードを選択した場合にはＳ２に

10

20

30

40

50

(5) JP 3764989 B2 2006.4.12



遷移し、それ以外の処理モードを選択した場合にはＳ４に遷移する。
【００３４】
ステップＳ２：（撮影の実行）
撮像部２で被写体画像が取込まれ表示部８の液晶画面に表示される。ユーザが所望のアン
グルでシャッターボタンを操作すると撮影が行なわれる。
【００３５】
ステップＳ３：（画像記録処理）
シャッターボタン操作時に作業用メモリ５に記憶されている画像を撮影画像として表示部
８の液晶画面に静止画表示すると共に、撮影画像をＪＰＥＧ圧縮して画像番号、撮影日時
、絞り、シャッタースピード、書込フラグ等の画像情報と共に記録用メモリ７に記録する
。また、同時に、撮影画像を間引き処理して縮小しＪＰＥＧ圧縮して記録用メモリ（メモ
リカード）７に記録する。ユーザが記録終了後、続けて撮影を行なう場合にはＳ２に戻り
、撮影を行なわない場合にはＳ５に移行する。
【００３６】
ステップＳ４：（他のモードの実行）
上記ステップＳ１で、撮影モード以外と判定された場合には選択された処理モードを実行
し、当該処理モードが終了するとＳ５に遷移する。
【００３７】
ステップＳ５：（処理モード選択）
撮影モードや他の処理モードが終了した後、表示部８の液晶画面に表示される選択メニュ
ー（または処理モード選択用アイコン）を選ぶとＳ１に遷移する。
【００３８】
ステップＳ６：（電源スイッチオフ操作）
ユーザは、つぎに実行したい処理モードがない場合には電源スイッチをオフにする。制御
部４は電源スイッチオフの状態信号を受取ると、直ちには電源をオフにせず、Ｓ７に遷移
する。なお、メモリカード７を収納する収納部の収納蓋（カバー）を開いた場合にそれを
検知する手段（例えば、蓋開閉検出スイッチ）を設け収納蓋が開けられた場合に開蓋検出
信号を制御部４に送出するようにして、制御部４は開蓋検出信号を受取るとＳ７に遷移す
るようにしてもよい。
【００３９】
ステップＳ７：（ＨＴＭＬファイル生成プログラム等の起動）
制御部４はプログラム用ＲＯＭからＨＴＭＬファイル生成プログラムおよびＨＴＭＬファ
イル記録プログラムを読み出してＲＡＭに記憶し、起動する。
【００４０】
ステップＳ８：（記録画像の変動の有無判定）
ＨＴＭＬファイル生成プログラムはメモリカード７に記録されている画像情報の書込フラ
グの有無を調べて、撮影画像の追加や記録画像の削除の有無等の変動があったか、前回の
電源オフ時のＨＴＭＬファイル作成記録処理のままで記録内容に変動がないかを判定し、
記録内容に変動があった場合にはＳ９に遷移し、変動がなかった場合にはＳ１１に遷移す
る。
【００４１】
ステップＳ９：（ＨＴＭＬファイル生成）
上記ステップＳ８でメモリカードの記録内容に変動があった場合には、ＨＴＭＬファイル
生成プログラムは図２で示したタイトルデータＢ，ＨＴＭＬファイルＣ，Ｄ－１およびＤ
－２と、縮小画像用のＨＴＭＬファイルＥＰ，ＦＰ，・・・，ＩＰのうち、ＨＴＭＬファ
イルＣ，Ｄ－１およびＤ－２と、縮小画像用のＨＴＭＬファイルＥＰ，ＦＰ，・・・，Ｉ
Ｐを記録用メモリ７から取り出して作業用メモリ５に一時記憶し、変動のあった画像情報
やポインタ等を付加して新たに各ＨＴＭＬファイルを生成する（メモリカード７が新しく
、前回の画像がない場合には今回の画像のみで各ＨＴＭＬファイルを生成する）。
【００４２】
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ステップＳ１０：（ＨＴＭＬファイルの記録）
ＨＴＭＬファイルの生成が終了すると制御部４は制御をＨＴＭＬファイル記録プログラム
に移す。ＨＴＭＬファイル記録プログラムは作業用メモリ５に記憶されている新たなＨＴ
ＭＬファイルを取り出して、図２に示すような配列（論理的な配列）になるように前回の
ＨＴＭＬファイルに上書するように記録する。
【００４３】
ステップＳ１１：（電源オフ）
制御部４はＨＴＭＬファイルのメモリカード７への書込が終了すると電源を遮断する（電
源オフ）。
【００４４】
なお、上記ステップＳ９で前回の画像と今回の画像を基に新たにＨＴＭＬファイルを生成
し、ステップＳ１０でメモリカード７の前回のＨＴＭＬファイルに上書するようにしたが
、ステップＳ９で今回の画像をもとに各ＨＴＭＬファイルの追加記述データを生成し、ス
テップＳ１０でメモリカード７の前回のＨＴＭＬファイルにそれぞれ追加するようにして
もよい。
【００４５】
また、上記フローチャートではプログラム格納用メモリにＨＴＭＬファイル記録プログラ
ムが格納されているものとしてステップＳ７でＨＴＭＬファイル記録プログラムを読み出
して、ステップＳ１０で動作させるようにしたが、ＨＴＭＬファイル生成プログラムをＨ
ＴＭＬファイルの生成および記録用メモリ７内の前回のＨＴＭＬファイル更新を行なうよ
うに構成してもよく、この場合にはプログラム格納用メモリにＨＴＭＬファイル記録プロ
グラムの格納および上記ステップＳ７でのＨＴＭＬファイル記録プログラムの起動と、上
記ステップＳ１０は不要となる。
【００４６】
また、図３の例ではステップＳ６の電源スイッチオフ操作後に、ＨＴＭＬファイルを生成
・記録するようにしたがＨＴＭＬファイル生成プログラムおよびＨＴＭＬファイル記録プ
ログラムをステップＳ１とＳ２の間で起動させ、ＨＴＭＬファイルの生成をステップＳ３
の画像記録処理後に行なうようにしてもよい（すなわち、１回の撮影毎にＨＴＭＬファイ
ルを生成するようにしてもよい）。
【００４７】
また、図３の例では画像一覧表示用ファイル生成プログラムとしてＨＴＭＬファイル生成
プログラムを用い、画像一覧表示用ファイル記録プログラムとしてＨＴＭＬファイル記録
プログラムを用い、画像一覧表示用ファイルをＨＴＭＬファイルとし、記録用メモリ７を
メモリカードとしたが、上記フローチャートと同様の手順により画像一覧表示用ファイル
生成プログラム（および画像一覧表示用ファイル記録プログラム）を用いてＨＴＭＬファ
イル以外の画像検索ファイル（索引ファイル）を生成することもできる。
また、記録用メモリ７としてメモリカードのような着脱可能なメモリに限られず、内部固
定メモリを用いることもできる。
【００４８】
［画像一覧表示用ファイルの利用］
図４は記録画像およびデジタルカメラで生成した画像一覧表示用ファイルを記録したメモ
リーカードをパソコン（外部装置）に装着して、画像検索を行なう場合の説明用フローチ
ャートであり、デジタルカメラで画像一覧表示用ファイルとしてＨＴＭＬファイルが記録
されたメモリカードを用いる場合を例とする。
【００４９】
ステップＴ１：（メモリカードの取り出し）
ユーザがデジタルカメラ１００のメモリカード７を用いてパソコンで画像検索するために
メモリカード７をデジタルカメラ１００から取り出す。このときデジタルカメラ１００の
電源がオフでない場合にはメモリカード７はロックされていて取り出せないので、電源が
オフになるまで待ってメモリカードを取り出す。
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【００５０】
ステップＴ２：（ＷＷＷプラウザの起動）
ユーザはメモリカード７をパソコンに装着した後、ＷＷＷプラウザを起動する。
【００５１】
ステップＴ３：（ＨＴＭＬファイルの読み出し開始）
ＷＷＷプラウザはパソコンに装着されたメモリカード７をアクセスして各ＨＴＭＬファイ
ルを読み出す。
【００５２】
ステップＴ４：（タイトル、目次の表示）
つぎに、タイトルおよび目次画面を表示し（図５）、マウス等によるユーザのポイント（
クリック）を待つ。
【００５３】
ステップＴ５：（画像一覧の表示）
ユーザが目次の一部（例えば、撮影年月日）をポイントするとポイントされた部分を含む
画像一覧（図６（ａ）～（ｃ））を表示する。
【００５４】
ステップＴ６：（画像の表示）
ユーザが画像一覧の一部（画像情報または縮小画像）をポイントするとポイントによって
読み出し指示された画像が読み出されて表示される。
【００５５】
なお、図４の例はメモリカード７にＨＴＭＬファイルが記録されものとしたが、ＨＴＭＬ
ファイルに限られず、メモリカード７を装着するパソコン等の外部装置側の画像検索プロ
グラムでアクセス可能な画像一覧表示用ファイル（索引ファイル）が記録されていてもよ
い。この場合、ステップＴ２ではメモリカード７の装着後、パソコン側の検索用プログラ
ムを起動し、ステップＴ３では当該検索用プログラム用の画像一覧表示用ファイル（索引
ファイル）の読み出しを行なうようにすればよい。この場合、ステップＴ４～Ｔ６の表示
方法は検索用プログラムによって規定される表示が行なわれることになる。
【００５６】
また、記録用メモリ７はメモリカードのような着脱可能なメモリに限られない。すなわち
、記憶用メモリ７を内部固定メモリとし、デジタルカメラ１００とパソコン等の外部装置
をケーブル或いは無線で接続し、デジタルカメラ１００の内部固定メモリからパソコン等
の外部装置に画像、画像情報および画像一覧表示用ファイルを送信するようにしてもよい
。
【００５７】
図５は、画像一覧表示用ファイルを用いた画像検索によって表示される検索用表示画面の
一実施例としての目次表示画面の一例であり、タイトルデータ「××・・×」および画像
番号（或いは画像名）、撮影場所等からなる撮影情報が一覧表示される。ユーザはマウス
等をクリックして撮影情報をポイントして画像一覧又は画像を検索・表示できる。また、
目次が複数ページ（画面）にわたる場合には「ＮＥＸＴ」指定してつぎのページの目次を
見たり、「ＰＲＥＶＩＯＵＳ」指定して前の目次に戻ることもできる。
【００５８】
図６は、画像一覧表示用ファイルを用いた画像検索によって表示される検索用表示画面の
一実施例としての一覧表示画面の一例であり、フォルダ番号６１、画像情報６２、および
縮小画像６３が一覧表示されている。また、図６（ｃ）に示すように複数のフォルダ内の
縮小画像および撮影情報を同時に表示する。
【００５９】
ユーザはマウス等をクリックして縮小画像または撮影情報をポイントして画像一覧又は画
像を検索・表示できる。また、目次が複数ページ（画面）にわたる場合には「ＮＥＸＴ」
指定してつぎの一覧表示を見たり、「ＰＲＥＶＩＯＵＳ」指定して前の一覧表示に戻るこ
ともできる（図６（ａ）～（ｃ））。
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【００６０】
また、図６（ｃ）に示すように複数のフォルダ内の縮小画像および撮影情報を同時に表示
するので、フォルダが複数ある場合に、ユーザは他のフォルダの縮小画像および撮影情報
を見たい場合に、その都度所望のフォルダをクリックしてそのフォルダ内の縮小画像およ
び撮影情報表示させるといった動作を繰り返して行なう必要がなく、画像の検索が容易に
なる。
以上本発明の一実施例について説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではな
く、種々の変形実施が可能であることはいうまでもない。
【００６１】
【発明の効果】
　以上説明したように、 によれば、電源スイッチオフ操作後に画像一覧表示用ファ
イルの生成を開始するので、撮影画像を一度に処理できる。
【００６２】
従って、従来のように「ＨＴＭＬファイル作成」モードを選択してＨＴＭＬファイルの作
成を指示してから画像一覧表示用ファイルが作成される方式に比べて、電源スイッチオフ
操作後に自動的に画像一覧表示用ファイルが作成されるのでユーザの操作上の負担がなく
、また、ユーザが作成指定を忘れてしまい、パソコン等の外部装置で記録画像を一覧表示
しようとしても見ることができないといったケースが生じない。
【００６３】
　また 像一覧表示用ファイルをメモリーカードのような電子スチルカメラに着脱可能
に構成された画像記録用メモリに記録するが、このように構成された記録用メモリを電子
スチルカメラから取り出す場合には、通常、その前に必ず電源オフにしなければならない
し電源オフには電源オフ指示が先行するので、画像一覧表示用ファイルの作成が開始され
る。従って、記録用メモリを取り出す場合には画像一覧表示用ファイルが必ず作成されて
いる。
【００６４】
　また 録用メモリがメモリカードのように着脱可能であっても、画像一覧表示用ファ
イルの生成が終了するまでは取り出しできないので、画像は記録されているが画像一覧表
示用ファイルが未完成であったり、前回のままであるというようなことが起こらない。従
って、記録画像と画像一覧表示用ファイルの不整合が生じない。
【図面の簡単な説明】
【図１】デジタルカメラの一実施例の構成を示すブロック図である。
【図２】画像一覧表示用ファイルおよび画像を記録した画像記録メモリの一実施例として
のメモリーカードの記憶領域構成の説明図である。
【図３】デジタルカメラの画像一覧表示用ファイルの生成動作例を示すフローチャートで
ある。
【図４】記録画像およびデジタルカメラで生成した画像一覧表示用ファイルを記録したメ
モリカードを外部装置に装着して、画像検索を行なう場合の説明用フローチャートである
。
【図５】画像一覧表示用ファイルを用いた画像検索によって表示される検索用表示画面の
一実施例を示す図である。
【図６】画像一覧表示用ファイルを用いた画像検索によって表示される検索用表示画面の
一実施例を示す図である
【符号の説明】
７　記録用メモリ、メモリカード（記録用メモリ）
１００　デジタルカメラ（電子スチルカメラ）
Ｃ，Ｄ－１、Ｄ－２，ＥＰ－１，ＦＰ－１，・・・，ＩＰー１　ＨＴＭＬファイル（ＨＴ
ＭＬファイル、画像一覧表示用ファイル）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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