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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録再生装置本体に取り外し可能で、カテゴリー毎に形成された複数のディレクトリに
各カテゴリーに属する画像データのファイルが記録可能な記録媒体に対して各カテゴリー
に属する画像データのファイルを記録したり、又は上記記録媒体に記録された画像データ
のファイルを再生したりする記録再生装置において、
　被写体を撮像して上記画像データを生成する撮像手段と、
　上記記録再生装置本体の電源が投入された状態で上記記録媒体が記録再生装置本体に装
着された媒体装着時、又は上記記録媒体が記録再生装置本体に装着された状態で記録再生
装置本体の電源が投入された電源投入時に、上記記録媒体に記録された画像データの全フ
ァイルに付与されたファイル名のデータを取得するデータ取得手段と、
　画像データのカテゴリーが動画像であるか、又は画像データのカテゴリーが静止画像で
あるかに関係なく、上記ファイル名の数字部分が小さい順に、上記データ取得手段により
取得された全てのファイル名のデータをソートしたファイルリストを生成するリスト生成
手段と、
　上記撮像手段によって生成された画像データのカテゴリーに応じた圧縮方式で圧縮され
た圧縮済みの画像データのファイルと、上記リスト生成手段により生成されたファイルリ
ストのデータとが記憶される記憶手段と、
　上記撮像手段によって生成された画像データに対して、当該画像データのカテゴリーに
応じた圧縮方式で圧縮して、圧縮された圧縮済みの画像データのファイルを上記記憶手段
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に記憶させる画像データ圧縮手段と、
　上記撮像手段によって生成された画像データ及び上記記録媒体から読み出された画像デ
ータを表示する表示手段と、
　画像データの記録時には、上記撮像手段によって生成された画像データの記録の開始か
ら終了までの間、上記記憶手段に記憶されたファイルリストに含まれる全画像データのフ
ァイルに付与されたファイル名のうち、ファイル名に含まれる数字が最大となるファイル
を特定し、特定したファイルに付与されたファイル名に含まれる最大の数字に１を加算し
た数字から起算して、順次１を加算した数字を含むファイル名を生成し、生成したファイ
ル名を上記撮像手段によって撮像されて上記記憶手段に記憶された圧縮済みの未記録の全
ての画像データのファイルに上記画像データを撮像した順序に従って順次付与し、当該フ
ァイル名を付与した各画像データのファイルを、上記画像データのカテゴリーに応じて生
成されたディレクトリの下位に格納されるように上記記録媒体に記録する記録処理と、画
像データの再生時には、上記記憶手段に記憶された全ファイル名を含むファイルリスト内
の所定の位置に存在するファイル名が付与された画像データのファイルを上記記録媒体か
ら読み出し、読み出したファイルに含まれる画像データに対して、当該画像データのカテ
ゴリーに応じた伸長処理を施した後、伸長処理が施された画像データを上記表示手段に表
示させるデータ表示処理と、上記表示手段に表示された画像データから時間経過に沿って
画像データを再生する順方向再生がユーザに選択されている場合には、上記表示手段に表
示された画像データと同一のディレクトリの下位に格納され、上記表示手段に表示された
画像データのファイルに付与されたファイル名に含まれる数字よりも大きな数字を含むフ
ァイル名が付与された画像データのファイルを順次上記記録媒体から読み出し、読み出し
たファイルに含まれる画像データに対して、当該画像データのカテゴリーに応じた伸長処
理を施した後、伸長処理が施された画像データを時間経過に沿って上記表示手段に表示さ
せる順方向再生処理と、上記表示手段に表示された画像データから時間経過を遡って画像
データを再生するリバース再生がユーザに選択されている場合には、上記表示手段に表示
された画像データと同一のディレクトリの下位に格納され、上記表示手段に表示された画
像データのファイルに付与されたファイル名に含まれる数字よりも小さな数字を含むファ
イル名が付与された画像データのファイルを順次上記記録媒体から読み出し、読み出した
ファイルに含まれる画像データに対して、当該画像データのカテゴリーに応じた伸長処理
を施した後、伸長処理が施された画像データを、時間経過を遡って上記表示手段に表示さ
せるリバース再生処理とを実行する記録再生手段と
を備える記録再生装置。
【請求項２】
　上記記録再生手段は、記録開始前又は再生開始前に、上記記録媒体に記録された画像デ
ータのファイル名を検索してファイル名に含まれた通し番号を再生する請求項１記載の記
録再生装置。
【請求項３】
上記記録再生手段は、記録時に、検索したファイル名に続く通し番号から、新たな通し番
号を生成する請求項２記載の記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、例えば音声データ及び映像データといった複数のカテゴリーのデータが記録
される取り外し可能な記録媒体にデジタルデータを記録する記録再生装置に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
以前は１つのカテゴリーのデータしか記録再生ができなかった記録再生装置が、近年のデ
ジタルデータ処理の発達と記録メディアの大容量化により、複数カテゴリーのデータの記
録再生ができるようになってきた。例えば、以前はデジタルカメラでは静止画データしか
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記録することができなかったが、近年においては静止画データとともに音声データや動画
像データを記録することができるようになってきた。
【０００３】
このような複数カテゴリーのデータを記録再生することができる記録再生装置では、通常
、記録したデジタルデータをコンピュータで処理ができるように、コンピュータのオペレ
ーションシステムで用いられているファイルフォーマットが適用された取り外し可能な記
録媒体が利用されている。例えば、デジタルカメラでは、ディレクトリ構造のファイル形
式でデジタルデータが記録されるメモリカード等が利用されている。
【０００４】
また、このような複数カテゴリーのデータを記録再生することができる記録再生装置では
、通常、１つのカテゴリーのデータしか取り扱いをすることができない他の装置との互換
性や、コンピュータ上での操作の容易性等から、カテゴリー毎にディレクトリに分類して
、デジタルデータを記録媒体に記録している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、複数カテゴリーのデータを記録再生する記録再生装置では、再生或いは記録す
るデジタルデータのデータ処理を、カテゴリー毎に切り換えなくてはならなく、操作が複
雑になる。例えば、動画像と静止画とを取り扱うデジタルカメラの場合、時間順でデータ
を再生しようとすると、カテゴリー間で記録された時間の比較をしなければならなく、操
作が複雑になる。
【０００６】
　本発明は、このような実情を鑑みてなされたものであり、複数カテゴリーのデジタルデ
ータを時間順に再生することが簡単な記録再生装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上述の課題を解決するために、本発明にかかる記録再生装置は、記録再生装置本体に取
り外し可能で、カテゴリー毎に形成された複数のディレクトリに各カテゴリーに属する画
像データのファイルが記録可能な記録媒体に対して各カテゴリーに属する画像データのフ
ァイルを記録したり、又は上記記録媒体に記録された画像データのファイルを再生したり
する記録再生装置において、被写体を撮像して上記画像データを生成する撮像手段と、上
記記録再生装置本体の電源が投入された状態で上記記録媒体が記録再生装置本体に装着さ
れた媒体装着時、又は上記記録媒体が記録再生装置本体に装着された状態で記録再生装置
本体の電源が投入された電源投入時に、上記記録媒体に記録された画像データの全ファイ
ルに付与されたファイル名のデータを取得するデータ取得手段と、画像データのカテゴリ
ーが動画像であるか、又は画像データのカテゴリーが静止画像であるかに関係なく、上記
ファイル名の数字部分が小さい順に、上記データ取得手段により取得された全てのファイ
ル名のデータをソートしたファイルリストを生成するリスト生成手段と、上記撮像手段に
よって生成された画像データのカテゴリーに応じた圧縮方式で圧縮された圧縮済みの画像
データのファイルと、上記リスト生成手段により生成されたファイルリストのデータとが
記憶される記憶手段と、上記撮像手段によって生成された画像データに対して、当該画像
データのカテゴリーに応じた圧縮方式で圧縮して、圧縮された圧縮済みの画像データのフ
ァイルを上記記憶手段に記憶させる画像データ圧縮手段と、上記撮像手段によって生成さ
れた画像データ及び上記記録媒体から読み出された画像データを表示する表示手段と、画
像データの記録時には、上記撮像手段によって生成された画像データの記録の開始から終
了までの間、上記記憶手段に記憶されたファイルリストに含まれる全画像データのファイ
ルに付与されたファイル名のうち、ファイル名に含まれる数字が最大となるファイルを特
定し、特定したファイルに付与されたファイル名に含まれる最大の数字に１を加算した数
字から起算して、順次１を加算した数字を含むファイル名を生成し、生成したファイル名
を上記撮像手段によって撮像されて上記記憶手段に記憶された圧縮済みの未記録の全ての
画像データのファイルに上記画像データを撮像した順序に従って順次付与し、当該ファイ
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ル名を付与した各画像データのファイルを、上記画像データのカテゴリーに応じて生成さ
れたディレクトリの下位に格納されるように上記記録媒体に記録する記録処理と、画像デ
ータの再生時には、上記記憶手段に記憶された全ファイル名を含むファイルリスト内の所
定の位置に存在するファイル名が付与された画像データのファイルを上記記録媒体から読
み出し、読み出したファイルに含まれる画像データに対して、当該画像データのカテゴリ
ーに応じた伸長処理を施した後、伸長処理が施された画像データを上記表示手段に表示さ
せるデータ表示処理と、上記表示手段に表示された画像データから時間経過に沿って画像
データを再生する順方向再生がユーザに選択されている場合には、上記表示手段に表示さ
れた画像データと同一のディレクトリの下位に格納され、上記表示手段に表示された画像
データのファイルに付与されたファイル名に含まれる数字よりも大きな数字を含むファイ
ル名が付与された画像データのファイルを順次上記記録媒体から読み出し、読み出したフ
ァイルに含まれる画像データに対して、当該画像データのカテゴリーに応じた伸長処理を
施した後、伸長処理が施された画像データを時間経過に沿って上記表示手段に表示させる
順方向再生処理と、上記表示手段に表示された画像データから時間経過を遡って画像デー
タを再生するリバース再生がユーザに選択されている場合には、上記表示手段に表示され
た画像データと同一のディレクトリの下位に格納され、上記表示手段に表示された画像デ
ータのファイルに付与されたファイル名に含まれる数字よりも小さな数字を含むファイル
名が付与された画像データのファイルを順次上記記録媒体から読み出し、読み出したファ
イルに含まれる画像データに対して、当該画像データのカテゴリーに応じた伸長処理を施
した後、伸長処理が施された画像データを、時間経過を遡って上記表示手段に表示させる
リバース再生処理とを実行する記録再生手段とを備えることを特徴とする。
【０００８】
この記録再生装置では、記録時には、時間順に生成された通し番号をカテゴリーに関わら
ずファイル名に含め、再生時には、そのファイル名の通し番号を参照して番号順にファイ
ルの再生を行う。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態として、本発明を適用したデジタルカメラ装置について、図面
を参照しながら説明する。
【００１１】
本発明は、図１に示すようなデジタルカメラ装置に適用される。
【００１２】
図１に示すデジタルカメラ装置１は、撮像した被写体を静止画像データ或いは動画像デー
タとしてメモリカード２に記録し、また、メモリカード２に記録された静止画像データ或
いは動画像データを再生して表示する装置である。
【００１３】
具体的には、デジタルカメラ装置１は、被写体を撮像するＣＣＤ（Charge Coupled Devic
e）３と、ＣＣＤ３から得られた信号を処理する画像処理回路４と、画像処理回路４によ
り処理された画像信号を表示する画像表示部５とを備えている。また、デジタルカメラ装
置１は、画像処理回路４とバス６を介して接続された制御用マイクロコントローラ（制御
マイコン）７，ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）８，メモリカードコントロー
ラ９とを備えている。
【００１４】
画像処理回路４は、ＣＣＤ３により撮像して得られる撮像信号の処理を行う。例えば、画
像処理回路４は、ＣＣＤ３からの撮像信号をデジタル化するとともに圧縮して、静止画像
の圧縮画像データであるＪＰＥＧデータ及び動画像の圧縮画像データであるＭＰＥＧデー
タを生成し、これらのデータをメモリカード２に送り記録する。また、例えば、画像処理
装置４は、ＣＣＤ３からの撮像信号を処理して画像表示装置５に送り、画像表示装置５に
リアルタイムで画像を表示させる。
【００１５】
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また、画像処理回路４は、メモリカード２に記録されたデータを再生して画像処理を行う
。例えば、画像処理装置４は、メモリカード２に記録された静止画像の圧縮データである
ＪＰＥＧデータ及び動画像の圧縮画像データであるＭＰＥＧデータを伸張して画像表示部
５に送り、画像表示部５に画像を表示させる。
【００１６】
画像表示部５は、例えば、液晶パネルやＥＶＦ（Electric View Finder）等の装置内部又
は外部に接続された表示装置である。
【００１７】
制御マイコン７は、上記画像処理回路４の制御、メモリカード９へデータを記録及び再生
する際の制御、ユーザからの操作入力に対する制御等の各種制御を行う。この制御マイコ
ン７には、フォワード方向の再生ボタン１１と、リバース方向の再生ボタン１２と、動画
と静止画とを切り換える切換スイッチ１３と、シャッタボタン１４とが接続されている。
フォーワード方向の再生ボタン１１がユーザにより押されると、制御マイコン７は、メモ
リカード２から時系列に即ちデータを記録した順序でファイルを読み出し再生制御を行う
。リバース方向の再生ボタン１２がユーザにより押されると、制御マイコン７は、メモリ
カード２から、時系列の反対方向に即ちデータを記録した順序と逆の方向にファイルを読
み出し再生制御を行う。切換スイッチ１３は、記録時における動画像記録モードと静止画
像記録モードとを切り換える。動画像記録モードに切り換えられている場合には、ユーザ
によりシャッタボタン１４が押されると、制御マイコン７は、動画像を記録する制御を行
う。静止画像記録モードに切り換えられている場合には、ユーザによりシャッタボタン１
４が押されると、制御マイコン７は、静止画像を記録する制御を行う。
【００１８】
ＤＲＡＭ８は、圧縮された静止画像及び動画像を格納するとともに、メモリカード２に記
録されているファイルのファイル名をリストにして格納する。例えば電源投入時にメモリ
カード２に記録されているファイルのファイル名が読み出され、このＤＲＡＭ８に格納さ
れる。
【００１９】
メモリカードコントローラ９は、メモリカード２にデータを入出力するための制御を行う
。
【００２０】
メモリカード２は、このデジタルカメラ装置１に着脱可能な、不揮発性のメモリ装置であ
る。メモリカード２は、静止画像ファイル、動画像ファイル、音声ファイル、コンピュー
タデータファイル等の複数のカテゴリーのデータが記録される。各カテゴリーのデータは
、専用に設けられたサブディレクトリーの下に格納され、例えば１つのカテゴリーのデー
タしか取り扱えない他の装置との互換性が保たれ、また、コンピュータにより取り扱いが
されやすいようになっている。
【００２１】
図２にメモリカード２のファイルのディレクトリ構造を示す。
【００２２】
例えば、メモリカード２には、ルートディレクトリ（Root）の下に、静止画像ファイル用
のサブディレクトリ（DCIM）と、動画像ファイル用のサブディレクトリ（MSSONY）とが設
けられている。ＤＣＩＭディレクトリの下にはさらにサブディレクトリ（100MSDCF）が設
けられ、その下に例えば４個の静止画像ファイル（DSC00001.JPG,DSC00002.JPG,DSC00005
.JPG,DSC00006.JPG）が記録されている。ＭＳＳＯＮＹディレクトリの下にはさらにサブ
ディレクトリ（MOML0001）が設けられ、その下に例えば３個の動画像ファイル（MOV00003
.MPG,MOV00004.MPG,MOV00007.MPG）が記録されている。
【００２３】
各ファイルのファイル名は、アルファベット３文字と、数字５文字と、拡張子３文字から
なる。アルファベット３文字は、ファイルのカテゴリーを示している。数字５文字は、フ
ァイルの記録された順で付けられる通し番号である。この通し番号は、記録するファイル
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が静止画像であるか、動画像であるかに関わらず連続して付けられていく。すなわち、静
止画像と動画像とで重複した番号とならないように付けられる。拡張子の“ＪＰＧ”は、
ＪＰＥＧで静止画像の画像圧縮がされたファイルを示しており、“ＭＰＧ”は、ＭＰＥＧ
で動画像の画像圧縮がされたファイルであることを示している。
【００２４】
つぎに、デジタルカメラ装置１の電源投入或いはメモリカード２の接続時における処理に
ついて図３のフローチャート用いて説明する。
【００２５】
デジタルカメラ装置１では、メモリーカードコントローラ９にメモリカード２が接続され
ると、或いは、装置の電源が投入されると（ステップＳ１）、制御マイコン７がメモリー
カードコントローラ９を介してメモリカード２に記録されている全ての静止画像ファイル
のファイル名を取得する（ステップＳ２）。具体的には、メモリカード２の¥DCIM¥100MSD
CFディレクトリに記録されているファイルのファイル名を取得する。続いて、デジタルカ
メラ装置１では、制御マイコン７がメモリーカードコントローラ９を介してメモリカード
２に記録されている全ての動画像ファイルのファイル名を取得する（ステップＳ３）。具
体的には、メモリカード２の¥SSONY¥MOML0001ディレクトリに記録されているファイルの
ファイル名を取得する。例えば、図４Ａに示すようなファイル名を、メモリカード２から
取得する。続いて、この取得したファイル名を、ファイル名の数字部分を参照して、この
数字を降順に並べ替えリストを作成する（ステップＳ４）。すなわち、ファイルが記録さ
れた順で付けられる通し番後を参照して、ファイル名をソートする。例えば、図４Ａに示
したファイル名が、図４Ｂに示すように並べ替えられて、リストが作成される。
【００２６】
以上のように、デジタルカメラ装置１では、メモリカード２の接続時或いは電源投入時に
ファイル名を全て取得し、そのファイル名をカテゴリーに関わらず、すなわち、静止画像
又は動画像に関わらず、通し番号順で並べ替えてリストを作成する。このことにより、デ
ジタルカメラ装置１では、メモリカード２内の静止画像及び動画像ファイルを、時間順に
並べることができる。そして、作成したこのリストの一番最後のファイルが、時間的に最
後に記録されたファイルとなることがわかる。
【００２７】
つぎに、デジタルカメラ装置１の記録時の動作について図５のフローチャートを用いて説
明する。
【００２８】
デジタルカメラ装置１では、例えば記録モード等にスイッチが切り換えられると、ＣＣＤ
３で撮像した画像が画像処理回路４により画像処理されて画像表示部５に表示される。
【００２９】
この記録モードとなっている場合に、ユーザがシャッタボタン１４を押すと、ＣＣＤ３で
撮像された画像は、画像処理回路４を介して画像圧縮等がされた後、ＤＲＡＭ８に取り込
まれて記録される（ステップＳ１１）。このとき、画像処理回路４は、切換スイッチ１３
が静止画像側に切り換えられているか、動画像側に切り換えられているかを判断する（ス
テップＳ１２）。画像処理回路４は、切換スイッチ１３が静止画像側に切り換えられてい
れば、ＪＰＥＧ方式で画像圧縮をして、生成した圧縮ファイルをＤＲＡＭ８に格納する（
ステップＳ１３）。画像処理回路４は、切換スイッチ１３が動画像側に切り換えられてい
れば、ＭＰＥＧ方式で画像圧縮をして、生成した圧縮ファイルをＤＲＡＭ８に格納する（
ステップＳ１４）。続いて、制御マイコン７は、ＤＲＡＭ８に格納されたファイルのファ
イル名を生成する。具体的には、制御マイコン７は、ＤＲＡＭ８にリストされているファ
イルリストの最後のファイルの数字部分を参照し、この数字部分が次の数字となるように
ファイル名を生成する。例えば、図４Ｂに示すようなファイルリストが記録されていると
すると、最後の数字部分は“００００７”なので、静止画像の場合は、そのファイル名が
“DSC00008.JPG”となるように生成する（ステップＳ１５）。また、動画像の場合は、そ
のファイル名が“MOV00008”となるように生成する（ステップＳ１６）。つまり、ファイ
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ルが静止画像か動画像かに関わらず、ファイル名の数字部分を記録順序を示す通し番号と
して記録する。続いて、制御マイコン７は、ＤＲＡＭ８に記録された圧縮ファイルを生成
したファイル名とともに、メモリカードコントローラ９を介してメモリカード２に記録す
る。このとき、制御マイコン７は、記録する圧縮ファイルが、静止画像ファイルであれば
、静止画像のディレクトリの下にこのファイルを記録し（ステップＳ１７）、動画像ファ
イルであれば、動画像のディレクトリの下にこのファイルを記録する（ステップＳ１８）
。
【００３０】
以上のようにデジタルカメラ装置１では、静止画像か動画像かに関わらず記録した順序を
示す通し番号を、記録するファイルのファイル名に含める。このことにより、メモリカー
ド２に記録したファイルの記録順序を判断することができる。
【００３１】
つぎに、デジタルカメラ装置１の再生時の動作について図６のフローチャートを用いて説
明する。
【００３２】
デジタルカメラ装置１では、例えば再生モード等にスイッチが切り換えられると、制御マ
イコン７が、ＤＲＡＭ８に格納されたリストの所定の位置（例えば、一番最後のファイル
や一番最初のファイル等）に示されたファイル名のファイルを、メモリカード２から読み
出し、ＤＲＡＭ８に格納する（ステップＳ２１）。続いて、画像処理回路４は、読み出し
たファイルが静止画像か動画像かを、例えばファイルの識別子を参照して判断する（ステ
ップＳ２２）。画像処理回路４は、読み出したファイルが静止画像であれば静止画像伸張
処理を行い（ステップＳ２３）、読み出したファイルが動画像であれば動画像伸張処理を
行う（ステップＳ２４）。続いて、画像処理回路４は、伸張した静止画像又は動画像を画
像表示部５に表示する（ステップＳ２５）。続いて、制御マイコン７は、ユーザにより、
フォワード方向の再生ボタン１１又はリバース方向の再生ボタン１２が押されるまで処理
を待機する（ステップＳ２６）。制御マイコン７は、フォワード方向の再生ボタン１１が
押された場合には、現在表示している画像のファイル名の１つ下のファイル名に示された
ファイルを、メモリカード２から読み出す（ステップＳ２８）。つまり、現在表示してい
る画像から時間的に１つ後に記録されたファイルを読み出す。制御マイコン７は、リバー
ス方向の再生ボタン１２が押された場合には、現在表示している画像のファイル名の１つ
上のファイル名に示されたファイルを、メモリカード２から読み出す。つまり、現在表示
している画像から時間的に１つ前に記録されたファイルを読み出す。そして、新たなファ
イルを読み出すと、ステップＳ２２からの処理を繰り返す。
【００３３】
以上のように、デジタルカメラ装置１では、記録したファイルが静止画像か動画像かに関
わらず、ＤＲＡＭ８に記録されたリスト順に再生処理を行う。このことにより、デジタル
カメラ装置１では、記録したファイルのカテゴリーに関わらず、時間順にデータを再生す
ることができる。
【００３４】
本発明を適用したデジタルカメラ装置１では、以上のような処理を行うことにより、１つ
のカテゴリーのデータしか取り扱いをすることができない他の装置との互換性やコンピュ
ータ上での操作の容易性等を保つことができるとともに、静止画像か動画像かに関わらず
、容易に時間順でデータを再生することができる。また、デジタルカメラ装置１では、時
間順でデータを再生する場合、ディレクトリの切換操作等が必要なく、操作が容易である
。
【００３５】
【発明の効果】
本発明にかかる記録再生装置では、記録時には、時間順に生成された通し番号をカテゴリ
ーに関わらずファイル名に含め、再生時には、そのファイル名の通し番号を参照して番号
順にファイルの再生を行う。このことにより、他の装置との互換性やコンピュータ上での



(8) JP 4505870 B2 2010.7.21

10

操作の容易性等を保つことができるとともに、カテゴリーに関わらず、容易に時間順で複
数カテゴリーのデータを再生することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したデジタルカメラ装置のブロック図である。
【図２】上記デジタルカメラ装置により用いられるメモリカードのディレクトリ構造を示
す図である。
【図３】上記デジタルカメラ装置のメモリカードの接続における処理内容を示すフローチ
ャートである。
【図４】メモリカードに記録されたファイルを記録時間順に並べ替えたリストを示す図で
ある。
【図５】上記デジタルカメラ装置の記録時における処理内容を示すフローチャートである
。
【図６】上記デジタルカメラ装置の再生時における処理内容を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
１　デジタルカメラ装置、２　メモリカード、３　ＣＣＤ、４　画像処理回路、５　画像
表示部、７　制御マイクロコントローラ、８　ＤＲＡＭ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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