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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】携帯電話機のバッテリーからデジタルカメラに
電源を供給する場合、携帯電話機のバッテリー電圧をデ
ジタルカメラのＤＣ／ＤＣコンバータによって所定の電
圧に変換して映像信号を画像表示装置へ出力する場合の
消費電力を削減する。
【解決手段】特定電源が検出されてＵＳＢインターフェ
ース３９にＵＳＢケーブル５４を介してパソコン５１が
接続されたことが認識された場合、パソコン５１から供
給される特定電源が接続認識信号としてＨＤＭＩインタ
ーフェース４０に接続されるＨＤＭＩケーブル５５を介
してテレビ５２へ出力される。このため、パソコン５１
から供給される特定電源がそのままデジタルカメラ１を
介してテレビ５２へ直接出力される。従って、パソコン
５１から供給される特定電源を従来のようにＤＣ／ＤＣ
コンバータを作動させて電圧変換する必要のない分だけ
、デジタルカメラ１内の消費電力が低減される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を保存する保存手段と、
　特定電源供給線およびデータ通信線を有する第１の接続線が接続されて前記特定電源供
給線から供給される特定電源を検出することで外部機器の接続認識が行われる第１インタ
ーフェース部と、
　データ送信を行うデータ通信線および前記特定電源と等しい電圧の接続認識信号を画像
表示装置へ送信するデータ通信線を有する第２の接続線が接続されて前記保存手段に保存
された画像をデータ送信を行う前記データ通信線を介して前記画像表示装置へ送出する第
２インターフェース部と、
　前記特定電源が検出されて前記第１インターフェース部に前記第１の接続線を介して前
記外部機器が接続されたことが認識された場合、前記外部機器から供給される前記特定電
源を前記第２インターフェース部に接続される前記第２の接続線によって送信される前記
接続認識信号として前記画像表示装置へ出力する制御部と
　を備える画像保存装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像保存装置において、
　前記特定電源と等しい電圧の動作電源を生成する電源生成回路と、前記電源生成回路に
よって生成される前記動作電源が供給されて動作する内部回路とを備え、
　前記制御部は、前記第１インターフェース部に前記特定電源が供給されて前記外部機器
との接続が認識された場合、前記電源生成回路による前記動作電源の生成を停止させて前
記特定電源を前記内部回路に供給することを特徴とする画像保存装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像保存装置において、
　前記制御部は、前記第１インターフェース部に前記特定電源が供給されないで前記外部
機器との接続が認識されない場合、前記電源生成回路によって生成される前記動作電源を
前記接続認識信号として前記第２インターフェース部に接続される前記第２の接続線を介
して前記画像表示装置へ出力することを特徴とする画像保存装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源供給線およびデータ送信を行うデータ通信線を有する接続線を介して外
部機器に接続されるインターフェース部を備えた画像保存装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の画像保存装置としては、例えば、特許文献１に開示されたデジタルカメ
ラがある。このデジタルカメラが接続ケーブルを介して携帯電話機に接続されている場合
、接続ケーブルのデータ転送ラインを介して、デジタルカメラおよび携帯電話機間でデー
タ転送が行われる。また、切替スイッチを切り替えることにより、接続ケーブルの電源供
給ラインを介して、デジタルカメラのバッテリーから携帯電話機の内部回路へＤＣ／ＤＣ
コンバータを経由して電源が供給され、また、携帯電話機のバッテリーからデジタルカメ
ラの内部回路へＤＣ／ＤＣコンバータを経由して電源が供給される。このため、デジタル
カメラまたは携帯電話機の何れか一方のバッテリーが無くなった場合でも、他方が電源を
供給することで両方の機器が使用可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１８４４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、上記従来のデジタルカメラでは、携帯電話機のバッテリーからデジタル
カメラに電源が供給される際、携帯電話機のバッテリー電圧と等しい電圧の映像信号が入
力されるテレビなどの画像表示装置をデジタルカメラに新たに接続した場合でも、携帯電
話機のバッテリー電圧をデジタルカメラのＤＣ／ＤＣコンバータによって所定の電圧に変
換した映像信号を画像表示装置へ出力することになるため、ＤＣ／ＤＣコンバータが作動
する分だけデジタルカメラに無駄な消費電力が発生する。また、デジタルカメラに用いら
れる電力は、携帯電話機とデジタルカメラとの各電源電圧が等しい場合でも、デジタルカ
メラのバッテリーが消耗していない場合はデジタルカメラで生成されるため、デジタルカ
メラに電力の無駄が発生する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、
画像を保存する保存手段と、
特定電源供給線およびデータ通信線を有する第１の接続線が接続されて特定電源供給線か
ら供給される特定電源を検出することで外部機器の接続認識が行われる第１インターフェ
ース部と、
データ送信を行うデータ通信線および特定電源と等しい電圧の接続認識信号を画像表示装
置へ送信するデータ通信線を有する第２の接続線が接続されて保存手段に保存された画像
をデータ送信を行うデータ通信線を介して画像表示装置へ送出する第２インターフェース
部と、
特定電源が検出されて第１インターフェース部に第１の接続線を介して外部機器が接続さ
れたことが認識された場合、外部機器から供給される特定電源を第２インターフェース部
に接続される第２の接続線によって送信される接続認識信号として画像表示装置へ出力す
る制御部と
を備えて、画像保存装置を構成した。
【０００６】
　この構成によれば、特定電源が検出されて第１インターフェース部に第１の接続線を介
して外部機器が接続されたことが認識された場合、外部機器から供給される特定電源が接
続認識信号として第２インターフェース部に接続される第２の接続線を介して、画像表示
装置へ制御部により出力される。このため、外部機器から供給される特定電源がそのまま
画像保存装置を介して画像表示装置へ直接出力される。従って、外部機器から供給される
特定電源を従来のようにＤＣ／ＤＣコンバータを作動させて電圧変換する必要のない分だ
け、画像保存装置内で消費される電力が低減される。
【０００７】
　また、本発明は、特定電源と等しい電圧の動作電源を生成する電源生成回路と、電源生
成回路によって生成される動作電源が供給されて動作する内部回路とを備え、
制御部が、第１インターフェース部に特定電源が供給されて外部機器との接続が認識され
た場合、電源生成回路による動作電源の生成を停止させて特定電源を内部回路に供給する
ことを特徴とする。
【０００８】
　本構成によれば、第１インターフェース部に特定電源が供給されて外部機器との接続が
認識された場合、制御部により、電源生成回路による動作電源の生成が停止させられて、
外部機器から供給される特定電源が内部回路に供給される。このため、第１インターフェ
ース部に特定電源が供給されて外部機器との接続が認識された場合、内部回路への動作電
源を生成する電源生成回路の動作が停止する分だけ、画像保存装置内で消費される電力が
低減され、画像保存装置の低消費電力化がより図れる。
【０００９】
　また、本発明は、制御部が、第１インターフェース部に特定電源が供給されないで外部
機器との接続が認識されない場合、電源生成回路によって生成される動作電源を接続認識
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信号として第２インターフェース部に接続される第２の接続線を介して画像表示装置へ出
力することを特徴とする。
【００１０】
　本構成によれば、第１インターフェース部に特定電源が供給されないで外部機器との接
続が認識されない場合、画像保存装置内の電源生成回路によって生成される動作電源が接
続認識信号として第２インターフェース部に接続される第２の接続線を介して、画像表示
装置へ制御部により出力される。このため、第１インターフェース部に外部機器から特定
電源が供給されない場合でも、第２インターフェース部に第２の接続線を介して画像表示
装置が接続されると、画像保存装置内の電源生成回路によって生成される動作電源が接続
認識信号として画像表示装置へ出力され、画像保存装置が接続されたことを画像表示装置
に認識させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明による画像保存装置によれば、上記のように、外部機器から供給される特定電源
を従来のようにＤＣ／ＤＣコンバータを作動させて電圧変換する必要のない分だけ、画像
保存装置内で消費される電力が低減される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態によるデジタルカメラの外観の概略を示す正面斜視図およ
び背面図である。
【図２】図１に示すデジタルカメラの電気回路構成の概略を示すブロック図である。
【図３】図１に示すデジタルカメラが、ＵＳＢインターフェースを介してパソコンと接続
され、ＨＤＭＩインターフェースを介してテレビと接続されている電気回路構成の概略を
示すブロック図である。
【図４】従来のデジタルカメラが、ＵＳＢインターフェースを介してパソコンと接続され
、ＨＤＭＩインターフェースを介してテレビと接続されている電気回路構成の概略を示す
ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、本発明による画像保存装置をデジタルカメラに適用した場合における、本発明を
実施するための一形態について説明する。
【００１４】
　図１（ａ）は、この一実施の形態によるデジタルカメラ１の外観を示す正面斜視図であ
る。
【００１５】
　デジタルカメラ１は、カメラボディ２の正面中央部に、被写体からの光を撮像素子に導
くレンズ３が設けられている。レンズ３は、カメラボディ２と一体に、または他のレンズ
と交換可能に設けられる。また、レンズ３の左上方にはシャッターボタン４、右上方には
発光ダイオード（ＬＥＤ）からなるセルフタイマランプ５が設けられている。シャッター
ボタン４後方のカメラボディ２の肩部上面には、撮影時の種々の情報が表示される撮影情
報表示パネル６が設けられており、反対の肩部上面には、種々の撮影モードを設定するた
めの撮影モードダイヤル７が設けられている。また、カメラボディ２の中央上部には、被
写体を照明する照明装置などのアクセサリを取り付けるためのアクセサリシュー８が設け
られている。
【００１６】
　同図（ｂ）は、同図（ａ）に示すデジタルカメラ１の外観を示す背面図である。なお、
同図（ｂ）において同図（ａ）と同一部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【００１７】
　デジタルカメラ１には、画像を表示する背面モニタ１１と、覗くことによって撮影画像
が視認される光学ファインダ１２とが備えられている。背面モニタ１１は、ＴＦＴ（Thin
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 Film Transistor）液晶などからなり、カメラボディ２の背面略中央の筐体表面に配置さ
れている。この背面モニタ１１には、レンズ３を介して撮像素子で撮像される画像である
いわゆるスルー画像や、再生画像、撮影に関する種々の情報などが表示される。
【００１８】
　また、背面モニタ１１の左側には、デジタルカメラ１の各種設定を行うメニュー画面を
背面モニタ１１に表示させる際などに操作されるメニューボタン１３、撮影情報を背面モ
ニタ１１に表示させる際などに操作される情報表示ボタン１４、背面モニタ１１に表示さ
れる撮影画像の縮小表示やサムネイル表示の際などに操作される縮小／サムネイルボタン
１５、および撮影画像の拡大表示の際などに操作される拡大ボタン１６が設けられている
。
【００１９】
　また、カメラボディ２の右側上部には、露出値や、シャッタースピード、ＩＳＯ（Inte
rnational Organization for Standardization）感度などを設定するためのコマンドダイ
ヤル１７が設けられており、その下方には、メニュー画面におけるメニュー項目の選択操
作などを行うマルチセレクタ１８が設けられている。マルチセレクタ１８は、環状に形成
された方向キー１８ａと、その中央に設けられた決定ボタン１８ｂとから構成されている
。方向キー１８ａは、背面モニタ１１に表示されたメニュー画面などにおいて、撮影者が
設定したい項目を選択する際に、上下左右方向に押下操作される。決定ボタン１８ｂは、
方向キー１８ａを操作して選択した項目を決定する際に、押下操作される。なお、これら
各ボタンが設置されている場所や、各ボタンに備えられた機能、役割などは一例であり、
適宜変更可能である。
【００２０】
　図２は、デジタルカメラ１の電気回路構成の概略を示すブロック図である。
【００２１】
　デジタルカメラ１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２１、ＥＥＰＲＯＭ（Elect
rically Erasable Programmable Ｒead Ｏnly Ｍemory）などで構成される不揮発性メモ
リ２２、およびＲＡＭ（Random Access Memory）などで構成されるバッファメモリ２３を
備えている。不揮発性メモリ２２には、ＣＰＵ２１が種々の制御を行う際に参照される制
御プログラムなどが格納されている。ＣＰＵ２１は、不揮発性メモリ２２に格納されてい
る制御プログラムに従い、バッファメモリ２３を一時記憶作業領域として回路各部の制御
を行い、デジタルカメラ１の種々の装置機能を作動させる。
【００２２】
　被写体からの光は、光学系を構成するレンズ３を介してデジタルカメラ１内に取り込ま
れる。なお、レンズ３は、ズームレンズやフォーカスレンズを含む複数のレンズ群で構成
されており、同図では１枚のレンズとして図示されている。デジタルカメラ１内に取り込
まれた被写体光は、レンズ３の光軸上に配置された撮像部２５の撮像面２５ａ上に被写体
像を投影する。撮像面２５ａには受光素子が２次元配列されている。撮像部２５は、ＣＣ
Ｄ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）
などからなり、撮像部２５の撮像面２５ａ上に結像した被写体像を撮像し、アナログの撮
像信号に変換する。撮像信号は、ＡＦＥ（アナログフロントエンド）回路２６によりゲイ
ン調整が行われ、デジタル信号に変換される。
【００２３】
　画像処理部２７は、ＡＦＥ回路２６でデジタル信号に変換された撮像信号を取得し、取
得した撮像信号に対して、色補間処理、輪郭強調処理、ホワイトバランス処理などの画像
処理を行い、撮影された画像の画像データを生成する。画像処理部２７によって生成され
た画像データは、圧縮処理が施されてバス２８を介してバッファメモリ２３に一時格納さ
れると共に、背面モニタ１１にスルー画として表示される。
【００２４】
　ＣＰＵ２１にはシャッターボタン４、電源ボタン３２、および鏡筒駆動部３１が接続さ
れている。シャッターボタン４は、半押しされるとオートフォーカス機能を作動させ、鏡



(6) JP 2012-19368 A 2012.1.26

10

20

30

40

50

筒駆動部３１によりレンズ３を移動させて焦点距離を自動調整し、全押しされると予め設
定されたシャッター速度で図示しないシャッターを開かせ、被写体像を撮像部２５の撮像
面２５ａに所定時間露光させて、被写体の撮影を行わせる。撮影された画像データは、記
録Ｉ／Ｆ部２９を介して、図示しないスロットに着脱される、画像を保存する保存手段を
構成するメモリカード３０に記録される。また、電源ボタン３２が操作されると、３Ｖ電
源生成回路３４は、電池３３から供給された電源を３Ｖに変換し、この３Ｖの電源を３Ｖ
系内部回路３６へ供給する。また、５Ｖ電源生成回路３５は、電池３３から供給された電
源を５Ｖに変換し、この５Ｖの電源をスイッチ３８の端子ａへ供給する。５Ｖ電源生成回
路３５はＣＰＵ２１に接続されており、ＣＰＵ２１からの命令により、電池３３から供給
された電源を５Ｖに変換する動作を作動させたり停止させたりする。
【００２５】
　また、ＣＰＵ２１には、スイッチ３８が接続され、また、バス２８を介してＵＳＢイン
ターフェース（Ｉ／Ｆ）３９およびＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）
インターフェース（Ｉ／Ｆ）４０が接続されている。ＵＳＢインターフェース３９は、Ｕ
ＳＢケーブルを介して外部機器と接続され、また、ＨＤＭＩインターフェース４０はＨＤ
ＭＩケーブルを介して画像表示装置と接続される。また、スイッチ３８の端子ｃはＨＤＭ
Ｉインターフェース４０および５Ｖ系内部回路３７に接続されている。ＣＰＵ２１からの
命令により、スイッチ３８の端子ｃが端子ａに接続されると、５Ｖ電源生成回路３５から
５Ｖの電源がＨＤＭＩインターフェース４０および５Ｖ系内部回路３７に供給される。ま
た、スイッチ３８の端子ｃが端子ｂに接続されると、ＵＳＢインターフェース３９がＨＤ
ＭＩインターフェース４０および５Ｖ系内部回路３７に接続される。
【００２６】
　図３は、デジタルカメラ１がＵＳＢインターフェース３９を介してパソコン（パーソナ
ルコンピュータ）５１と接続され、ＨＤＭＩインターフェース４０を介してテレビ５２と
接続されている電気回路構成の概略を示すブロック図である。なお、同図において図２と
同一部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【００２７】
　ＵＳＢケーブル５４を介して、外部機器を構成するパソコン５１がデジタルカメラ１の
ＵＳＢインターフェース３９と接続されると、パソコン５１から５Ｖの特定電源およびデ
ータがＵＳＢケーブル５４に備えられた特定電源供給線およびデータ通信線を介してデジ
タルカメラ１に送信される。ＵＳＢケーブル５４は、特定電源供給線およびデータ通信線
を有する第１の接続線を構成する。パソコン５１がＵＳＢケーブル５４を介してデジタル
カメラ１のＵＳＢインターフェース３９と接続され、ＵＳＢケーブル５４の特定電源供給
線から供給されるパソコン５１の５Ｖの特定電源がＣＰＵ２１によって検出されることに
より、パソコン５１とデジタルカメラ１との接続認識が行われる。ＵＳＢインターフェー
ス３９は、ＵＳＢケーブル５４が接続されて特定電源供給線から供給される５Ｖの特定電
源を検出することでパソコン５１の接続認識が行われる第１インターフェース部を構成す
る。
【００２８】
　ＨＤＭＩケーブル５５を介して、画像表示装置を構成するテレビ５２がデジタルカメラ
１のＨＤＭＩインターフェース４０と接続されると、デジタルカメラ１のメモリカード３
０に保存された画像データおよび５Ｖの電圧の接続認識信号が、ＨＤＭＩケーブル５５に
備えられたデータ通信線を介してテレビ５２へ送信される。ＨＤＭＩケーブル５５は、デ
ータ送信を行うデータ通信線および特定電源と等しい５Ｖの電圧の接続認識信号をテレビ
５２へ送信するデータ通信線を有する第２の接続線を構成する。また、ＨＤＭＩインター
フェース４０は、ＨＤＭＩケーブル５５が接続されて、メモリカード３０に保存された画
像をデータ送信を行うデータ通信線を介してテレビ５２へ送出する第２インターフェース
部を構成する。
【００２９】
　デジタルカメラ１がパソコン５１と接続されていない場合、スイッチ３８の端子ｃは端
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子ａと接続されているため、５Ｖ電源生成回路３５が生成した５Ｖの電源は、スイッチ３
８の端子ａを通って５Ｖ系内部回路３７に供給され、また、ＨＤＭＩインターフェース４
０を介してデジタルカメラ１と接続されているテレビ５２に供給される。５Ｖ電源生成回
路３５は、パソコン５から供給される５Ｖの特定電源と等しい電圧の動作電源を生成する
電源生成回路を構成する。５Ｖ系内部回路３７は、５Ｖ電源生成回路３５によって生成さ
れる動作電源が供給されて動作する内部回路を構成する。また、ＣＰＵ２１は、ＵＳＢイ
ンターフェース３９に特定電源が供給されないでパソコン５１との接続が認識されない場
合、５Ｖ電源生成回路３５によって生成される５Ｖの動作電源を接続認識信号として、Ｈ
ＤＭＩインターフェース４０に接続されるＨＤＭＩケーブル５５を介してテレビ５２へ出
力する制御部を構成する。
【００３０】
　一方、デジタルカメラ１がパソコン５１と接続されたことを認識した場合、ＣＰＵ２１
の制御により、スイッチ３８は、端子ｃが、端子ａを介して５Ｖ電源生成回路３５と接続
される状態から、端子ｂを介してＵＳＢインターフェース３９と接続される状態へ切り替
わる。従って、パソコン５１から供給される５Ｖの特定電源は、スイッチ３８の端子ｂを
通って５Ｖ系内部回路３７に供給され、また、ＨＤＭＩインターフェース４０を介して直
接テレビ５２に供給される。つまり、制御部を構成するＣＰＵ２１は、５Ｖの特定電源が
検出されてＵＳＢインターフェース３９にＵＳＢケーブル５４を介してパソコン５１が接
続されたことが認識された場合、パソコン５１から供給される５Ｖの特定電源を、ＨＤＭ
Ｉインターフェース４０に接続されるＨＤＭＩケーブル５５によって送信される接続認識
信号としてテレビ５２へ出力する。また、デジタルカメラ１がパソコン５１と接続された
ことを認識した場合、ＣＰＵ２１は５Ｖ電源生成回路３５へ停止命令を送信し、５Ｖ電源
生成回路３５は、電池３３の電力を５Ｖに変換する動作を停止する。つまり、制御部を構
成するＣＰＵ２１は、ＵＳＢインターフェース３９に５Ｖの特定電源が供給されてパソコ
ン５１との接続が認識された場合、５Ｖ電源生成回路３５による動作電源の生成を停止さ
せて、パソコン５１から供給される５Ｖの特定電源を５Ｖ系内部回路３７に供給する。
【００３１】
　このような本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、５Ｖの特定電源が検出されて
ＵＳＢインターフェース３９にＵＳＢケーブル５４を介してパソコン５１が接続されたこ
とが認識された場合、パソコン５１から供給される５Ｖの特定電源が接続認識信号として
ＨＤＭＩインターフェース４０に接続されるＨＤＭＩケーブル５５を介して、テレビ５２
へＣＰＵ２１により出力される。このため、パソコン５１から供給される５Ｖの特定電源
がそのままデジタルカメラ１を介してテレビ５２へ直接出力される。
【００３２】
　一方、図４は、従来のデジタルカメラ６０が、ＵＳＢインターフェース３９を介してパ
ソコン５１と接続され、ＨＤＭＩインターフェース４０を介してテレビ５２と接続されて
いる電気回路構成の概略を示すブロック図である。なお、同図において図３と同一または
相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。この従来のデジタルカメラ６０
では、パソコン５１から５Ｖの特定電源が供給されてパソコン５１との接続がＣＰＵ２１
によって認識されたか否かに無関係に、常に５Ｖ電源生成回路３５は電池３３の電源を５
Ｖに変換し続けており、５Ｖ電源生成回路３５により変換された５Ｖの電源は、５Ｖ系内
部回路３７に供給されると共に、ＨＤＭＩケーブル５５を介してテレビ５２に供給される
。従って、本実施形態では、５Ｖの特定電源が検出されてＵＳＢインターフェース３９に
ＵＳＢケーブル５４を介してパソコン５１が接続されたことが認識された場合に、パソコ
ン５１から供給される５Ｖの特定電源と同じ電源を従来のように５Ｖ電源生成回路３５を
作動させて電圧変換する必要のない分だけ、デジタルカメラ１内で消費される電力が低減
される。
【００３３】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、ＵＳＢインターフェース３９に特
定電源が供給されてパソコン５１との接続が認識された場合、ＣＰＵ２１により、５Ｖ電
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源生成回路３５による動作電源の生成が停止させられて、パソコン５１から供給される特
定電源が５Ｖ系内部回路３７に供給される。一方、従来のデジタルカメラ６０の場合、図
４に示すように、ＵＳＢインターフェース３９に特定電源が供給されてパソコン５１との
接続がＣＰＵ２１によって認識された場合でも、常に、５Ｖ電源生成回路３５は電池３３
の電力を５Ｖに変換し続けている。このため、本実施形態では、ＵＳＢインターフェース
３９に特定電源が供給されてパソコン５１との接続が認識された場合、５Ｖ系内部回路３
７への動作電源を生成する５Ｖ電源生成回路３５の動作が停止する分だけ、デジタルカメ
ラ１内で消費される電力が低減され、デジタルカメラ１の低消費電力化がより図れる。
【００３４】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、ＵＳＢインターフェース３９に特
定電源が供給されないでパソコン５１との接続が認識されない場合、デジタルカメラ１内
の５Ｖ電源生成回路３５によって生成される動作電源が接続認識信号としてＨＤＭＩイン
ターフェース４０に接続されるＨＤＭＩケーブル５５を介して、テレビ５２へＣＰＵ２１
により出力される。このため、ＵＳＢインターフェース３９にパソコン５１から特定電源
が供給されない場合でも、ＨＤＭＩインターフェース４０にＨＤＭＩケーブル５５を介し
てテレビ５２が接続されると、デジタルカメラ１内の５Ｖ電源生成回路３５によって生成
される動作電源が接続認識信号としてテレビ５２へ出力され、デジタルカメラ１が接続さ
れたことをテレビ５２に認識させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　なお、本実施形態では、外部機器はパソコン５１であったが、単体の外付けＨＤ（ハー
ドディスク）やＡＣ電源が供給されて動作するＵＳＢハブ等でもよい。また、本実施形態
では、画像表示装置はテレビ５２であったが、フォトビュアー等の画像を表示する他の画
像表示装置でもよい。
【００３６】
　また、上記実施形態においては、本発明の画像保存装置をデジタルカメラに適用した場
合について説明したが、ビデオカメラやフォトストレージ、フォトビュワー等のモバイル
機器、ＡＣ電源供給を受けるＤＶＤレコーダ等のその他の画像保存装置にも適用すること
が可能である。このような画像保存装置に本発明を適用した場合においても、上記実施形
態と同様な作用効果が奏される。
【符号の説明】
【００３７】
　１…デジタルカメラ
　２１…ＣＰＵ
　３０…メモリカード
　３３…電池
　３４…３Ｖ電源生成回路
　３５…５Ｖ電源生成回路
　３６…３Ｖ系内部回路
　３７…５Ｖ系内部回路
　３８…スイッチ
　３９…ＵＳＢインターフェース
　４０…ＨＤＭＩインターフェース
　５１…パソコン
　５２…テレビ
　５４…ＵＳＢケーブル
　５５…ＨＤＭＩケーブル
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